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平成 25 年 5 月 7 日 
保護者の皆様 

つくば AZUMA 学園つくば市立吾妻小学校   
平成 24 年度 PTA 会長 塚 本  一 也 
平成 25 年度 PTA 会長 長 屋  和 宏 
学 校 長 土田 十司作 

 

平成 25 年度吾妻小学校 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、活動にご協力を頂き誠に有難うございます。表記につきまして、｢平

成 25 年度吾妻小学校 PTA 総会議事録｣をお届け致します。 
 
平成 25 年度吾妻小学校 PTA 総会議事録 

日時：平成 25 年 4 月 27 日(土) 13:45～15:15 
場所：吾妻小学校 体育館 

 
＜総会資料の訂正＞ 

・平成２５年度 PTA 活動計画案 
P11：安全委員会 

誤) 吾妻まつり開催時に安全活動(注意文書配布、または交通指導・会場巡回)を行う。 
正) 吾妻まつり開催時に安全活動(注意文書配布、または交通指導・会場巡回)を行う。 

(本行を全て削除) 
 
＜総会議事＞ 

●総会の成立確認 

PTA 総会出席者数：260、委任状 226、 計 486 
PTA 会員数：560 (保護者家庭数：527、教職員数：33) 

PTA 規約第 15 条に基づき、委任状を含めた会員の２分の１以上の出席(必要数：280、委任状を含む出席数：486) 
かつ会員の３分の１以上の出席者(必要数：187、出席者数：260)を確認し、総会の成立を確認した。 
●学校からの報告(学校長挨拶より) 

小中一貫教育“つくば AZUMA 学園 つくば市立吾妻小学校”となり 2 年目を迎えました。9 年間を通して未来

に向かいたくましく生きる児童生徒の育成を目指しています。そのために、第一に温かい人間関係の中で安心して

生活すること、第二に自分の興味関心のあることをしっかり主体的に学習すること、この 2 つを通して子どもたち

に活き活きと学んで欲しいと考えています。 
昨年度、いじめに関する問題が滋賀県大津市の事案を始め社会的に大きな問題となったことをうけ、本校では 6

月と 11 月に生活状況に関するアンケートを実施し、いじめもしくはその可能性があると認識される事案の把握を

行いました。その結果、“無視されたり仲間はずれにされたりしたことがある”と答えた児童が約 26%、“気にして

いることや悪口を言われたことがある”と答えた児童が約 25%いました。全ての事案に対して、各担任による追跡

調査およびそれぞれの保護者への連絡などを行い、人間関係の改善に務めています。しかしながら、日々の生活の

中では様々なことが発生するため、今後も気を抜かずにしっかり子どもたちを見つめながら指導にあたっていきた

いと考えています。また、本調査を通じ、保護者の皆様と教職員がしっかりと協力し、信頼しあって子どもの教育

に当たっていくことの大切さを再認識しています。 
吾妻小学校の子ども達は自分の考えをまとめ、表現することが得意であり、この力をさらに伸ばすために友達と

自分の意見を比較して、自分の考えをより深めてもらいたいと考えています。そのため、学習の中で積極的に友達

と意見交換する取り組みを進めています。また、コンピュータを使った ICT 教育の推進も図っています。 
●議長団選出 

山海 直さんと荻谷 百合子さんが推薦され、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前田 太郎さん、柳沢 智子さんが指名された。 

●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 24 年度活動報告(報告者：平成 24 年度会長 塚本) 

総会資料 P1～P3 に基づき、 PTA 活動全体の見直しと組織改正、通学路の安全確保、学校防災連絡会議への

参加、防犯体制の強化、PTA 活動予算の見直し、各委員会の活動、PTA 細則の改正(委員会委員数の削減)に
ついて報告された。 

●平成 24 年度決算報告および会計監査報告(報告者：平成 24 年度会計 矢野、会計監査 木村、川島) 
総会資料 P7 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。特に、年度当初に改定
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運用案を作成し、予算執行を図った点について報告がなされた。 
また、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。 

●質疑応答 

  委員会委員数の推移について 

平成 24 年度に入り児童数が減少したため、PTA 委員会委員数についても対応したとのことであるが、今後も

公務員宿舎の廃止などに伴い児童数が減少することが想定される。一方、その次の段階では新たな住宅などが

建った後に再度児童数が増加することも考えられる。これらを踏まえた委員会委員数の対応について聞きたい。 
⇒ (回答：平成 24 年度会長 塚本) これまでに児童数が増加した場合の対応として、委員会そのものを新設した

