
県 P新聞１２月号〈シリーズ「県 P連が行く！」〉第２回 

佐世保市Ｐ連正副会長と県Ｐ連会長との座談会 

９月１５日（木）佐世保市総合教育センターにて佐世保市ＰＴＡ連合会正副会長と 

県ＰＴＡ連合会会長とで「PTA活動の目的」と「問題点」についてそれぞれの考えを 

お話していただきました。 
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曽和  ＰＴＡの今の問題と、今後どうのように変えていったら

良いのかを、ここで少し話し合えればと思っています。 

そもそも、ＰＴＡは何のために活動

しているのかということを会員の方

に聞いてみても、こんなことのために

活動していますと答えられる人は意

外と少ないと思います。「何のため

に活動するのか」ということを、リー 

ダー的な人たちは少なくとも分かっていてもらいたいと

いうことで、一度話ができればと思ってます。 

 

藤川  私が長年やってきたのは、人付き合いの幅を広げるた

めにやろうということです。それが一番よかったと思って

いるところです。 

ただ、目的となったときに、去年から曽和会長が言わ

れるPTA活動のメリットとデメリットを考えました。佐世保

市Ｐ連本部役員だけで研修をしたときに、曽和会長が

言われてた子どもの教育環境に深く関われることだなっ

て、ストンと自分の中に落ちたとこがあったんですよね。 

そういうのをなるべく、会員の皆さんにも、理解してい

ただけるような、何かきっかけをいっぱい作っていきたい

なと思っています。 

 

山口  私は、もともと佐世保の人間ではなくて、子どもの学

校に行っても友達がいないんで 

すよね。大人の友達。いろいろ 

ＰＴＡの手伝いとかをしている中 

で、役員に誘われて入って、知り 

合いもたくさんできて、本当によ 

かったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村  最初は、人前で話すとか、会議をするっていうのが本

当嫌で。でもこうやって、いろんな会長さん方とつながり

ができるっていう、もう本当、人づきあいもできてくるって

いうので、自分も勉強になるし。 

本当、子どもたちだけのＰＴＡじゃなくて、自分のため

のＰＴＡかなっていうのを気づかされてますね。 

 

曽和  今いろいろ話したのは、ＰＴＡやってよかったなみたい

な話だと思うんですね。一般の会員さんはそれでいいと

思うんですよ。細かい目的がどうだとか、人がやってるこ

と見たりとか、いろいろ聞いたりしたことや先生と話した

りすることで、十分目的は達成できてると思うから。 

でも、会を運営していく側は 分かってないといけない

んじゃないかなって思って、いつも目的、目的って言って

るんですよね。 

 

松本  大事ですよね。私もそう思います。 

例えば、役員決めで、なぜ専門部、委員会があって、

どうして活動をしているのか、 

    一切、話題にならないですよ 

ね。誰も必要と思っていない 

から、嫌がられるし、やりたが 

らない。 

そういうところをどうやって 

    変えようかって思ったら、やはり目的。各専門部は何のた

めにあって、なぜこんな活動をするのかと紐解いていく

と、これは必要で、これは実は必要じゃなくないかってい

うのまで見えてきて、そこから改革をしようと思っていた

わけではなくて、役員決めをスムーズに進めていこうとし

た結果スリム化につながった。だからこそ、この目的って

いうのが大事。ＰＴＡの目的をいかに、会員さんにわかり

やすく伝えて、なおかつ実はやってればプラスα楽しいっ

ていうことを分かってもらえるんじゃないかなって、私自

身は考えてます。 

中村  そうですね。子ども、保護者、学校、地域、この４つのつ

ながりをちゃんと作ってやる。そこ 

をうまく作ってあげれば、団結って 

いうか、輪がしっかりとできるのか 

なと自分も今そう感じている。どこ 

かが欠けてしまうと、またそこで止 

まってしまうし、何か力が弱まってしまうという感じ。 

地域からの意見もいっぱいありますし、地域に頼るっ

ていうこともあるじゃないですか。子どもたちの安全を見

守ってもらう。やっぱり、そこをちゃんとお互いが協力し合

ってやっていければ、うまくやれるっていう感じですかね。 

 

松本  藤川さん、どうですか。ＰＴＡの目的って、自分なりに考

えると。 

 

