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令和４年３月吉日
福岡県ＰＴＡ連合会
会 長　松尾　和昭

　陽春のみぎり、会員の皆様には福岡県ＰＴＡ連合会に対しまして、ご理解とご協力を賜
り、誠にありがとうございます。
　また、コロナ禍の中、本年度も“新”家庭教育宣言に多くの皆様にお取り組みいただきま
したことを、重ねて御礼申し上げます。

　さて、家庭教育の重要性を伝えるために実施してまいりました福岡県ＰＴＡ連合会の家
庭教育支援事業「“新”家庭教育宣言」は、本年度で17年目を迎えています。昨年に引き続き
新型コロナウイルスの終わりは見えず、子どもたちの生活様式等は大きく様変わりする中
で、新しい年を迎えました。このような状況に子どもたちも保護者も戸惑いつつ、試行錯
誤しながら前に進む毎日だったことでしょう。しかし、このような時だからこそ改めて家
庭教育の大切さ、必要性を再認識されたのではないでしょうか。
　私たちが長年取り組んでいますこの「“新”家庭教育宣言」は、各単Ｐにアンケートのご協
力を頂き、必要とされる事業内容になるように、委員会を中心に計画されてきました。
例年ですと“新”家庭教育宣言実践報告会を開催し、研修会方式での学びの場がありました
が、今年度もこの新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラインでの発表開催
とさせていただきました。

　今後も皆様方におかれましては、各家庭に於いて家庭教育の重要性をご理解され、取り
組みを行っていただき、『教育の原点は家庭にあり』という基本を私たち大人が再認識す
る良い機会であると共に、家庭内でのコミュニケーションの大切さを実感できる取り組み
としていただきたいと考えております。
　今年度は、本会の基本方針として『時を刻む　学びと交流～子どもたちのために協働的
活動を～』を掲げて活動しています。平成から令和へと時代が移り変わっても、保護者が
子どもを思う気持ちは変わらないと思います。時代の変化を敏感に捉え、様々な機会で私
たち自身が学び、その成果を家庭教育へと繋げていく。このことこそがＰＴＡが社会教育
関係団体であるといわれる所以であります。家庭、学校、地域をつなぐ要となることが求
められつつある昨今、私たち大人の役割は益々重要になってきました。

　今年度、活動の発表を行って頂きました ｢北九州ブロック 遠賀町立広渡小学校ＰＴＡ｣
｢北筑後ブロック 久留米市立良山中学校ＰＴＡ｣ ｢北筑後ブロック 久留米市立南小学校父
母教師会｣の皆様に対し、深く感謝を申し上げます。
　むすびに、本報告会が、皆様が家庭教育を見つめなおす良い機会となりますこと、そし
て何よりも、子どもたちの素晴らしい未来をお祈り申し上げ、主催者のあいさつといたし
ます。

ご あ い さ つ
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～今、子どもたちのために家庭から出来ることを～

令和３年度 “新”家庭教育宣言 実践報告会（録画配信）
開　催　要　項

１　開会行事
　（１）開会のことば
　（２）挨　　拶 福岡県PTA連合会　会長　松尾　和昭
２　“新”家庭教育宣言 事業説明・アンケート結果報告

福岡県PTA連合会　家庭教育委員会
３　講　　演 
　　　演　題：「うまれてきてくれて　ありがとう」
　　　講　師：学校心理士スーパーバイザー、久留米市立上津小学校養護教諭
 今

