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大 　会　宣　言
わたしたちは、豊かな自然環境に恵まれた蔵とラーメンのまち喜多方市において、

「たくましく生きる　次代を担う子どもたちの喜び多い方（未来）を創ろう
　　　　　　　　　　　　～今の時代だからこそ　人と人との絆を信じて～」

の大会主題のもと、県内各地より会員及び関係者 1,400 余名の参加を得て
第 66 回福島県ＰＴＡ研究大会喜多方大会を開催いたしました。

　未来を担う子どもたちは、現代社会の急激な変化の中で個性を伸ばし成長して
います。情報伝達の手段においても、ただ受け取るだけの時代は終焉し自ら簡単
に発信できる時代へと移り、それに伴い人と人とのかかわりが希薄になっていく
ことが予想されます。その結果、子どもをとりまく環境やそこに発生する諸問題
は深刻化・潜在化が進み、子どもたちの健全育成、安全・安心の確保は最優先課
題です。

　そんな時代だからこそ大切で失ってはいけないものは、人と人とのつながりで
あり「絆」です。このことをベースに『ＳＮＳ』をはじめとした情報化社会とど
う向き合っていけばよいのかを真剣に考えていかなくてはなりません。すべての
子どもが、家庭・学校・地域社会の中で共に生き、次代の担い手として健全に育
つために、子どもの最も近くにいる存在として、わたしたち親や教師の果たすべ
き役割は、ますます大きくなっています。

　わたしたちは、今大会において、社会の変化にしなやかに対応し、未来を創造
していく子どもの育成のため知恵を出し合い、会員一人ひとりがＰＴＡ活動の意
義と目的を自覚し、積極的によりよい環境づくりを推進することを宣言し、次の
ことを決議いたします。

大　会　決　議
一　わたくしたちは、すべての会員の意識の向上とＰＴＡ活動の活性化を図るた

め、会員相互が力を合わせ、関係諸機関や団体と積極的に連携したＰＴＡ活
動を推進します。

一　わたくしたちは，社会の変化や要望に対応できるよう、絶えず自己の研修に
励み、子どもたちと共に伸びゆくＰＴＡ活動を推進します。

一　わたくしたちは、子どもたちが将来自分の夢を実現できる、健康な心と体を
はぐくむＰＴＡ活動を推進します。

一　わたくしたちは、子どもたちを取り巻く多くの問題に対して理解を深め、子
どもたちの健全育成や非行防止に努めるとともに、安全確保のために、家庭・
地域・学校が連携したＰＴＡ活動を推進します。

一　わたくしたちは、特別な支援を必要としている子どもたちの理解を深め、共
に生きる社会の実現を図るとともに、子どもたちの豊かな心をはぐくむため
のＰＴＡ活動を推進します。

　　平成３０年１０月１４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　第６６回福島県ＰＴＡ研究大会喜多方大会



― 2 ―

全体会スナップ

実行委員長大会宣言
小林裕子

祝辞
福島県教育委員会教育長
鈴木淳一 様

共催代表あいさつ
喜多方市教育委員会教育長
大場健哉 様

主催者あいさつ
福島県ＰＴＡ連合会会長
誉田憲孝 様 アトラクション 喜多方祭囃子保存会

全体会

感謝状・表彰状贈呈

歓迎のあいさつ
喜多方市総務部長
坂内俊一 様

祝辞
会津地方振興局長
佐久間弘元 様

福島県 PTA 連合会旗
引き渡し
喜多方から相双へ

受賞者代表あいさつ
小林利明 様

祝辞
福島県議会副議長
柳沼純子 様



― 3 ― ― 4 ―

　記念講演
演題　「ＳＮＳをはじめとした情報化社会で
　　　　親や教師はどう子どもと関わっていけばよいのか」
　  ～ネット長時間利用による脳の発達阻害問題を中心に～

講師　大谷　良光 氏
【プロフィール】
ネット健康問題啓発者養成全国連絡協議会共同代表、弘前大学教育学部元教授
専門：ネットリスク実践論、カリキュラム開発論、生活指導実践論、技術教育論
略歴：信州大学教育学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科修了
　　　東京都公立中学校教諭（２８年間在職）、弘前大学教育学部　助教授、教授