藤川  もう、ほとんどお話出てきているんですけど。 

子どもの安全を見守るのが仕事だと思ってたんだけ

ど、この間、日Ｐ山形大会に行ったときの第一分科会の

講演の先生が「旗当番とかするのは悪いとは言いませ

ん。でも、それをすることによって１人で道も渡れないよう

な子が育っちゃうっていう見方もあるんですよ」っていう

ことを言われて、確かにそうだなと思ったんですね。 

ＰＴＡ活動って、大人が学べるっていうところが目的な

のかなって、今はちょっと思ってるところですね。 

 

松本  曽和さんいかがですか。ＰＴＡの目的。 

 

曽和  最終的には、子どもたちのためにつながっていくと思

うんです。我々保護者が成長することによって、そこにつ

なげていこうっていうのが、僕はＰＴＡだと思ってるんですね。 

だから、子どものための行事も全然やっていいと思い

ます。 いろんな計画立てたり、子どもたちのためを思っ

ていろいろ考えたりすることが、僕らの成長になってるっ

ていうことをやっぱり分かってやってるか、分かってない

かの差だと思うんですね。 

分かってやるということを、役員の人たちは分かってほ

しいなと思う。そこにお手伝いとか、一般参加者のお母さ

んたちとかは、子どものためと思って一生懸命やってい

いと思うんだけども、そこを分かって運営する人たちの思

いといっしょにやれば、自然とその学びは得られると思う

んですね。  

だから、そこが僕は一番ＰＴＡの中で大事だと思ってる

し、一番の目的じゃないかなと思ってます。 

 

 

松本  皆さんは、学校の役割って何だと思われますか。 

 

藤川  やっぱり集団生活かなと思います。いずれ社会に出 

ていくのに向けて、小中高 

という成長の時期、同世代 

の子どもたちと「社会のコ 

ミュニケーション」の中で、 

どう生きていくかを学ぶ場 

なのではないかと思ってい 

ます。 

 

松本  私は「学校の役割」と「ＰＴＡの役割」を明確にした方

がいいと思っています。 

「学校の役割」は、家庭では経験できない社会性や

協調性を身に付けて、将来の自分が生きたいように生き

られることを教えてもらう。いわゆる人生の選択肢を増

やすのが「学校の役割」だと考えています。私も算数と

か社会とか勉強しましたが、まるまるその知識が今の職

業に生かせているかというとそうでもない。 

しかし、そこで学んだ協調性や探求心が今の人生に

繋がっていると思っています。あくまで選択肢を広げるた

めに、いろんな科目を習っていると私は思っています。 

では、「ＰＴＡの役割」って何？と考えたことはありますか。 

「ＰＴＡの目的」については、規約のどこかに「健全育

成」と書いてあるはずですが、「健全育成」って何？と聞

かれたら…なかなか言えないですよね。 

ひと口に言えば「健康に健全に子どもたちが成長し

ていってほしいということ」、噛み砕けば「子どもたちが

将来、親や先生のサポートがなくても生きていけるように

してあげること」だと思っています。 

そして、そのために「より豊かに、その子たちが生きてい

けるようにする『何か』を教えること」がＰＴＡの役割だろ

うと考えています。 

これって実はとても大事なことで「横断歩道の渡り方

を教えるのは学校の役割」なのか。いや違う。それって本

来は、親が教えるべきことじゃないのか。 

今、私たちが直面している問題は、学校で習ったこと

以外の方がとても多くて、私たち保護者がそれを教えて

いかないといけないと思っています。 

世界では戦争が起きていますが、「戦争がだめだ」っ

て誰から習うのか、授業なのか、いや、絶対違う。家族や

周囲の人たち、そういった人たちと学んでいくべきことだ

ろうと思います。 

私は、正直それがＰＴＡでなくてもいいとも思っていま

す。でも、せっかくＰＴＡがあるのならそれを教えた方が、

子どもたちはこれからの社会を生き抜いていけるように

なるだろうと考えています。 

PTAの目的 
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ＰＴＡが教えることは、私は次に挙げる「７つ」だと考え  

