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平成２９年４月２８日 
保護者の皆様 

             つくば市立吾妻学園小学校  

平成２８年度 PTA 会長 山 中 美 穂 

平成２９年度 PTA 会長 関 口 哲 郎 

学 校 長 遠 藤 知 昭 

 

平成２９年度吾妻学園小学校 PTA 総会議事録について 

 

日頃より、PTA 活動および学校の行事運営、活動にご協力をいただき誠に有難うございます。表記につきまして、     

｢平成２９年度吾妻学園小学校 PTA 総会議事録｣をお届け致します。 
 

平成２９年度吾妻学園小学校 PTA 総会議事録 
日時：平成２９年４月１５日(土)１４:００～１５:１０ 

場所：吾妻学園小学校 体育館 

 

 

＜総会議事＞ 

●総会の成立確認 

出席者１８０名、委任状１８５通で、計３６５名の出席。 

本年度 PTA 会員数は４５６名（家庭数４２１、教職員３５名）。 

PTA 規約第１５条「総会は委任状を含めた会員の２分の１以上の出席を必要とし、かつ、会員の３分の１以上の出席

者をもって成立する」により、PTA 総会が成立したことを確認した。 
 

●学校からの報告 (遠藤知昭校長 挨拶より) 

「矢口和子校長の後任として今年４月に参りました遠藤知昭と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は吾妻学

園小学校の PTA 総会並びに授業参観に沢山の皆様にお集まりいただき、ありがとうございます。 

いよいよ、平成２９年度の吾妻学園小学校のＰＴＡ活動がスタートしました。本日の総会にあたりまして、準備をされま

した役員の皆様方、ご苦労様でございました。昨年度は、山中美穂会長を中心に、各委員会には積極的に PTA 活動を

展開していただきました。今後も、各学級内や委員会内の連絡を密にし、学級と委員会との縦と横の連携を良く取り合っ

て活動を展開していただきたいと思います。連携でとても重要なのは、学校と家庭との連携だと思います。学校では学習

面での基礎的、基本的な力を身につけると同時に、集団生活をとおして子供の主体性を培っていきます。それに対して、

挨拶や食事の仕方等、基本的な生活習慣を身につけることは家庭の役割ではないかと考えます。こうした基本的な役

割を認識しつつ、不足するところを補っていく、その互いに補い合う場の一つがＰＴＡではないかと思います。 

後に、本校の教育目標について触れさせていただきます。本校の教育目標は"未来に向かい、たくましく生きる児

童の育成"であります。この目標について、私は始業式において子供達に向かって"世界にはばたく吾妻の子"と話して

います。無限の可能性を持つ吾妻学園小学校の子供達は、日本はもとより世界にはばたき活躍することと思います。そ

のような子供達に対する私たち教師の熱い思いを重ねて、このように表現しました。始業式では、子供達に、挨拶の大

切さから「挨拶は"世界にはばたく吾妻の子"のパスポート」と紹介しました。この１年間、子供達のために共に手を携え

て、よりよい吾妻の子を育てていきたいと思いますので、よろしくお願いします。」 
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●議長団選出 

小沢 恭一郎さんと大谷 周さんが推薦され、拍手による賛成多数により承認された。 
また、議長より総会記録者に宮田 征門、山田 憲和が指名された。 

 

●各議案について 

下記のとおり、各議案はすべて承認された。 

 

＝記＝ 

 

●平成２８年度活動報告 (報告者：平成２８年度会長 山中) 
１. 総会資料 P２～P８に基づき、 報告が行われた。 
２．「運営委員会だより」について、紙媒体での配布から PTA ホームページでの掲載・閲覧に完全移行した。 

３．PTA 規約「第2章会員」について、昨年度総会で戴いたご意見をもとに運営委員会で協議し改正案を作成した。 

４．壊れた水槽を取り替え、昇降口に「吾妻水族館」を復活させた。また、運動会、避難訓練、不審者対策や各委員

会の活動等で活用することを目的としてインカムを３台購入した。 

５．吾妻学園小学校 PTA の防災と安全に関する取り組みについて、茨城県 PTA 連絡協議会より平成２８年会長表

彰（団体表彰）を受けた。戴いた表彰状は職員室前に掲示している。 

６．第４８回日本 PTA 関東ブロック研究大会において、「ランドセルは海を越えて（使い終わったランドセルをアフガニ

スタンの子供達に贈る運動）」の活動内容を発表した。この活動に対して、アフガニスタンから感謝の手紙が届い

ている。その他、県や市の PTA 関連団体の行事である「書き損じはがきの回収活動」と「さわやかマナーアップキ

ャンペーン」に協力した。 

● 本件に関する承認： 
出席者の多数の拍手により承認された。 

 