【講演の紹介】
　教育・教育学の視点、子どもたちの発達の視点から、「子ども達をネットによる健康被害からいかに守るか」とい
う立ち位置から話をする。子どもから見たネット問題の枠組みを、ネット携帯問題の３側面　①有害情報・情報発信
問題、②ネットいじめ・誹謗中傷問題、③ネット依存・健康被害問題、とした。
　ネット利用時間を見ると、高校生の場合３時間以上は４０％～６０％、中学生は３０％～４５％、小学校高学年は
１０％～３５％、小学校低学年（2時間以上）１５％～３０％、幼児乳児が１０％～２０％であり、つまり乳幼児の
１０％～２０％が２時間以上スマホ等で子守されている。という深刻な実態がここ３年で急速に広がっている。
　ネットやスマホによる傷害・発達阻害ランキングは、①視力低下や目の疲れ＝眼精疲労、②寝付けない、よく眠れ
ない、睡眠不足、イライラ、注意力や集中力に欠ける等＝睡眠障害、集中力障害、自律神経失調等、③覚えることが
苦手になる、特に字を覚えられない＝言語性能力の低下、④成績が低下してくる＝記憶力障害、言語性能力の低下
等、⑤家族や他人に対して気遣ったり優しくできない＝感情の皮相化、⑥ネット・ゲーム依存傾向が見られる、と
なっている。
　これらの中で、その事実の根拠が脳画像でも明らかになった（エビデンス）、「学力低下」と「視力低下とそこに
潜む眼の異常」に注意しなければならない。
　「スマホ・ＬＩＮＥ・ゲームの長時間利用による学力低下の深刻な事実」～東北大学（川島先生）と仙台の８年間
の継続調査（５０万以上のサンプル）より～
　スマホ・ＬＩＮＥ・携帯の利用時間と成績（数学）の関係を見ると、使用時間が長ければ成績が下がることが明ら
かになった。使用時間が長い人は勉強時間が短いのではと考える人もいると思うが、勉強時間が確保されている子

どもでも同じ結果であった。使用時間１時間以内の生徒がもっとも成績がよいこ
とがわかった。つまり、本人が自分をコントロールできることや家庭の教育力が
しっかりとしていることが大切である。中でも、ＬＩＮＥは使ったら必ず成績が
下がる。経年経過の結果を見ると、２０１５年にスマホを持っていなかった生徒
は、成績が上がってきたが、スマホを持った後は成績が下がった。２０１５年に
スマホを持っていて、引き続き持っていたがその後やめた子どもは成績が上がっ
た。スマホを持てば成績は下がるが、持たなければ上がるということである。し
かし、ＬＩＮＥをはじめると一気に下降した子どもが５０％、ＬＩＮＥをやめて
も最初の年は横ばいで、その次の年にやっと成績が上がった（すぐには回復しな
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い）。ＬＩＮＥによって脳に何かが起こっていると考えられる。「スマ
ホを捨てれば偏差値１０アップも夢ではない！」（川島先生）
　スマホは１時間以上使用すると悪影響がある。３時間使用すると成績
は激減する。ＬＩＮＥは使えば成績は下がる。やめても学力はすぐに回
復しない。
　では、なぜ成績低下が起こったのか。脳科学者の研究で、脳の前頭前
野（想像することなど人間らしさを司る）に変化が起きていることがわ
かった。これは成績の低下ばかりでなく、スマホを長時間使用すると認
知障害になる可能性があることである。実際、認知症の若年化がどんど
ん進んでいる。認知症専門患者の３０％が４０～５０代、１０％が２０
～３０代、認知症にならないような世代の受診が増えている。　
　目にはどんな被害が発生しているのか。一番心配しているのが視力低下の問題。スマホなどに夢中になって室内に
こもりがちになり、日光を浴びる時間が短いと、近視が進行しやすくなる。より目とピント調整による眼精疲労もあ
る。１日３時間以上スマホを使用すると、毛様体の過度の緊張により、目が内側に寄ったままになる急性内斜視を発
症することもある。両目でものを立体的に見たり距離感を認識したりといった機能があり、これを両眼視機能とい
う。両眼視機能は、普段の生活では意識することはないが、とても重要な機能である。ところが、スマホのように一
定の距離で同様の刺激だけを受け取っていると、両眼視機能の発達に悪影響がでる可能性がある。
　本日の本題である「子どもとネットとの対峙（考え方）の基本」は、何と言っても、子どもの健康・発達の保障を
第一に考えること。

①子どもの発達が急激に進む時期ほど発達に対する外部からの影響は強く出る。発達の阻害や後退・劣化。
②子どもの発達の阻害や後退の影響評価には、長い時間が必要。症状が明確に現れたときは、すでに進行している。
③子どもと、大人への外部刺激は、その影響度が異なる。

　したがって、乳児（２歳まで）はスマホの使用をさけるべきで、乳児（３歳から６歳まで）は、自分専用のスマホ
を与えず、利用するときは保護者と一緒に、利用時間は１５分が限度である。また、学校校種別のスマホ・ゲームの
利用時間のめどは、小学生は３０分が限度で、中学生は６０分が限度、高校生は６０分が適切である。
　次に、スマホ・ネットはこれからの社会生活に必須の便利な道具なのかについて考える。子どもの生活にどんな機
能が必要なのか？子どもたちは「必要だから」使っているのか？
　子どものスマホ利用の実態は、「必要以外」（暇つぶし、遊び、楽しみ）が８割以上で、体への負担、依存、睡眠
不足の要因となっており、ネットトラブルは「必要以外」の使い方で起きる確率が高い。一方、ネット利用で子ども
たちが本当に必要とする用途はごくわずかで、保護者との連絡用、学校の宿題がネット検索、ネットを使った学習教
材等である。