  ています。「健康、安全、平和、メディア、お金の使い方、

性教育」そして「協力すること」です。 

お金の計算の仕方を教えるのは学校ですが、お金の

使い方を教えるのは、私たち保護者です。 

だから、私はこの「７つ」を教えるために、ＰＴＡが必要

だと言っています。 

ＰＴＡ規約にある「健全育成」とはこういうことだと考え

ています。 

役員決めのとき、「何で広報紙が必要なんだよ」「ど

うして学級部が必要なんだよ」ということが言えない。言

えないから、なりたくもやりたくもない。だから、つい本部

役員も「何もせんでよかけん」と言ってしまう。 

でも、役員がなぜ必要なのかをしっかり理解していれ

ば、それは子どもたちが将来生きていくために必ず必要

だからと言えるはずなのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学級部の場合「なぜ学級懇談会を開くのか」という

と、その理由が「悩んでいる子どもたちの悩みを保護者

や先生と話して、早期発見・早期解決に結びつけるため

にも学級懇談会を開くのです」とその説明を会員にして

もらいたいのです。 

「あなたがいるからこそ、自分のクラスの子どもたちの

悩みを早めに先生が知って、早めに保護者が言えて、登

校拒否もしないで、もしかしたら自殺なんかもせずに、健

全に育ってくれる」という「目的」をしっかり伝えないとだ

めだと思うのです。 

そのためには、「学校の役割」と「ＰＴＡの役割」をしっ

かり果たすことが大切です。 

学校以外のことで生きていくこと、生きていくために必

要なことは、 保護者が教えないとだめだと思うのです。

それって、私１人で教えるよりも、ここにいる５人で教えた

方が絶対子どもたちのためになるし、私たちも楽しい。そ

の結果、私たちが「藤川さんち、あんな教え方しよった

ね。それよかね。じゃあ、それうちでもやってみよう」という

「保護者の学び」になるのではないでしょうか。 

ただ、私もずっとＰＴＡ活動は「保護者の学び」の場と

言ってきましたが、もしかすると「保護者の学び」の場の 

強要になってはいなかったかと思うことがあります。 

結果として「保護者の学び」になってほしいという思

いがちょっと強くなってきています。学ぶ意識がない人に 

「学びに来て」と言っても、「俺はよかよ」と言われるだけ。 

「この目的のために集まるけん、来て」と言ったら、い

つの間にか学んで帰っていた。「あの人が、こがんこと言

いよった」ということに結果的になればいいと思っていま

す。将来、保護者や先生のサポートがなくても生きていけ

ようにするのが「ＰＴＡの役割」で「学校の役割」は人生

の選択肢を増やすっていうこと。それに合わせて活動を

見直していくと「必要なこと」と「必要じゃないこと」が出

てくる。 

このようなことを考えたとき、今のＰＴＡにとって何が一

番問題だと思われますか。 

 

曽和  今のＰＴＡの一番の問題点は「問題の解決を何年も

先送りにしていること」だと思います。 

このことに真正面から取り組んでいかないと、本当に

ＰＴＡはなくなってしまうと思っています。 

 

藤川  先走りすぎかもしれませんが、私は完全に「任意加

入」にしてしまうしかないと思っています。 

最終的には、ＰＴＡ活動をやりたい人、手伝ってくれる

人たちが主体的・自主的に集まって活動するようになれ

ば、さまざまな問題から解放されて活動しやすい組織に

なると思います。 

 

松本  曽和さん、問題を解決するためのお考えが何かありま

せんか？ 

 

曽和  私は定期的な会議の中で、自分たちのＰＴＡの問題点 

について話し合う機会を仕組みとして必ず設けてくだ

さいとお願いしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実はこの機会は、今まであったようでありませんでし

た。各行事についての反省はしますが、それすら形だけの

反省も多い。 

今、自分たちのＰＴＡを「客観的」に見て、どのような問

題点があるのかをみんなで意見を出し合い、それについ

てどうするのかと考えていく機会を各ＰＴＡの会議の中に

「毎回」設けてもらいたいと思っています。 

これを確実に積み重ねていくと、少しずつ会員の意識 

改革もできると思いますし、ＰＴＡ活動の改善につながる  

はずです。常日頃から単 Pの話題にして、改善の意識を

途切れさせず、前例踏襲とならないためにも必要だと思

います。そうでもしないと、現状として、単Ｐ会長が１年で

代わるところもいっぱいありますから。 

 

