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【日程・対象・参加数】 ６月 ４日(月) ＰＴＡ役員・委員研修 １４０人

【講 義】 ① 「ＰＴＡの役割」 福岡市ＰＴＡ協議会 佐々木純子 さん

② 「生まれてきてくれてありがとう」
福岡少年サポートセンター 堀井智帆 さん

【目 的】
ＰＴＡ活動の基本的なあり方や役員・委員としての役割などについて，認識を深め，今

後の単位ＰＴＡ活動の効果的な推進を図る。

【日程・対象・参加数】 ６月１１日(月) ＰＴＡ役員・委員研修 ４２２人

【講 義】 ① 「ＰＴＡの役割」 福岡市ＰＴＡ協議会 川口三代次 さん

② 「子どもを取りまくネットの現状～少年非行の現場から～」
福岡少年サポートセンター 堀井智帆 さん

（１）小学校ＰＴＡ

（２）中学校ＰＴＡ



【目 的】
日頃のＰＴＡ活動の実践事例をもとに，意見や情報の交換を行い，今後の単位ＰＴＡ活動
の効果的な推進を図る。

（１）小学校ＰＴＡ

【日程・対象・参加数】 ８月２０日(金) ＰＴＡ役員・会員 １７７人

（２）中学校ＰＴＡ

【日程・対象・参加数】 １２月３日(月) ＰＴＡ役員・会員 １３０人



１０ 城南区人権啓発連絡会議

【目 的】
同和問題など様々な人権問題の解決を目指す学習・啓発活動を地域ぐるみで行う
自主的な推進組織(校区人権尊重推進協議会)づくりを促進するとともに区民の人権
意識の向上を目指す。

【対象】 城南区各種団体代表

【事業日程】
◎総会及び委員研修 ……… ６月２８日(木） ３５人

◎人権を考えるつどい ……… ７月１３日(金） ４３４人

◎啓発キャンペーンの実施 ……… １１月２６日（月） ３２人

◎広報紙｢こころ｣の発行 ……… ３月１５日号 ７０,０００部

※人権を尊重する市民の集い … １２月６日（木） ４２２人
（主催：福岡市人権尊重推進委員会）
…実践報告：七隈校区人権尊重推進協議会による人権劇「ひまわりのおか」
…講演：弁護士 大胡田 誠さん「全盲の僕が弁護士になった理由」





上段左右 ； 6/13 三浦 暢久 氏

下段左 ； 6/20 宮浦 寛 氏







【目 的】
城南区内の校区人権尊重推進協議会役員・委員が，各団体における研修活動，広報
活動及び啓発活動などについて情報交換と交流を深め，今後の活動に役立てる。

実践報告 ： 「やらな劇団」（博多区奈良屋人権尊重推進協議会）の人権寸劇

グループトーク ： 「よそはどうしてる？ 人権フィールドワーク」

【日 程】 ２月２１日（木）

【対 象】 校区人尊協役員・委員，公民館職員

【参加数】 ５４人



【目 的】
同和問題に関する映像を視聴する映画フォーラムを実施し，今なお存在する同和
問題の解決を目指し，未来に向かっての展望を考える。

【日 程】 １１月３０日(金) 昼の部，夜の部 計２回 上映

【対 象】 城南区内校区人権尊重推進協議会役員・委員，公民館職員，公民館運
営懇話会委員，各小・中学校教師，部落解放同盟福岡市協議会支部役員・
委員

【内 容】 映画 「あなたに伝えたいこと」

講話 部落解放同盟 福岡市協議会 書記長 池 勝 氏

【参加数】 １３３人



【目 的】
同和問題など様々な人権問題の解決をめざす学習・啓発を地域ぐるみで行う。

校区人権尊重推進協議会活動の活性化を図るため，人尊協活動を育成・支援する。

【日 程】 通年・随時

【対 象】 校区人尊協役員・委員・地域住民

【参加数】 延べ回数：１６７回 延べ人数：４，１９７人



【日 程】 通年 ・ 随時

【対 象】 公民館職員 ・ サークル参加者 ・ 一般市民

【参加数】 延べ回数 ： ５０回 延べ人数 ： １，８３６人（１月末時点）



【目 的】
単位ＰＴＡ人権教育研修担当者及び担当教諭を対象に，基礎的な知識や研修

方法・事務手続き等について研修を行う。

【日 程】 ５月１５日(火) １３：３０～１５：３０

【対 象】 区内小･中学校ＰＴＡ人権教育研修担当者，人権教育担当教諭

【参加数】 ３３人



【日 程】 通年 ・ 随時

【対 象】 ＰＴＡ委員，会員

【参加数】 ３４回 延べ人数 ： １，７４６人（１月末時点）

【目 的】
ＰＴＡ会員の人権問題に対する正しい認識を図るとともに，学校における人権教育

の取り組みの理解と人権問題解決に果たす会員としての役割を明らかにするため，
単位ＰＴＡ毎に委員研修及び会員研修の実施について，指導・助言を行う。



【目 的】
人権尊重のまちづくりを進めるため，日頃の実践の交流と意見交換を行い，同和問
題に対する認識を深めるとともに，これからの人権教育の充実をめざす。

【日 程】 ２月１４日（木）

【対 象】 支部役員，公民館職員，小・中学校担当教諭，地域支援課，生涯学習推進課
職員

【参加数】 ２５人



【目 的】
地域社会の発展に貢献できるサービスの提供と地域の子育てへの貢献を目的に

自習室（新規事業）を実施した。

指定管理者主催

【利用状況】 平成30年4月～平成31年1月 合計 5,817人（20人/日）

【期 間】 平成30年4月1日から年度末まで

【場 所】 空き会議室

【対 象】 小学生～大学生（専門学生含む）

9時～21時 （小学生は17時まで）

月 稼働日(日) 利用者(人) 月 稼働日(日) 利用者(人)

4月 30 49 9月 26 552
5月 29 249 10月 28 684
6月 29 450 11月 28 1,012
7月 30 397 12月 27 678
8月 30 896 1月 27 850



指定管理者主催

【目 的】
子どもの家庭学習の習慣化や学びあいの促進を通じた地域貢献を目的に中学生を対

象にした「学びの広場」（新規事業）を実施した。

【内 容】
夏休みを除く6月～2月まで定期考査や自学自習のための学習支援で，毎月定期
的にボランティアの指導者を配置して実施した。

【場 所】 第２会議室または視聴覚室

【時 間】 18時～21時 （講師配置時間 19時～21時）

月 稼働日(日) 利用者(人) 月 稼働日(日) 利用者(人)

6月 8 14 10月 9 4

7月 1 2 11月 9 0

8月 4 5 12月 9 16

9月 8 21 1月 4 5

【利用状況】 平成30年6月～平成31年1月 合計 67人（1人/日）



指定管理者主催



指定管理者主催



指定管理者主催



指定管理者主催



指定管理者主催



指定管理者主催



指定管理者主催