　子どもにとっての「便利」とは。そもそも、子どもは体験
から学び、体験は「体を使う」「手間がかかる」ことであ
る。「体を使う」「手間がかかる」ことは、子どもに学ぶ機
会を提供しているということである。一方、「便利」とは、
「体を使わない」「手間をかけない」ということであり、子
どもを「便利」にすることは、学ぶ機会を奪うことである。
特に、乳児期、低学年の学習は体験中心で、体験と情報を結
びつけていく。「便利」にするということは、発達に必要な
負荷をかけないことになる。すると、体を使わないから体が
育たない、手間をかけないから脳が育たない、苦労しないか
ら心が育たない、人と関わらないから社会性が育たない、と
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いうことになってしまう。「便利」は子どもの発達を阻害する大きな要因にもなるのである。
　子ども用ケータイで機能は十分であり、スマホを最初に持たせるときは、子ども用ケータイと「同機能に設定」し
て渡すようにしたい。スマホは、必要なことに必要な分だけ使う道具であり、機能を絞ると対応できる。その後、
ルールが守られるようならば、必要な機能を増やしていけばよい。また、スマホ・モバイル端末の利用・所持時期を
できるだけ遅くするため、段階的に　①小・中学生段階は、家族共用でのパソコン、タブレット（家族のセイブがか
けられる）、②高校段階から個人のモバイル端末、と与えるようにしたい。
　また、啓発をベースとした、ボトムアップのルールづくり「脳の発達阻害・健康被害メインの啓発⇒時間制限を核
とした家庭のルールづくり⇒学級での、クラス、またはグループでのルールづくり⇒学年・学校・地域でのルールづ
くり」を進めたい。
　東北大学　川島先生の著書より
①適切な睡眠時間の確保　　小学生　８時間以上　　中学生　７時間以上　　
　睡眠時間の長い子どもは海馬（脳の記憶の窓口）の体積が大きい（発達している）。
②読書を一日１時間前後することが習慣化すれば学力は向上する。
③朝食をしっかりとる。特に炭水化物を。

　〈まとめ〉
　①子どもの発達の視点で考える。
　②利用目的を明確にして、用途機能の限定。
　③端末の所持時期をできるだけ遅らせ、利用させる場合は時間制限のルールの設定
　④デジタルデトックスを家族ぐるみで
　⑤生活習慣の確立　睡眠・読書・朝食

　２年後、５年後、１０年後に、今スマホ漬けの乳幼児、児童、生徒が、「何かおかしい」「ネット依存に、デジタ
ル認知障害に」等々の症状が明らかになってきたとき、このようなことは「想定外であった」と言わせない、言わな
いために、福島県、各自治体、教育委員会、学校、地域ぐるみの対策が急務であり、まず、大人の学習と啓発を進め
たい。
　民主主義に立脚した「ならぬことは、ならぬものです」

以上。

第１分科会【組織運営】
テーマ／「地域の連携を強め、子どもの成長を支えるＰＴＡ活動のあり方とは」
研究協議の視点／１ 地域の子どもたちの成長を総合的に支えるＰＴＡ組織
　　　　　　　　２ 中学校区を単位とした地域連携ＰＴＡ活動のあり方
提　　言　　者／福島県河沼郡会津坂下町立坂下中学校長　 …… 板橋　健一　様
　　　　　　　　秋田県大仙市立平和中学校長　 ………………… 千田　寿彦　様
　　　　　　　　秋田県大仙市立平和中学校PTA会長　 ………… 傳野　和樹　様
コーディネーター／福島県教育庁義務教育課主任指導主事 ………… 小松　信哉　様

１ 実践発表の内容
〈会津坂下町立坂下中学校ＰＴＡ〉
　小１プロブレム、中１ギャップの解消、軽減のため、幼稚園、小学校、中学校が一貫教育のように学びをつないで
いくよう取り組んでいる。(１つの学園構想)
家庭においては、生活のリズムづくり、家庭学習の習慣化、子どもとのコミュニケーション、メディアとの付き合い
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方等について、発達段階に応じた取組をしていただいている。また、小・
中相互の授業参観や研修、ストレスが起こりにくい環境作りにも取り組ん
でいる。成果として、基本的な生活習慣の定着、生徒指導上の問題の解
消、生徒と教師の関係性の向上が見られるようになった。課題は、メディ
アとの付き合い方である。
〈秋田県大仙市立平和中学校ＰＴＡ〉
　生徒は、小さいときから同じ集団で生活してきているため、集団の中で
自分の居場所(位置)が決まってしまい、自尊感情は低い傾向にあった。ま
た、学力面でも同市の中で低い傾向にあったため、これまでの授業のスタ
イルを改め、生徒が授業で認められる場面を多くつくるようにしてきた。
(自己存在感・自己決定・共感を重視)
　小・中・地域の連携が多く見られる。支所と公民館と学校が連携すると
共に担当レベルで物事を進められるようにしている。
　防災教育、命の教育、あいさつ向上プロジェクト、授業における神岡スタンダード、家庭学習の習慣化(一人勉強ノー
ト)など、地域と連携しながら取り組んでいる。学校支援本部事業を活用し、地域の人材の活用も図っている。
　ＰＴＡとして、地域の子どもたちとのかかわりも、学校が様々な情報を発信してくれているため可能となっている。