●平成２８年度決算報告および会計監査報告 (報告者：平成２８年度会計 伊藤、栗山教頭、会計監査 土屋) 
１．総会資料 P９に基づき、予算と決算の間で金額が異なる箇所について説明がなされた。 

２．栗山教頭より、環境整備費の支出が予算よりも5万円増になったことについて、昨年11月26日に吾妻学園の研究

発表会を行った際、資料作成や掲示物の整備（大型プリンターを使用）等のために追加で費用が必要になったた

め、運営委員会の承認の下、使用したことが報告された 

３．監査の結果、適正に執行されていることを確認した旨が報告された。 

●本件に関する承認： 
出席者の多数の拍手により承認された。 

 

● 規約の改正案及び細則の改正(提案者：平成２８年度会長 山中) 

１. 吾妻宿舎廃止等に伴い、地区委員会から「地区委員会 細則」における「地域ブロック」の変更に関する提案があ

り、運営委員会において承認された。（総会資料 P１０） 

２．昨年度の総会において、「PTA 規約の第2条と第2条の2によると、保護者の全員が会員であることになりますが、

規則で縛って全員を参加させるのはあまり健全な考えと思いません。また、憲法21条が定める結社の自由と矛盾

します。 規約というものは公明正大であるべきで、そのほうが皆さんの賛同を得られると思います。よってこの規

約は改正すべきであると考えます。その際には、PTA への参加は各人の自由な意思に基づくこと、退会も自由で

あることを明記すべきであると考えます。」という意見があり、運営委員会において協議を行った。本校ＰＴＡが保

護者の自由意思を蔑ろにしてきたということではないが、現行の規約では「保護者＝PTA 会員」と読め、誤解を招

きかねないため、PTA 規約「第２章会員」の改正を提案する。（総会資料 P１１） 
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〇 質疑応答 