いまむら

村　寿
ひさ こ

子　先生
４　実践報告
　（１）報　告

① 早寝・早起き・朝ごはん　チャレンジカードで学力アップ
〔北九州ブロック〕遠賀町立広渡小学校ＰＴＡ

② 良山中校区スローメディア運動の推進 ～人とのふれあいを大切にするために～
〔北筑後ブロック〕久留米市立良山中学校ＰＴＡ

③ 家庭で困っていることを改善しよう！～ほめほめプロジェクト～
〔北筑後ブロック〕久留米市立南小学校父母教師会

　（２）講　評 
 福岡県教育庁教育振興部社会教育課　主幹社会教育主事　佐藤　栄一
５　閉会行事 
　（１）閉会のことば

○ 趣　　旨　： 　本会では「家庭の教育力向上」を目指して、平成17年度から『“新”家庭教育宣言』に取り組
んで、本年度で17年目を迎えます。

　 　　　　　　 　昨年から変化した生活様式によって、家庭内での生活が増え、家庭内での親子関係につい
ても新たな気付きを生み、家庭教育について考える大切な機会となっています。

　 　　　　　　 　子どもたちの基本的生活習慣の向上を家庭・学校・地域が一体となって、この取り組みの
更なる深化と充実を図り、継続する事で家庭内の子育て力をアップし、子どもたちに素晴ら
しい未来を築いてほしいというおとなの願いと共に、下記のとおり報告会を開催します。

○ 配信期間　：　令和４年３月上旬～

○ 配信方法　：　福岡県ＰＴＡ連合会ホームページから録画配信

○ 主　　催　：　福岡県ＰＴＡ連合会　　福岡県教育委員会

○ 視聴対象　：　福岡県ＰＴＡ連合会会員

○ 日程及び内容

※  この研修会の運営については、福岡県ＰＴＡ連合会「小中学生総合保障制度」「ＰＴＡ活動
災害保障制度」の集金事務手数料の一部を活用しています。
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家庭での子育て力を高めよう家庭での子育て力を高めよう
〈家庭応援サイクル〉

Step upStep up

“新”家庭教育宣言とは

　福岡県PTA連合会では「家庭での子育て力向上」を目指して、平成17年度よ
り『“新”家庭教育宣言』を行っております。この事業は、家庭において親子で
相談しながら努力目標を宣言し、その実現に向けて家族ぐるみで取り組むもの
です。
　この事業・実践の継続により、家庭内での親子の関わり方など、新たな気づ
きを生み出すきっかけづくりになったと感じています。
　福岡県PTA連合会としては、各単位PTAでのニーズに合わせて取り組む、こ
のような活動を最優先事項と考え、今後もこの事業の更なる充実を図って参り
ます。

親子で話そう親子で話そう

親子で取り組もう親子で取り組もう

目標の設定目標の設定結果を確認結果を確認

－3－



“新”家庭教育宣言 取り組み推進方法・

② 全学年を対象に、児童生徒の実態や課題に即した実施要領（取り組み
事項）を策定し、それに基づいた事業を計画的に推進しましょう。
　（必要な場合は推進活動費の申請）

③ 令和４年度の取組方法や推進活動費の応募方法等、内容に関する詳
細については、各学校に発送（５月頃）します“新”家庭教育宣言実
施要項及び福岡県ＰＴＡ連合会ホームページにて６月に配信予定の
“新”家庭教育宣言動画説明をご覧ください。

① 各単位PTAにおいて、PTA会員ひとりひとりの理解を深めて頂ける
ように、家庭教育の重要性並びに、“新”家庭教育宣言の趣旨、具体
的な取り組み方法についての説明文を配付したり、学校内での集会
等の機会を活用して説明したり、周知を図りましょう。

１．単位PTAでの取り組み方法・推進方法について
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※ スケジュール及び内容に関しては、変更をする場合がございます。
　 詳細は、各学校に発送（５月頃）します“新”家庭教育宣言実施要項をご確認ください。
※  推進活動費を受け取られた単位PTAの中から、実践報告会での発表をお願いしております。県P
家庭教育委員会で選考の上、該当校にご連絡いたしますので、ご協力をお願い致します。

（７月上旬）　推進活動費応募届を提出❸

（８月上旬）　決定通知発送→振込❹

（８月上旬）　各単位PTA取組実施❺
（１月上旬）　 報告書・決算書・

保護者用アンケートの提出❻

（２月中旬）　取組結果報告❼

推 進 活 動 費

（６月上旬）　“新”家庭教育宣言説明会（動画配信）❶
（７月上旬）　“新”家庭教育宣言　活動届提出　※全ての単位PTA提出❷

“新”家庭教育宣言 実践報告会　（令和５年２月開催予定）

各単位PTA
取組実施❸

（２月中旬）
取組結果報告❹

活動費の助成についてのスケジュール
２．スケジュール

希望しない

活動費の助成についてのスケジュール

希望する
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家庭での
挨拶運動

●ありがとうを言おう
　（１日○人の人に言おう）
●親子でハイタッチ
●大きな声であいさつをしよう

家庭での
コミュニ
ケーション

●親子のコミュニケーションの時間を増やそう
●スマホ「夜 10時OFF」
●今日あった出来事（学校や友達）を話そう
●親子で読書、親子でスポーツ
●親子で決めよう、我が家のルール