２ 協　議
〇生徒の自尊心が高まっていることに対する職員やＰＴＡのとらえ方
　・先生方が生徒を認める場面を設定しながら、よい評価をしてくれていると思う。
　・先生方がコーチングの手法などを取り入れながら、褒めることを大事にしている。
　・校長室だよりに調査結果を載せながら教職員に意識的な取組を促している。また、子どもたちの変容をホーム

ページ等でも周知するようにしている。
〇地域行事、ＰＴＡ行事への学校の関わり
　・教職員は、できるだけ参加するようにしている。(時間を調整しながら)子どもたちの参加についてもできるだけ

参加できるようにしている。学校としては、土日に行事をもたないようにしている。
〇家庭学習について
　・学校としては学習時間の目安を設けながら指導している。家庭としては、言葉かけをするようにしている。
〇地域との連携
　・連携には時間がかかる。学校、ＰＴＡ、地域が親しくなることが連携につながっていくと思う。　
　・学校単独で地域とつながるのは難しい。行政(地域の代表、地域を分かっている人)と学校がつながるための組織

をつくることが大事。地域は学校に何ができるか、学校は地域に何ができるか、双方向での調整が大事。
　・地域との連携については、弱くなってきている面もあるが、農村地帯なので少しは残っている。町からの要請が

あると行事等に生徒が自主的に参加するなど、ボランティアは盛んである。

３ コーディネーターのまとめから
　・家庭と学校が連携するために、それぞれが集まって話す機会の大切さや連携のための組織固めの重要性、学校と

地域が共に進んでいくことの重要性について再確認することができた。
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第２分科会【研修活動①】
テーマ／「ＳＮＳをはじめとした情報化社会のなかでの親子のあり方・
　　　　保護者及び教師の子どもへの関わり方はどうあるべきか」
研究協議の視点／１ 人と人との関わりや絆を大切にした学校や地域の特色ある
　　　　　　　　　 主体的な実践活動への取り組みの工夫
　　　　　　　　２ 会員相互の資質や意欲・認識を深め、持続的継続的な活動に
　　　　　　　　　 積極的に参加できる研修活動
講　　演　　者／元喜多方っ子メディア活用力向上推進委員長 … 小島　雄一　様
発　　表　　者／喜多方市立堂島小学校PTA会長 ………………… 髙久　大志　様

１ 講演の内容　元喜多方っ子メディア活用力向上推進委員長
　　　　　　　 小島　雄一　様
　ヴァーチャルでなく、自然の中や人とのふれあいの中で活動すること
の楽しさを伝えたい。ＳＮＳは、大人も活用している便利なものである
が、依存（時間や頻度を自分でコントロールできず、日常生活に破綻を
きたす）という問題点もある。言語能力を形成するのは小学生の間であ
るので、この時期にメディア漬けの状態は大問題。実体験をさせること
が情緒の安定につながる。ゲームでは前頭前野が動かず、ほとんど反射
神経で対応している。成長期には前頭前野を活動させるのが大切。その
ような環境を作るのが親と教育関係者の責務ではないか。自尊心の根源
にあるのは愛情あるまなざし。

２ 実践発表の内容　喜多方市立堂島小学校ＰＴＡ会長
　　　　　　　　　 髙久　大志　様
○喜多方市立堂島小学校の「土曜教室」の取り組み スライドを表示しな
がら紹介
　学校の週５日制の始まりと同時にスタート。児童が、自分で参加した
い教室を選択して参加している。（スポーツ・絵画・茶道・料理・将棋　
他）公民館や同窓会、地域の方にも携わっていただいており、地域全体
に広く協力を呼び掛けている。現在は年に４回実施している。ほとんど
の児童や保護者が「楽しかった」「とても良かった」という反応（アン
ケート結果）であった。（会場に資料として写真や感想を掲示）

３ 質疑応答・意見交換
○インターネットに接続できるものの所持率は高いが、Wihiに接続できるものだと保護者が認識しているかどうか

が重要だと思う。ＳＮＳでの友達の人数、つながりが薄くても人数はたくさんいる子が多い。
○「ゲームは１時間以内」と講演であったが、テレビの場合にはどうか？
　・脳の状態に関する資料としては、書籍「ゲーム脳の恐怖」を是非お読みいただきたいと思う。ヴァーチャルでは

なく、親子のふれあい・実体験を多く積ませるようにさせたい。
○体験的な活動をする時間が減っている中、時数の確保はどうか？
　・土曜教室は土曜日に行っているので特に問題はない。農業科等のカリキュラム見直しはこれから行っていく。
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第２分科会【研修活動②】
テーマ／「ＳＮＳをはじめとした情報化社会のなかでの親子のあり方・
　　　　保護者及び教師の子どもへの関わり方はどうあるべきか」
研究協議の視点／１　情報化社会（SNS）が抱える課題と課題解決にむけた対応
　　　　　　　　２　人と人との関わりや絆を大切にした学校や地域の特色ある
　　　　　　　　　　主体的な実践活動への取り組みの工夫
講　　演　　者／e-ネットキャラバン講師（株）エム・エス・シー　諏江　正義　様
発　　表　　者／喜多方市立山都小学校PTA会長 ………………… 斎藤　　純　様
　　　　　　　　喜多方市立山都中学校PTA会長 ………………… 谷野　邦彦　様
コーディネーター／喜多方市立山都中学校長 ……………………… 小島　　靖　様