• 規約第２条について"本会の会員になることのできる者は（略）"と改正すると、入退会の手続きに関する規約も必

要になるのではないか。 

⇒ 今回の規約改正では、本校 PTA は自由意思に基づく組織であることを明確にして退会の自由を担保することに

留め、入退会に関する手続きの明文化は見送った。（平成２８年度会長 山中） 

• 退会者数を把握して会員数を管理しなければ、総会の定足数の確認ができないのではないか。次年度の定足数

をどのようにして確認するかは未だ決まっていないということか。次年度までに決めるのか。 

⇒ 次年度の運営委員会で議論をしていただく。（平成２８年度会長 山中） 

• 退会が自由になり、PTA に入らなくてもよくなるということは、義務を果たさなくてよくなるということである。義務を

果たさないのであれば、権利はないはずである。PTA に入ることによって、会費を支払ったり、時間を拘束された

りする等、不利益になることもあるが、その分、何かしらのメリットが子供達にあるはずである。そのメリットを非会

員の子供たちが享受する権利はないはず。もし享受するなら、私はそれを許せない。これについて、どのようにお

考えか。 

⇒ 退会者の扱いについては、現時点では明確な結論は得られていない。仰るとおり、皆様、お忙しい中、総会や各

種委員会に出席いただいていることは認識しており、これを踏まえて、今後、退会者の扱い等について整理をして

いかなければいけない。ただし、「児童は全てにおいて平等である」ということをモットーに、子供達にしわ寄せが

こないように、慎重に議論しなければいけないとも考えている。会員・非会員の扱いの差については、お時間をい

ただいて、次年度の運営委員会で議論をしていただくことにしたい。（平成２８年度会長 山中） 

• 私が子供の頃、卒業式において、卒業証書を入れる筒をもらった記憶がある。この筒は PTA の会費で購入され

たものであると思うが、非会員にはこれを配るべきではない。他にもいろいろあると思うので、検討をしていただき

たい。 

⇒ ご意見をありがとうございます。次年度に引き継ぎます。（平成２８年度会長 山中） 

• 今回の改正では、会員資格のみを任意にし、詳細はこれから決めるということであるが、その部分だけが非常に

拙速に進んでいる印象がある。昨年度総会で意見があり、どこからかスタートを切らないといけないということは

理解できるが、本校 PTA がどのようにあるべきかを、どのような場で、どのように話し合っていくのか、そのロード

マップについて運営委員会ではどのような議論があったのか。 

⇒ 運営委員会において規約改正に関する議論をした際、入退会手続きに関する課題があがったのは確かであるが、

入退会の自由を担保するに留め、これ以上の規約改正まではしないという結論に至った。とてもデリケートな部分

であるため問題は未だ沢山あり、PTA 活動が子供達や学校のためのボランティア活動であること、一方で先ほど

ご指摘があったように会員に負担が生じること、この両方の側面から継続して議論しなければいけない。今回の

改正案は、昨年度総会でご指摘をいただいた点について運営委員会で議論した結果であり、まずは任意団体で

あることを明確にしたいと考えている。入退会の手続き等については、今後の課題としたい。（平成２８年度会長 

山中） 

• 継続審議ということは可能か。本部役員の方々の意見や考え方を資料で出すなど、意見交換のプロセスがあっ

た方が良い。 

⇒ 運営委員会において承認が得られた案であるため、本総会では継続審議ではなく、承認か非承認かをご判断い

ただきたい。なお、運営委員会における議論については PTA のホームページに掲載されている。（平成２８年度

会長 山中） 

●本件に関する承認： 
議長より、案に同意をする者は挙手が求められ、８５名が挙手をした。議長への委任状（１８２通）を含

めると、同意をする者は合計２６７名となった。PTA 規約第２１条により、総会の出席者（３６５名）の３

分の２以上（２４４名以上）の同意が得られたため、本件は承認された。  
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●平成２９年度 PTA 本部役員の承認および会計監査の紹介(提案者：平成２８年度役員選考委員長 丹下) 
平成２９年度 PTA 本部役員および会計監査の候補者の選考経緯、選考結果が報告され、総会資料 P１２の通り提

案された。また、運営委員会にて決定された会計監査の紹介を行った。 
●本件に関する承認： 
出席者の多数の拍手により承認された。 

 

●平成２９年度活動計画案(提案者：平成２９年度会長 関口) 
総会資料 P１３～P１４に基づき平成２９年度活動計画案の説明がなされた。 

●本件に関する承認： 
出席者の多数の拍手により承認された。 

 

●平成２９年度予算案(提案者：平成２９年度会長 関口、説明者：平成２８年度会計 伊藤) 
総会資料 P１５に基づき平成２９年度予算案の説明がなされた。会員数の減少により、収入は平成２８年度に比べて

１７万円程度減少となるため、支出も同程度削減した。なお、地区委員会からは CD ラジカセを、安全委員会からは

腕章を購入したいという希望があり、その予算を計上した。環境整備費については、学校からの希望により３万円増

額とし、児童助成費等については２万円減額とした。 

●本件に関する承認： 
出席者の多数の拍手により承認された。 

 

以上（記録：平成２９年度書記 宮田、山田） 

 

 

 

PTA 本部からのお知らせ 
 

吾妻小 PTA では、本部および各種委員会の活動を会員の皆さんに連絡、周知することを目的にホームペー

ジを開設しています。今後随時、各種情報をホームページに掲載していきますので、是非ご覧下さい。 

吾妻小学校ＰＴＡホームページ： http://www.azuma-pta.com/ 

 

また、PTA 本部への連絡は E-mail：2017azumaes.pta@azumaes.sakura.ne.jp 

平成29年度の PTA 活動に関しての審議などを行う運営委員会の開催予定は、次の通りです。 

第1回：5/20(土)、第2回：7/1(土) 、第3回：9/2(土)、第4回：11/11(土)、第5回：H30/2/3(土) 

 

平成29年度 PTA 本部役員および会計監査 

会 長 関口 哲郎 (4-2、1-2) 

副 会 長 内田 太郎 (2-2、5-1)、 郡 純子(2-3、4-1) 

書 記 宮田 征門 (3-1、1-2)、山田 憲和 (2-1、5-2)  

会 計 日置 雅和 (2-2)、田中 津賀子 (3-1) 

会計監査 五十嵐 綾子 (2-1、4-2)、伊東 希(2-2、6-2) 