家庭での
食　　育

●親子で料理
　（料理のお手伝いを１つしよう）
●お弁当の日
●色の野菜を食べよう

家庭での
学　　習

●宿題をしよう
　（家族に確認してもらおう）
●自学をしよう
●音読をしよう
●時間を決めて勉強しよう

家庭での
基本的
生活習慣

●ノーテレビ・ノーメディア・ノーゲーム
　（○時～○時まで見ない）
●言葉遣いに気を付けよう
●おうちのお手伝いや仕事をしよう
●早寝、早起、朝ごはん

３．家庭での目標づくりの例
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うちのＰＴＡは“新”家庭教育宣言に
取り組んでいるのかしら？

早寝・早起き・朝ごはんの
取り組みを行っている？

家庭でスマホのルールを
親子で決めるようにしている？

家庭・地域内での
あいさつ運動を行っている？

こどもの家庭学習を
親が確認するようにしている？

家読を勧めて
親子で内容を話す機会がある？

親子で作る
お弁当の日がある？

PTA活動・学校行事に向けて
親子が協力して事前準備を

行っている？

その他、
家庭内での教育力の向上、
親子のコミュニケーションを
活性化する取り組みを
行っている？

No

がんばりましょう

START Yes
Yes
No

もうすでにもうすでに
あなたのＰＴＡはあなたのＰＴＡは

“新”家庭教育宣言“新”家庭教育宣言にに
取り組んでいる!!取り組んでいる!!活動内容がマッチするか

わからない場合は、お問い合わせください

４．取り組み確認用フローチャート
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５．令和３年度“新”家庭教育宣言事業報告

福岡県PTA連合会

家庭教育委員会

（1）　取り組み概況

（2）　アンケート結果報告

（3）　推進活動費を受給した単位PTAの紹介
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令和３年度 “新”家庭教育宣言の取り組み概況
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87
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27.4%
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16.0%
11.3%

0.9%

(32 )
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(8 )

(17 )

(12 )

(1 )

令和３年度  “新” 家庭教育宣言 アンケート結果報告
（対象：推進活動費を受給した単位ＰＴＡ）
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令和３年度 “新”家庭教育宣言  取り組み内容一覧令和３年度 “新”家庭教育宣言  取り組み内容一覧
（推進活動費を受給した47単位PTA）（推進活動費を受給した47単位PTA）