１ 講演並びに質疑応答
・e-ネットキャラバン講師　（株）エム・エス・シー　諏江　正義　様
　近年、スマートフォン等の情報端末を持つ児童・生徒の割合は増加している。そ
れに伴い、金銭や交友等に関わる重大なネットトラブルも起きている。そのため、
18歳未満の青少年がスマートフォン等を持つ場合は、保護者の同意やフィルタリン
グが必要になるなど法令の改正がなされている。さらにネットトラブル予防のため
には、保護者自身が正しい認識や学校での学習の機会が大切である。
・質疑応答
　携帯ショップでフィルタリングが確認できるのか。
　　→契約してあるか、情報端末の設定がどのようになっているか確認できる。

２ 実践発表
・喜多方市立山都小学校PTA会長　斎藤　　純　様
・喜多方市立山都中学校PTA会長　谷野　邦彦　様
　山都地区では、児童・生徒、保護者に対して「つなぐ教育」山都地域連携推進協議会の組織を生かし、メディア教
育やSNSに関する教育講演会などの啓発活動を行っている。実態調査から、ネット接続可能な情報機器を所持してい
る山都地区の児童・生徒の割合は全国とほぼ同様であり、また使用時間も学年が上がるにつれ長くなるので危惧して
いるところである。そのため「メディア等の正しい知識や接する時間を自制する力を身につけさせること」「子ど
もの情緒の安定のため、家族との団らんの時間を多くとれるようにすること」をねらい、メディアセレクト週間やメ
ディア教育（e-ネットキャラバン・SNS教育講演会）、うちどくカードなどを実施してきた。情報化社会の中で、ス
マートフォン等の情報端末と上手につきあえる児童・生徒に成長できるよう今後も活動を続けていきたい。

３ 意見交換
・スマートフォン等を持たせるのは保護者である。しかし、現在は家庭の問題
では済まされなくなってきている。情報共有しながら、社会の問題として取り
組んでいく必要があるのではないか。高校生に、中学校の頃インターネットで
困ったことなどの体験談を話してもらうなどの取り組みを考えている。
・小中学生は、連絡手段として心配な面があるかもしれないが、高校生になる
までスマートフォン等を持たせないほうがいいのではないか。正しい使い方に
ついて教えていくべきではないか。
・道徳をきちんと教えていくことによりメディアとの関わりがよくなるのでは
ないか。
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第3分科会【家庭教育  小学校】
テーマ／「子どもたちの「生きる力」を育む家庭・地域の関わり方や支援」
研究協議の視点／１ 子どもたちをとりまく環境をよりよくするために、
　　　　　　　　 　学校・家庭・地域をつなぐ取り組み
　　　　　　　　２ 子どもとの絆を深め、
　　　　　　　　　 自己肯定感を高める共同体験を通した親の関わり
発　　表　　者／喜多方市立熊倉小学校PTA会長　 ……………… 髙畑　美和　様
　　　　　　　　喜多方市立熊倉小学校PTA副会長　 …………… 小林　卓也　様
北塩原村学校支援地域本部地域コーディネーター  ……………… 酒井美代子　様
コーディネーター（指導助言者）／福島県教育庁会津教育事務所　 総務社会教育課
　　　　　　　　　　　　　　　 主任社会教育主事 …………… 髙原　　昇　様

１ 実践発表
　①「喜多方市立熊倉小学校父母と教師の会」
　　　PTA会長　髙畑美和様、PTA副会長　小林卓也様
　　　～町全体で子どもたちを育てていくことの重要性～
　②「北塩原村学校の応援団」コーディネーター　酒井美代子様
　　　～地域全体で子どもたちを育てていくという体制づくり～
　③質問タイム　質疑応答なし

２ バズセッション
　①バズセッション形式の意見・感想交換　・５～6人のグループによる意見・感想交換が行われた。
　②グループ発表

　〇（会津地区：内山様）・各学校の規模が違うが、地域の方を巻き込み、公民館を巻き込み、活動していて参考
になる。地域の方からの希望を取り入れる際の困難さ。時数との調整の課題もある。土日は親子での触れ合い
の時間として位置づけがあることが多く、日程として設定しづらい。

　　新潟市実践･･･各学区にコーディネーターが１名いる。上手に調整が成され、活動ができている。
　　学校と地域を結ぶコーディネーターの必要性を感じる。
　〇（福島地区：安西様）・学校によって規模が違う。人数が違う。小規模校の方が、地域の方と力を合わせて実

践できるように思う。毎年同じ活動をしていると、同じ人材しか確保できない。その他にも学校と触れ合いた
い地域の方がいることも考慮し、活動内容を増やしていく事も大事である。ただし、新しいことをしようとす
ると、詳細部分で問題点が出てくるので、その辺の調整も大事になってくる。