事例がある。一子一役に対応するために、委員会および委員数を調整していく必要があるが、その都度 PTA
活動のニーズに対応していく予定である。 

●平成 24 年度活動、平成 24 年度決算および会計監査に関する承認 
出席者の拍手による承認が取られ、過半数の賛成により承認された。 

 
●PTA 規約の改正について(提案者：平成 24 年度会長 塚本) 

総会資料 P9 に基づき、文化厚生委員会を平成 26 年度より廃止する規約改正案の説明がなされた。 
●PTA 規約の改正に関する承認 

出席者の拍手による承認が取られ、過半数の賛成により承認された。 
 
●平成 25 年度 PTA 本部役員および会計監査選出(提案者：平成 24 年度役員選考委員長 福田) 

平成 25 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 P9 の通り提

案された。 
●平成 25 年度 PTA 本部役員および会計監査に関する承認 

出席者の拍手による承認が取られ、過半数の賛成により承認された。 
 
●平成 25 年度活動計画案(提案者：平成 25 年度会長 長屋、説明者：平成 24 年度会長 塚本) 

総会資料 P10～P11 に基づき平成 25 年度活動計画案の説明がなされた。 
●平成 25 年度予算案(提案者：平成 25 年度会長 長屋、説明者：平成 24 年度会計 矢野) 

総会資料 P12 に基づき平成 25 年度予算案の説明がなされた。特に前年度からの変更点として、収入では、“児

童数の減少に伴う会費の減少”、支出では、“交通費の単価の見直し、緊急通報システムの廃止、夏休み自由プ

ールの実施回数の見直しによる支出の減少”について説明がなされた。 
●質疑応答 

  安全面の管理について 

予算を見ると、緊急通報システムと安全委員会の予算が削減されており、学校の安全面にかかわる費用が減少

している様に見受けられる。一方で、平成 24 年度の活動報告では、“今後も学校・PTA・警察との連携を密

にしながら子どもたちの安全を確保していきたい”とされている。この関係について説明頂きたい。 
⇒ (回答：平成 24 年度会長 塚本) 教室での緊急時の対応は、教室のインターホンから職員室に連絡を取ること

としている。これまで契約していた緊急通報システムは、各教室からの連絡を受ける職員室の受信機の横に設

置していたボタンを押すことで民間警備会社に直接通報されるものであった。しかしながら、緊急時には第一

に警察へ通報をすべきという観点から職員室での連絡を見直した。具体的には、職員室の受信機の近くに電話

機を設置し、110 番、つくば駅前交番、つくば中央警察に速やかに通報する体制を構築することで、警察や市

との連携強化を図った。これに伴い緊急通報システムを撤去・解約した。 
また、安全委員会予算については、従来は紙ベース作成していた安全マップを HP ベースのマップに移行した

ためであるが、これは、経費削減を目的として移行したものではなく、危険箇所に関する情報の迅速な共有、

危険箇所そのものをなくすことを目的にとった措置に伴うものである。 
⇒ (質問者によるコメント) 今後、公務員宿舎廃止などに伴い人気の少ない場所も増えてくる可能性がある。安

全の面に関して、これからも十分に配慮した活動を期待する。 
●平成 25 年度活動案、平成 25 年度予算案に関する承認 

出席者の拍手による承認が取られ、過半数の賛成により承認された。 
 
●その他 PTA 活動に関する質問等 
  いじめに関する問題について 

昨年度、いじめに関するアンケート調査などを実施されているが、いじめもしくはその可能性があると認識さ

れる事案の把握はどの程度されているか、また、それらの対応として、保護者などへの連絡はどの様にしてい

るかについて教えて頂きたい。また、アンケート結果などについての情報発信が少ないように見受けられる。 
さらに、いじめは小学校から中学校へとつながっていく側面もあると考えられる。小中一貫教育として

AZUMA 学園を形成している利点を生かし、子ども達が中学校へ上がっていく際には、引き継ぎと情報共有を

十分に図り綿密な連携を取って頂きたい。 
⇒ (回答：平成 24 年度会長 塚本) いじめなどの問題に対して一元的に対応する担当もしくは委員会はないが、

平成 24 年度には、学校保健委員会では講習を実施した。いじめに関する問題は、学校の指導と家庭の指導が
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協力し、一丸となって取り組んで行くべき問題と認識している。 
⇒ (回答：土田校長) いじめに関する問題は、いつでもどこでも起こりうるものとして、常に認識を高いレベル