松本  そのような単Pも多いですね。 

私たちは機会があってＰＴＡ活動を長くやっているの

で、ＰＴＡが抱える話を今日したから、来年度の会員さん

も当然分かっているだろうと思い込みがちです。 

しかし、実はそうではなくて、来年度もこの話を繰り返

していかなければならないと思います。自分自身の確認

も含め、時代の変化や社会的背景も踏まえながら、ＰＴＡ

活動の「目的」や「役割」を問い直し続けることが大切

ですね。 

では、市Ｐ連・県Ｐ連は、どのように問題解決に対する

役割を担っていると思われますか？ 

 

藤川  各単Ｐの悩みや困りごとをしっかりサポートできるよう

な組織であることが大事だと思っています。単Ｐ会長同

士が集まって一つの行事をする会だけではなく、もっと細

かく単Ｐに目が向けられるような組織にならなければと

思います。 

 

中村  方向性をしっかり示しながら、目的に向かって単Ｐの

活動を支援していくことが大切だと思います。 

 

山口  単Ｐ会長になった頃は、市Ｐ連やさらに上部団体があ

り、会の運営のために会費を納めていくことは理解して

いたつもりでした。しかし、身近な存在ではなかったし、ま

た、 県Ｐ連会長と自分が直接話す機会があるなんて思

ってもいませんでした。 

昨年、曽和会長が各ブロックの会議に顔を出され、所

属する単Ｐの問題などを話されて、すごく身近になったと

思います。それって、すごく重要だと思いました。 

いつでもお話を伺いますという姿勢が、今は市Ｐ連の

方からできているのではと思います。 

県Ｐ連になると、市Ｐ連をまとめるという感じなので、ま

た違うとは思いますが。 

 

藤川  昨年の曽和会長が各ブロックや各単Ｐを回られた影

響は、とても大きかったと実感しています。昨年も今年も

総会にも来ていただきました。 

北部ブロックでは必ず毎回、情報交換のときに「任意

加入」について話をします。その折りには必ず「曽和会

長が言われていたように」という言葉が、ちょこちょこ話

に出ます。かなり大きな効果があったと思っています。 

最近よく校長先生や会長さんから「曽和会長に伝え 

てください」ということを言われています。 

曽和  まずは「進むべき道を示す」というのが役割だと思っ

ています。これは、市町Ｐ連だったら各小中学校のＰＴＡに

対して、県だったら市町Ｐ連に対して、これは日Pでも同じ

だと思います。 

今後のＰＴＡ 

をどうすべき

かという具体

的な原案を示

し、意見をもら

いながら進め

ていくと同時

に、裾野を広げ 

る啓発活動を進めていくのが、郡市町Ｐ連、県Ｐ連として

の役割だと思っています。 

 

松本  そうですね。佐世保は曽和会長を中心に、本部役

員さんとも問題意識が共有できているというのが一

番の「強み」と感じました。 

私自身、昨年まで長崎市Ｐ連の会長、今年は長崎

市Ｐ連副会長を担っていますが、いつも思うことは各連

合会も単Ｐと同じ「前例踏襲」になっていないかという

ことです。先ほど皆さんのお話にあったように、連合会

は、単Ｐの頼れる相談相手になることですね。大事なこ

とは、このような話を繰り返し続けていくことで、よりよ

い関係になっていくと今日は感じたところでした。 

最後に、皆さんから県Ｐ連にこうしてもらいたい、と

いうのはありますか？ 

 

藤川  先日、「部活動の地域移行について」の室伏長官の

資料を拝見しましたが、すごく参考になりました。県とい

う単位になってくれば、日本の最新の情報に触れられる

のではと思うので、こういう最先端の情報発信はお願い

したいと思っています。 

 

松本  そうですね。今、私が考えている県Ｐ連の役割というの

は二つあります。 

一つは、各郡市町Ｐ連役員の方々としっかりつながっ

て「情報共有」をしていくことです。これは一番やらなけ

ればならないことで、それが長崎の場合は、離島もあっ

て、他の県とは少し違うと感じています。そのために「県Ｐ

連が行く」を立ち上げました。 

もう一つは、各市町の教育委員会と市町Ｐ連がしっか

りつながるお手伝いをすることで、将来「子どもたちが

生きたいように生きられる」ようにしていくことだと思って

います。今まさに、教育環境も変革期にあり、保護者の

切実な思いや願いが生かされることなく行政だけで作り

上げられることがないよう、県ＰＴＡ連合会が積極的に働

きかけていく必要があると考えています。 