　〇（県南地区：矢祭小校長様）・町内５つの小学校が統合して３年目に入る。時間をかけて同じ目標に向かえる
ようになってきた。いわき市の事例では、同じベクトルにしていくことの難しさを学んだ。５００人以上の子
どもたちを５つのグループに分け、規模を小さくしながら、少しずつベクトルをそろえていく事を目指してい
るという事例であった。大規模校の場合には、そのような工夫も有効であることがわかった。

　③まとめ　
　〇【熊倉小学校】「すべては子どもたちのために」挨拶の事例につながっている。学校と地域が一つになってい

るからこそできたこと。当たり前のことを当たり前に出来ているのは、PTAが同じベクトルに向かっているか
らである。熊倉小学校のすばらしいところである。だからこそ、子どもたちが、地域の方から学んだことを学
校でも地域でも実践し、地域活性化につながっている。よい伝統づくりを実践されている。

　　〇【北塩原村】酒井さんという地域コーディネーターの存在の重要性がよくわかる。今までにも、授業におい
て、地域の方をゲストティーチャーとして迎えたい場面が数多くあったが、日程や内容等の連絡調整が難しく
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困難を極めていた。この実践から、コーディネーターに依頼すると、これまで困難だったことが解消されるこ
とがわかった。「つなげてくれる」という存在は大きい。行政面での支援が北塩原村はすばらしい。PTAだけ
では支えきれないことを学校の応援団が支えている。

　〇「社会に開かれた教育課程」を実現していくためには、何ができるようになるのか、何を学ぶか、どのように
学ぶのか、という３つの課題を地域・企業に広げていく事が大事になってくる。その際に、活躍が期待される
役割として、地域コーディネーターが挙げられる。地域を中心にコーディネートしていけば、子どもたちに郷
土愛が育まれ、地域のために貢献できることを摸索していく人材育成につながっていくはずである。両方の発
表者に共通していたのは、「つながり・郷土愛」であった。

　○県の主要施策の3つ目に「地域と共にある学校」がある。学校の活性化である。学校任せではなく、保護者や
ＰＴＡを含む地域社会と学校が一体となって子どもを育てていくというスタンスである。地域と学校が協働す
ることで、地域も元気になり、教員が子どもと向き合う時間も確保できていく。県内ではモデル学校が８校あ
る。これからは学校も地域に貢献していく。そのことにより、子どもたちも地域の活動に参加し、地域の方も
学校の行事に参加していくという環境がつくられていく。さらに、それが自己マネジメントにもつながってい
くのではないかと考えている。

　　　※夏休みの宿題「１７字で奏でよう～」から
　　　　母：たのしいねわたしとむすことの指ずもう　
　　　　子：あたたまるママのぬくもりうれしいな

　○「少しずつできることから。」「小さなことからつなげていく」「自己肯定感をしっかり子どもたちに教えて
いく。」「そのために地域とも連携していく。」

　○まずは自分ができる小さなことからはじめてみることが大事なのではないか。

第３分科会【家庭教育  中学校】
テーマ／「自分で学習や生活を改善する力（自己マネジメント力）を
　　　　　育む家庭・地域の関わり方や支援」
研究協議の視点／１　子どもたちをとりまく環境の変化をとらえ、健康や安全を
　　　　　　　　　守り、地域・学校ができること
　　　　　　　　２　学校と連携した家庭での学習等についての現状を認識し
　　　　　　　　　　家庭でできること
発　　表　　者／喜多方市立高郷中学校　教頭 …………………… 星　　英典　様
　　　　　　　　喜多方市立高郷中学校PTA会長 ………………… 大竹　　勉　様
コーディネーター（指導助言者）／福島県教育庁会津教育事務所総務社会教育課
　　　　　　　　　　　　　　　　社会教育主事 ………………… 室井　美穂　様

１ 実践発表の内容
〇視点（１）　学校として家庭と連携した食育指導や地域とともに安全を守るボランティア活動の紹介
〇視点（２）　保護者が学校と協力して推進する家庭学習の充実を目指す実践紹介
　・保護者会が中心となった「夏休みメディア・セレクト運動」について
　・「家庭学習スタンダード」の活用と家庭学習アンケートを共有した学習支援について
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２ 話し合いから
視点（１）について
　・子どもと地域の連携が大切である。地域に根ざした教育で、

郷土愛を育むことができている。
　・学校の規模、地域の理解の程度によって、取り組めることは

変わってくるが、できることを行うとともに、今までやって
きたことをなくさないようにすることが大切である。

視点（２）について
　・宿題とメディア（スマホ）の関わりは無視できない。使用の

ルールを子ども、家庭、学校で共有し、連携して取り組むこ
とが必要である。

　・仕組みをととのえることも大切だが、主体的に目標を持たせ
ることが効果的である。

　・思春期の特徴を分かって子どもに寄り添い、褒めることを大切にしたい。習慣づくりは押しつけではなく主体的
にルール化させ、それが見えるようにすることが大切である。

３ 指導助言
　・効果的な取り組みがなされているので、各学校が横の発信をして、よいことは真似して実践してほしい。
　・学校に地域の人を呼びこむだけでなく、学校からも地域に出ていくとよい。行政をうまく使いながら、学校を核

