
１ 公益目的事業 

（公１）全国大会事業 

① 第６２回日本ＰＴＡ全国研究大会長崎大会 

開催日   分科会 ８月２２日（金） 

      全大会 ８月２３日（土） 

場 所   長崎県立総合体育館メインアリーナ・サブアリーナ、武道場、 

長崎ブリックホール、他１０会場 

スローガン 異国情緒豊かな長崎で 集い、語らい、学びあい 

   メインテーマ 

（１）家庭・地域・学校との強い絆で連携を図るＰＴＡ活動 

 （２）平和な国際社会を担う子どもたちを育てるＰＴＡ活動 

 （３）子どもと本気で向き合い、かけがえのない命を大切にするＰＴＡ活動 

 （４）未来を生きる子どもたちのために、学びあい、繋がりあい、成長しあうＰＴＡ活動 

内 容 

 ・第１分科会 組織運営  ・第２分科会 家庭教育  ・第３分科会 学校教育 

 ・第４分科会 広報活動  ・第５分科会 地域連携  ・第６分科会 人権・平和教育 

 ・第７分科会 国際理解  ・第８分科会 健康安全 

 ・特別第１分科会 「子どもたちの育ちを阻害するもの」 

 ・特別第２分科会 「絆の力が生み出す日本の明るい未来」 

 ・全体会   記念講演 「子は育ち、親も育つ。楽しまなくちゃもったいない。」 

        講  師  高 野   優 氏 

        フィナーレ 弓削田 健 介 氏 「ニッピーはヒトツ 大合唱」 

参加数   ８,０６５人 

 

 

② 各ブロック研究大会 

●第６１回北海道ブロック研究大会 胆振西部登別大会  

開催日 １０月１１日（土）、１２日（日） 

●第４６回東北ブロック研究大会 盛岡大会  

開催日  ９月６日（土）、７日（日） 

●第２３回東京ブロック研究大会 

開催日  ２月１５日（日） 

●第４６回関東ブロック研究大会 さいたま市大会 

    開催日 １０月２５日（土）、２６日（日） 

●第４６回東海北陸ブロック研究大会 岐阜大会 in 下呂    

開催日 １０月２４日（金）、２５日（土） 

●第４０回近畿ブロック研究大会 大阪市大会        

開催日 １１月３日（月）、４日（火） 

 



●第４４回中国ブロック研究大会 岡山大会玉野大会     

開催日 １１月７日（金）、８日（土） 

●第４３回四国ブロック研究大会 愛媛大会 

 開催日 １１月１５日（土）、１６日（日） 

●第５９回九州ブロック研究大会 長崎大会 

 

 

（公２）調査研究事業 

① 「子どもとメディアに関する保護者の意識調査」 

調査期間 １１月１７日（月）～１１月２８日（金） 

調査人数 小学校５年生  ２，４００名 

     中学校２年生  ２，４００名 

     各保護者    ４，８００名 

② 「教育に関する保護者の意識調査」 

調査期間 １１月１７日（月）～１１月２８日（金） 

調査人数 小学校５年生の保護者  ２，４００名 

     中学校２年生の保護者  ２，４００名 

 

 

（公３）表彰事業 

 ① 年次表彰 

   開催日  １１月１９日（水） 

開催場所 ホテルニューオータニ 

表 彰  文部科学大臣表彰               １２９団体 

     公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会会長表彰団体 １２１団体 

            〃            個人 ２２０人 

            〃           感謝状   ４人 

 

② 第３６回全国小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクール表彰 

   開催日   １１月１９日（水） 

   開催場所  ホテルニューオータニ 

   表 彰   文部科学大臣表彰             ２校 

         公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会会長表彰 ６校 

         日本教育新聞社社長賞           ６校 

         教育家庭新聞社社長賞           ４校 

         企画賞                  ２校 

         写真賞                  ２校 

         レイアウト賞               ２校 

         佳作                  １９校 

 



 

③ たのしい子育て全国キャンペーン 

   開催日   平成２７年３月２７日（金） 

   開催場所  文部科学省 

   内 容   ～家庭で話そう！我が家のルール・家族のきずな・命の大切さ～の三行詩を全

国より募集し、入賞した作品を表彰した   

   応募総数  １２６，２５２作品 

        内 訳  小学校の部  ７２，１７８作品 

             中学校の部  ４４，９９４作品 

              一般の部   ９，０８０作品 

   表 彰   文部科学大臣表彰             ３作品 

         厚生労働大臣表彰             ３作品 

         公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会会長表彰 ３作品 

         早寝早起き朝ごはん全国協議会会長表彰   ３作品 

         佳作 小学生の部             ８作品 

            中学校の部             ７作品 

             一般の部             ４作品 

 

（公４）広報事業 

 ① 広報紙 「日本ＰＴＡ」第３４５号・第３４６号・第３４７号 

   発行日  ８月３１日・１２月１９日・３月３１日 

   発行部数 １２１，０００部 

   配送先  各単位ＰＴＡ、各地方協議会、関係機関等 

 ② ホームページの整備・充実を行った 

 

 

（公５）国際交流・国内研修事業 

   期 間  平成２７年３月２６日（木）～２９日（日） 

   開催場所 沖縄県渡嘉敷村・国立沖縄青少年交流の家 

   参加者  中学生２年生      １１５名 

        国立青少年教育振興機構  １５名 

看護師           ２名 

カメラマン         １名 

役員等・事務局      １０名 

 

 

（公６）教育支援助成事業 

   「心のきずな６１教育支援基金」の支援事業を実施した 

   ①福島県「水俣との交流事業」 

    期 間  １０月３１日（金）～１１月３日（月） 



    開催場所 福島県福島市 

    参加者  福島県内中学生３８名、熊本県水俣市中学生２４名、他関係者 

   ②山口県「ドリームチャレンジャー２０１４in徳地」 

    期 間  ７月３１日（金）～８月５日（火） 

    開催場所 国立山口徳地青少年自然の家、他山口県内 

    参加者  小学生７２名、保護者２７名、他関係者 

 

２ 収益事業 

（収１）協賛事業 

   ①優良物品推薦 ４１件 

   ②優良映画推薦  ４件   

（会計協賛金収入一覧参照） 

 

３ 法人運営等 

   ① 諸会議の開催（総会・理事会等の開催状況参照） 

   ② 刊行物 

     ・第３６回全国小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクール「優秀広報紙集」 

     発行日  ９月 

     部 数  １，２００部 

     ・ＰＴＡ実践事例ガイド 

       発行日  ３月 

       部 数  ３０，５００部 

     ・教育に関する保護者の意識調査報告書 

       発行日  ３月 

       部 数  ４００部 

     ・子どもとメディアに関する意識調査報告書 

       発行日  ３月 

       部 数  ４００部 

     ・正しく知ろう、使い方 家庭で話そうわが家のルール 

       発行日  ３月 

       部 数  １２１，０００部  

     ・たのしい子育て全国キャンペーン 

       発行日  ３月 

       部 数  印刷は文部科学省 

    ③ 要望活動 

      （要望書参照）  

 

 