で持つようにしている。アンケート結果、事案の把握および対応状況については学校からの報告で説明した通

り。昨年度のアンケート結果などについては、情報発信が十分ではなかったと反省しており、今後はもっと情

報発信をして行きたい。 
一方、小中一貫教育の AZUMA 学園として、小学校の情報は中学校にしっかり伝えて行きたい。AZUMA 学

園となってからの改善点として、児童生徒の生活などに関する記録用紙について、これまで小学校 6 年間分を

記載する様式となっていたものを 9 年間分の様式に変更した。これにより小中 9 年間通して情報共有できる

体制となった。また、職員の異動などの際も、情報をきちんと引き継げるよう改善していきたい。 
なお、AZUMA 学園では、いじめは絶対許さないという決意を持って、吾妻小学校、吾妻中学校の全教職員一

丸となって取り組んでいく。 
 
  学校周辺のフェンスおよび生垣について 

学校の周囲にフェンスが作られ、外部からの侵入などに対する安全性は、かなり高まったと思われる。一方、

従来の垣根となっていた生垣の樹木が伸びてきており、逆に隠れ場所などを作ってしまうことを懸念する。ま

た、今後フェンスに枝木が絡み付いて処理し辛くなる可能性も懸念されるため、早い段階で適切な処理をした

ほうがよいと思われる。 
⇒ (回答：平成 25 年度会長 長屋) 学校と相談して対応していきたい。実際の作業としては、平成 25 年度の学年

奉仕作業やおやじの会の協力を得て、剪定などを実施していきたい。 
 
  公務員宿舎の廃止に伴う対応について 
⇒ (報告：平成 24 年度会長 塚本) PTA 総会に先立ち、AZUMA 学園の PTA 関係者(平成 24 年度 吾妻小会長 塚

本、平成 25 年度吾妻中会長 井上、吾妻小会長 長屋)とつくば市教育委員会学務課との懇談を実施し、公務員

宿舎の廃止に伴う対応について状況確認を行った。その結果、公務員宿舎の廃止に伴って転居した児童生徒の

指定学校変更については、各家庭の状況に応じて個別に判断する、との回答を得た。(本資料 P4 に補足説明が

あります。) 
 
  各種ボランティア活動について(総会資料 P8) 
⇒ (報告：平成 24 年度会長 塚本) 吾妻小学校の子ども達の生活および学習環境の維持・向上のために協力頂い

ているボランティアについて紹介するとともに活動概要を説明した。 
風の会：外国人児童に日本語を教えることを目的に 1985 年に有志により設立され、日本語学習のサポート、

教材の作成、学校からの配布物の翻訳、面談の際の通訳などを行っています。 
はっぱのおうち：図書室機能のサポートとして、図書の整備、読み聞かせなど、先生と協力して 10 年ほど前

より活動している。随時協力者を募集しています。 
おやじの会：比較的男性保護者の協力が必要な力仕事系のプール、ほたる池、校庭側溝の清掃などを実施。ま

た、子ども達との交流行事として、防災キャンプ、もちつき大会などを開催しています。 
以上 

(記録：平成 25 年度書記 前田、柳沢) 

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

 
また、PTA 本部への連絡は 

E-mail：2013azumaes.pta@azumaes.sakura.ne.jp 
 
平成 25 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、下記の通りです。 

第 1 回：5/25(土)、第 2 回：6/29(土) 、第 3 回：9/7(土)、第 4 回：11/9(土)、第 5 回：H26/2/22(土) 
 

平成 25 年度 PTA 本部役員および会計監査 
会 長 長屋 和宏 (5 の 2) 
副 会 長 天内 茄容子 (2 の 3)、小沢 恭一郎(3 の 1) 
書 記 前田 太郎 (5 の 3)、柳沢 智子 (6 の 3)  
会 計 土屋 美佐子 (3 の 2, 5 の 3)、徳増 万理 (3 の 3) 
会計監査 嘉藤 智恵子 (3 の 3, 5 の 1)、藤田 伸子 (3 の 2, 5 の 3) 