にして地域を元気にしていってほしい。
　・家庭学習については、家族が子どもにとってよいと思うことを行っていってほしい。しかし一人で抱え込ま

ず、PTA活動を生かして講演などに参加してほしい。
　・子どもの数が減っていく中で、今あるものを増やさず、形を変えることでうまくやっていく方法を模索したい。

第４分科会【健全育成】
テーマ／「児童生徒の豊かな心を育むための家庭・学校・地域」
研究協議の視点／１　いじめ・不登校防止に向けて子どもたちのためにできる
　　　　　　　　　　　家庭・学校・地域
　　　　　　　　２　地域の力を活かした人づくり地域づくり
講　　演　　者／地域学校協働活動事業
　　　　　　　　地域連携担当教員　西会津町立西会津中学校教諭 江川　新治　様
　　　　　　　　西会津町家庭教育指導員  ……………………… 紫藤眞理子　様
　　　　　　　　西会津町家庭教育指導員　 ……………………… 星　　佳子　様
指  導  助  言  者／福島県教育庁社会教育課社会教育主事　 ……… 戸倉深希子　様

１ 実践発表の内容
　○実践発表

　・地域学校協働活動事業の３つの柱、①地域活動・ボランティア活動、②児童生徒への学習支援、③家庭教育支
援活動に関する実践発表。

　①について、江川　新治　様より
　・中学生がゲートボール部を設立。町老人会の方々から熱心に指導を頂き、結成２年目で全国大会に出場するこ
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とが出来た。中学生とお年寄りの方がハイタッチをする姿に感
動した。町老人会の方々は、必要とされる事に充実感を感じて
いる。

　・各自治区ごとにボランティア活動を実施。今までの学校側から
の一方的な活動ではなく、各自治区長にどんな活動を望むかの
意見を伺いながら、代官清水の清掃・サロン活動・花植え等、
地域の方々と共に活動を実施したことで好評を得た。

　・創作和太鼓の会を設立。幅広い年代で充実した演奏活動を行
なっている。

　②について、江川　新治　様より
　・退職教員、塾講師等のメンバーで、高校受験対策学習会・夏季

休業中学習会を小中学生に実施。児童生徒のやる気アップと教
員の多忙化の解消に繋がっている。

　③について、紫藤眞理子　様、星　　佳子　様より
　・地域学校協働活動事業のモデル7市町村の中で、県内唯一の家

庭教育活動「こころのオアシス」（家庭教育相談室）を小学校
内に設置し、家庭教育講座・イベント開催や訪問型家庭教育支
援活動を行っている。

　・仕事で講演会等になかなか参加出来ない保護者を対象に、町内
企業を訪問し出前講座の実施。「おやこdeうどん作り講座」は
参加者多数で大好評。

　・開設場所が小学校内のため、保護者や児童生徒だけでなく教諭
も来室しやすかった。担当者が教育相談員を兼務しているた
め、小学校と中学校の連携を取りやすい。また、相談談内容に
よっては医療または関係機関に繋いでいる。

２ グループ討議から
　○グループ発表　２つの班より

　・学校の規模により、小規模校では発表のような活動が日常から行われているが、規模が大きくなると同等の活
動を行うのは難しいと感じる。そこをどうやって取り入れられるのかが課題。

　・西会津町は、ケーブルＴＶ等のツールや環境が充実しているため、活動を町民に周知しやすい。他町村では、
それをどのように行うのかが課題。

３ 指導助言
　・「家庭教育活動『こころのオアシス』（家庭教育相談室）」の開設場所が小学校内であることについて、防犯

対策はどうのようにクリアしているのか。出入り口が、昇降口とは別に設けられ開設場所としては、非常に参
考になる。

　・各学校の規模で、実施可能な内容は異なると考える。それぞれの条件の中で、どんな事なら自校で取り組める
か考える題材にして頂けたら良い。
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第５分科会【特別支援教育】
テーマ／「特別な支援を必要としている子どもたちへの理解とＰＴＡ活動」
研究協議の視点／1　インクルーシブ教育の理解
　　　　　　　　2　支援を必要とする子どもたちを支えるＰＴＡ活動のあり方
パ　ネ　ラ　ー／会津支援学校ＰＴＡ会長　 ……………………… 安藤　美幸　様
　　　　　　　　喜多方市立塩川小学校教諭　 …………………… 江見　由香　様
　　　　　　　　福島県教育庁会津教育事務所　総務社会教育課
　　　　　　　　社会教育主事兼指導主事　 ……………………… 武藤　盛男　様
　　　　　　　　福島県教育庁会津教育事務所　学校教育課
　　　　　　　　　　　　　　　　　指導主事　 ………………… 圓谷　隆雄　様
コーディネーター／福島県特別支援教育センター指導主事　 ……… 渡部　和幸　様