【福岡ブロック】
市町村立 学校名 実施項目・テーマ

福津市
福間南小 夏休み☆親子で生活習慣チャレンジ

福間東中 家庭と学校で取り組むシトラスリボンプロジェクト

糟屋郡
宇美町 井野小 いろんなおにぎりを作ろう

志免町 志免西小 児童の基本的な生活習慣を見つめ直し、よりしっかり身に着けて行く為に、学
校と家庭で一緒に取り組む

古賀市
小野小 「歩いて登校・遅刻０・あいさつ運動」

花見小 非常用持ち出し袋づくり

春日市 春日小
・かすがっ子チャレンジ週間
　 「メディアの使い方を考えて、しっかり睡眠をとろう」「チャレンジカードに取り組もう」
・親子お弁当の日

糸島市 長糸小 親子で本に親しもう～家読の取組～

【北筑後ブロック】
市町村立 学校名 実施項目・テーマ

朝倉市 杷木小 返事、挨拶、お手伝い！！

久留米市

犬塚小 「わかる・できる」を目指して
～家庭学習がんばり週間の取り組みとチャレンジタイム～

江上小 生活習慣定着プロジェクト
～鍛えよう　ほめよう　江上っ子　４つのチャレンジ～

上津小 自分からすすんで学ぼう～かみつっ子家庭学習チャレンジ～

南小 家庭で困っていることを改善しよう

良山中 スローメディア運動の推進

【南筑後ブロック】
市町村立 学校名 実施項目・テーマ

大川市
宮前小 「明るい声で 元気いっぱい 自分から挨拶　宮前っ子」

道海島小 インターネットは家庭のルールを守って使おう

柳川市

六合小 六合チャレンジ

城内小 家庭学習強化週間・うち読の取組

豊原小 「スマイルチャレンジ活動」

東宮永小 絆…学校・家庭・地域が互いに絆を深め、子どもたちに輝く未来を

大牟田市

白川小 早寝・早起き・朝ご飯週間

みなと小 あいさつ運動～明るいあいさつみんなの笑顔プロジェクト～

羽山台小 「親子の絆を深めよう」
挨拶運動、お弁当の日、いのちの大切さを学ぶ取組 親子で考える命の大切さ

銀水小 子どもたちの笑顔のために
～コロナ禍での子どもたちの安心と安全を第一にした取組をやれることから～

手鎌小 地域見守り挨拶運動

駛馬小 心身の健やかな成長に不可欠な「食」および「生活リズム」を整える活動

宮原中 コロナ禍だからこそ「人と人とのふれあい」を！
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【北九州ブロック】
市町村立 学校名 実施項目・テーマ

遠賀郡

芦屋町 芦屋東小 令和３年度版 芦屋東「早寝・早起き・朝ごはんと家学で学力アップだ」 大作戦

水巻町 水巻中 食育で元気な子どもを育てよう2021

遠賀町 広渡小 「早寝・早起き・朝ごはん チャレンジカードで学力アップ」

【筑豊ブロック】
市町村立 学校名 実施項目・テーマ

田川郡
福智町 市場小 「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進の取組

大任町 大任小 「基本的生活習慣を身に付けて、グーンと学力アップ！」

田川市 金川中 家庭学習強化週間の取組

嘉穂郡 桂川町
桂川小 早寝・早起き・朝ごはん

桂川中 「鍛えて・ほめて・表彰！～学力・自尊感情を高めるために～」

飯塚市

八木山小 「地域に学び、協働的活動を通して、育つ八木山っ子！」

菰田小 早寝・早起き・朝ごはん＋ノーメディア

椋本小 家族みんなの合言葉・早寝・早起き・朝ごはん

筑穂中 早寝・早起き・朝ごはん、メディア時間を減らそう

【京築ブロック】
市町村立 学校名 実施項目・テーマ

京都郡

苅田町
南原小 家庭で話そう　つくろう　親子の時間

～親子で一緒に調べよう！活用力アップノートの取り組み～

馬場小 親子で話そう　一緒に学ぼう　馬場学でつくる親子の時間
馬場学ノートの取組を通して

みやこ町
勝山中 ノーメディアチャレンジ

犀川小 新しい学校をみんなで創ろう
～できる人が、できることを～

豊前市
角田小 鍛えてほめて伸びる角田っ子の育成

宇島小 減メディアチャレンジ

築上郡
上毛町 南吉富小 早寝・早起き・黄赤緑の朝ご飯

築上町 椎田中 ノーテレビ・ノーゲーム・ノースマホ～NNNチャレンジ～
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講　　演

演　題：「うまれてきてくれてありがとう」

講　師：　学校心理士スーパーバイザー
久留米市立上津小学校 養護教諭

今
いまむら

村　寿
ひさこ

子 先生
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早寝・早起き・朝ごはん
チャレンジカードで学力アップ

【北九州ブロック】

遠賀町立広渡小学校ＰＴＡ

令和３年度
“新”家庭教育宣言 実践報告１





令和３年度“新”家庭教育宣⾔実践報告

早寝・早起き・朝ごはん
チャレンジカードで学力アップ

遠賀町立広渡小学校ＰＴＡ
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良山中校区スローメディア運動の推進
～人とのふれあいを大切にするために～

