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平成 25 年 5 月 14 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 25 年度 PTA 会長 長 屋 和 宏

平成 26 年度 PTA 会長 山 中 美 穂

学 校 長 土田 十司作

平成 26 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 26 年度吾妻小学校 PTA 総会議事録｣をお届け致します。

平成 26年度吾妻小学校 PTA総会議事録 
日時：平成 26 年 4 月 26 日(土) 13:30～15:00 
場所：吾妻小学校 体育館

＜総会資料の訂正＞ 

・平成 26 年度 PTA 予算案（P19）
支出の部(26 年度予算の列) 
運営費 安全互助会負担金 誤：¥60,000 正：¥30,000 

予算増減 誤：¥-6,120 正：¥-36,120 

委員会・学校活動費 予備費 誤：¥619,666 正：¥649,666 
予算増減 誤：¥129,464 正：¥159,464 

＜総会議事＞ 

●総会の成立確認 

PTA 総会出席者数：246、委任状 218、 計 464 
PTA 会員数：508 (保護者家庭数：475、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：254、委任状を含む出席数：464) 
かつ会員の 3 分の 1 以上の出席者(必要数：169、出席者数：246)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) 

｢吾妻っ子｣という学校便りでお知らせしたのですけれども、今年度は３つの重点ということで、｢言語活動｣、｢Ｉ

ＣＴ｣、｢本物｣をキーワードもとにして今年の教育活動を行っていきたいと思います。

吾妻小の子供たちひとりひとりはとっても力を持っておりますので、子供たち同士の力を、おたがいに意見をぶ

つけあうなどして引き出していこうと考えております。今年は特に保護者のみなさまのお力をお借りして、さま

ざまな講座などを催していきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

●議長団選出 

塚本 一也さんと小澤 智子さんが推薦され、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木村 浩幸、谷川 ゆかりが指名された。

●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 25 年度活動報告(報告者：平成 25 年度会長 長屋) 

総会資料 P2～P13 に基づき、 報告が行われた．

・PTA 活動全体の掌握と調整として運営委員会を 5 回開催、その結果は運営委員会だよりとして周知した。

・各 PTA 連絡協議会の会議、関連行事に参加し、児童達を取り巻く各種の問題に意見交換・討議を行った。

・AZUMA 学園として吾妻中 PTA と積極的な協力と連携を図り、｢小中一貫全国サミット in つくば｣での報告

につながった。

・児童の学習意欲の向上を目的とした活動として｢AZUMA 漢字探検隊｣や体育館の耐震補強工事の現場見学会

などを企画、運営した。

・各委員会の活動はカレンダーに詳細を記載した。

・登下校中の児童の安全確保のため推奨通学路の設定などを行った。なお、児童の送迎にあたり、路上駐車は

絶対にしないでほしい。
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●平成 25 年度活動に関する承認

出席者の多数の拍手により承認された。

●平成 25 年度決算報告および会計監査報告(報告者：平成 25 年度会計 土屋、鈴木教頭、会計監査 嘉藤、藤田) 
総会資料 P14 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。さらに鈴木教頭より環境整備費、児童助成

費、研修助成費について説明および保護者へのお礼があった。

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。

●平成 25 年度活動、平成 25 年度決算および会計監査に関する承認

出席者の拍手多数により承認された。

●PTA 規約の改正について(提案者：平成 25 年度会長 長屋) 
総会資料 P15 に基づき、下記の規約改正案の説明がなされた。

1. 役員選考委員会の任期についての記述（第 5 章第 14 条）を削除。

2. 文化厚生委員会の解散に伴う規約（第 8 章第 17 条第 3 項）、細則の削除。

3. 卒業対策委員会の解散に伴う規約（第 8 章第 17 条の 2 第 2 項）、細則（特別委員会第 3 項）の削除。

（卒対委員会の活動は 6 学年委員に引き継がれる）

●PTA 規約の改正に関する承認

出席者の多数の拍手により承認された。

●平成 26 年度 PTA 本部役員および会計監査選出(提案者：平成 25 年度役員選考委員長 今村) 
平成 26 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 P16 の通り