1 提言内容
〇県教育委員会の取組み
　「切れ目のない支援体制整備事業」を実施。具体的には三つの重点事項
一つ目「市町村における切れ目のない支援体制の整備・充実」各市町村におい
て、教育と保健、福祉、労働等の関係機関が連携したネットワークの構築。二
つ目「相談支援体制の整備・充実」今年度は、会津支援学校と猪苗代支援学校
に地域支援センターを設置し、相談窓口の明確化。また専門的な知識、技術を
有する「教育支援アドバイザー」を配置。より多くの相談支援を出来るようし
た。三つ目「特別な支援を必要とする幼児児童生徒のニーズに応じた指導・支
援の充実」各学校、市町村委員会等のニーズを踏まえ、教員と面談したり、授
業参観等をしたりする相談支援。また校内研修、地域での研修会の実施によ
り、各学校等における特別支援教育の充実、教職員の専門性向上、校内の支援
体制の整備の実現。
〇塩川小学校の取組み
　特別支援学級に在籍する児童も可能な限り通常の学級で学習する「交流及び
共同学習」を行っている。特別支援学級の児童は社会性を育み、通常学級の児
童は思いやりの心を育む成果をもたらしている。
〇会津支援学校
　特別支援学校の理解啓蒙活動として「ボランティア学習会」の実施。親から
同世代の高校生に対して発進している。参加者は少数だが、障害のある子供た
ちに対する同世代の正しい理解に繋がっている。

2 フロアからの意見等
・学校や先生によって差があるし、まだまだ浸透してない。
・親自身も自分の子が障害者だと認めたくない親もいる。周りの親や祖父母の理解や特性を知らせるのも大事だと思う。

3 コーディネーターのまとめ
　インクルーシブ教育について様々な施策、取組が行われ共生社会が組織され始めていることが分かりました。
一人の二百歩より二百人の一歩を実現して参りましょう。
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全体会　喜多方プラザ入口 案内

一般会員受付

来賓受付

　大会スナップ

10/13㈯　レセプション　北方風土館（大和川酒造）において

来賓受付 来賓受付
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弁当引換所

分科会受付

お土産コーナー

分科会の様子

　大会スナップ

一般会員受付

分科会資料掲示



― 1 ―

 
                                  

9:00 9:20 11:20 13:10 14:10 15:40 15:55

大 　会　宣　言
わたしたちは、豊かな自然環境に恵まれた蔵とラーメンのまち喜多方市において、

「たくましく生きる　次代を担う子どもたちの喜び多い方（未来）を創ろう
　　　　　　　　　　　　～今の時代だからこそ　人と人との絆を信じて～」

の大会主題のもと、県内各地より会員及び関係者 1,400 余名の参加を得て
第 66 回福島県ＰＴＡ研究大会喜多方大会を開催いたしました。

　未来を担う子どもたちは、現代社会の急激な変化の中で個性を伸ばし成長して
います。情報伝達の手段においても、ただ受け取るだけの時代は終焉し自ら簡単
に発信できる時代へと移り、それに伴い人と人とのかかわりが希薄になっていく
ことが予想されます。その結果、子どもをとりまく環境やそこに発生する諸問題
は深刻化・潜在化が進み、子どもたちの健全育成、安全・安心の確保は最優先課
題です。

　そんな時代だからこそ大切で失ってはいけないものは、人と人とのつながりで
あり「絆」です。このことをベースに『ＳＮＳ』をはじめとした情報化社会とど
う向き合っていけばよいのかを真剣に考えていかなくてはなりません。すべての
子どもが、家庭・学校・地域社会の中で共に生き、次代の担い手として健全に育
つために、子どもの最も近くにいる存在として、わたしたち親や教師の果たすべ
き役割は、ますます大きくなっています。

　わたしたちは、今大会において、社会の変化にしなやかに対応し、未来を創造
していく子どもの育成のため知恵を出し合い、会員一人ひとりがＰＴＡ活動の意
義と目的を自覚し、積極的によりよい環境づくりを推進することを宣言し、次の
ことを決議いたします。

大　会　決　議
一　わたくしたちは、すべての会員の意識の向上とＰＴＡ活動の活性化を図るた

め、会員相互が力を合わせ、関係諸機関や団体と積極的に連携したＰＴＡ活
動を推進します。

一　わたくしたちは，社会の変化や要望に対応できるよう、絶えず自己の研修に
励み、子どもたちと共に伸びゆくＰＴＡ活動を推進します。

一　わたくしたちは、子どもたちが将来自分の夢を実現できる、健康な心と体を
はぐくむＰＴＡ活動を推進します。

一　わたくしたちは、子どもたちを取り巻く多くの問題に対して理解を深め、子
どもたちの健全育成や非行防止に努めるとともに、安全確保のために、家庭・
地域・学校が連携したＰＴＡ活動を推進します。

一　わたくしたちは、特別な支援を必要としている子どもたちの理解を深め、共
に生きる社会の実現を図るとともに、子どもたちの豊かな心をはぐくむため
のＰＴＡ活動を推進します。

　　平成３０年１０月１４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　第６６回福島県ＰＴＡ研究大会喜多方大会
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