【北筑後ブロック】

久留米市立良山中学校ＰＴＡ

令和３年度
“新”家庭教育宣言 実践報告２





令和３年度“新”家庭教育宣⾔実践報告

良山中校区スローメディア運動の推進

久留米市立良山中学校ＰＴＡ

～人とのふれあいを大切にするために～

－21－



－22－



－23－



－24－



－25－



－26－



家庭で困っていることを改善しよう！

～ほめほめプロジェクト～

【北筑後ブロック】

久留米市立南小学校父母教師会

令和３年度
“新”家庭教育宣言 実践報告３





令和３年度“新”家庭教育宣⾔実践報告

家庭で困っていることを改善しよう！

久留米市立南小学校父母教師会

～ほめほめプロジェクト～
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福岡県ＰＴＡ連合会の
保障制度について

保障制度事務局 株式会社コーリン

家庭教育支援事業“新”家庭教育宣言の運営については、福岡県PTA連合会
「小中学生総合保障制度」「PTA活動災害保障制度」の集金事務手数料の一部
を活用しています





福福岡県県ＰＰＴＡ連連合会会  
保障制度（保険事業）についてのご説明 

Ⅰ. 小・中学生総合保障制度 Ⅱ. PTA 活動災害保障制度 
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通学路や学区内の
危険な場所の情報共有で

事故の
未然防止に！

学校安全ニュース

2018年3月版

こどもたちを事故のリスクから守る

通学路の点検や
より安全な通学路の設定、
交通安全教育にお役立て

いただけます!

安全な通学路で

みんな“安心”

はこちらから！

お知らせ！
の

https://www-511.aig.co.jp/p/anzenmap/

※（公財）交通事故総合分析センターより提供された3年分の事故情報

地図に表記▶
されている投稿
はイメージです。

P C 用

https://www-511.aig.co.jp/smt/anzenmap/スマホ用

スマホ
で

今すぐ
チェック

！

でできること

住所、駅の名前、現在地から検索、あらゆる
地点の地図が閲覧できます
過去に発生した交通事故
情報※

を確認できます
事故多発エリア
（こども死傷者数0人）

学校

事故多発エリア
（こども死傷者数3人以上）

事故多発エリア
（こども死傷者数2人）

事故多発エリア
（こども死傷者数1人）

過去の事故
や

投稿された
危険情報を

保護者の皆
さんが閲覧

できます！

スマ
ート
フォン

やパソコンで

福岡県PTA連合会
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■ お問合せ先

■けが人を助けましょう ■相手方の連絡先を確認
しましょう

■損害賠償に関する約束を
その場でするのはやめましょう

■警察と保険会社へ
連絡しましょう

■ご両親・ご家族に
電話しましょう

自転車で相手方にけがをさせて
しまったり、自分がけがをした
場合には、まわりの大人に助け
を求め救急車を呼ぶなど、けが
人を助けましょう。

けが人がいたり相手方の自転車
や持ち物を壊してしまった時に
は、ご両親から相手方に連絡をする必要がある場合が
ありますので、必ずご両親・ご家族に電話しましょう。

保険に加入している場合には、できるだけ
早く保険会社に事故報告をしましょう。

相手方への賠償に関するお話（示談交渉）は、弁護士や保険会社に
相談するなど十分に状況を確認のうえ行いましょう。

児童・生徒のみなさまへ 保護者のみなさまへ

提供：

PTA・学校が「あんぜんmyマップ」に投稿できます！
□交通事故が発生しそうな場所
□日常生活で思わず危ないと思った地点
□こどもが危険を感じたときに駆け込める場所（こども110番）など

　　　をご活用いただき
こどもたちの安全のためにＰＴＡ・学校・ご家庭が一体となって

活動の輪を広げていきましょう。

もし！ 自転車事故にあったら

4A6-561

道路の見通しが悪い 危ないと感じる交差点 その他の危険 こども110番

はこちらから！はこちらから！

https://www-511.aig.co.jp/p/anzenmap/P C 用

https://www-511.aig.co.jp/smt/anzenmap/スマホ用

スマホ
で

今すぐ
チェック

！

当サービスは、予告なく変更・中止
となる場合があります。

株式会社コーリン（福岡県PTA連合会 保障制度事務局）
〒810-0022 福岡市中央区薬院4-3-5 セレス薬院5F
通話料無料 0120-228-553　TEL(092)525-6002

受付時間／平日 AM9：00 ～ PM5：00　　https://www.pta-corin.com/
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