提案された。

●平成 26 年度 PTA 本部役員および会計監査に関する承認

出席者の多数の拍手により承認された。

●平成 26 年度活動計画案(提案者：平成 26 年度会長 山中、説明者：平成 25 年度会長 長屋) 
総会資料 P17～P18 に基づき平成 26 年度活動計画案の説明がなされた。

●平成 26 年度予算案(提案者：平成 26 年度会長 山中、説明者：平成 25 年度会計 土屋) 
総会資料 P19 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、“安全互助会負担金の減額、委員会定数変更ならびに単価の見直し

に伴う通信補助費の減額、文化厚生委員会の解散に伴う活動費の振り替え、児童数減少に伴う安全委員会活動

費の減少”について説明がなされた。

●質疑応答 

  印刷機リース代、体育推進委員会の予算について 

   平成 25年度決算で 10万円以上の繰り越しとなっているにも関わらず平成26年度でも平成25年度と同様に

12 万円を計上しているのは何故か？ また、体育推進委員会でも平成 25 年度決算では予算に対して決算額

はかなり少ないのは何故か？  

  ⇒（回答：平成 25 年度会長 長屋） 印刷機は耐用年数を超えて使用しており、リース代に保守が含まれない

ためかなり安くなっている。しかしながら、古いものなので年度の途中で故障となった場合に新規のリース

契約を余儀なくされた場合に備えて計上している。体育推進委員会については、自由プールへの対応を考慮

した。25 年度はプールの漏水がひどく、運営委員会で検討し、自由プールは実施しなかった。しかし、ア

ンケートをとったところ、実施して欲しいという要望も多く寄せられたこともあり、26 年度に実施の可能

性も視野に入れて計上した。 

  活動停止となる委員会の活動について 

文化厚生委員会など活動停止する委員会の活動報告を読むと、引き続いて同様の活動ができるように予算の

振り替えが行われている。これらの活動内容はなくさず、他の委員会に振り分けるような予算計上となって

いるのか？ 

  ⇒（回答：平成 25 年度会長 長屋） 基本的にはその通りになっている。文化厚生委員会などは PTA 委員数の

見直し伴い活動を停止する。一方、文化厚生員会の活動費、主に芸術鑑賞会経費として 11万円については、

平成 26 年度も 25 年度と同レベルの活動が行えるように 12 万円を計上している。1 万円の増額は、学年委

員会の活動として、各学年に分割して使えるように 6で割り切れる金額としており、弾力的な対応が取れる

工夫をしている。 

●平成 26 年度活動案、平成 26 年度予算案に関する承認

出席者の多数の拍手を持って承認された。

●その他 PTA 活動に関する質問等
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  夏休みの延長に関するアンケート（平成 25 年度末実施）の集計結果について 

   教育委員会から発表された結果では、特に｢賛成｣｢反対｣を問うようなアンケートではなかったにもかかわら

ず、｢反対｣が 8%との結果だったが、この 8%の分母がアンケート提出者（約 4000 人）ではなく、保護者全

体の数（約 15000 人）となっている。結果を小さく見せようとする恣意的なものなのでは？ と感じた。

また、｢賛成｣についても出すべきだと思う。賛成と反対の数を示すことで結果のとらえ方がかなり異なると

思う。また、アンケートでは、夏休みの｢延長｣であったが、アンケート結果では夏休みの｢変更｣と文言も異

なっているので、教育委員会の文書には注意が必要だと思われる。

  ⇒（回答：土田校長） ご指摘としては、尤もと思われる部分も多分にあるため、保護者からの意見として、

教育委員会に伝えていく。最終的には夏休みは 1 週間前から短縮は可能との通知が教育委員会からあり、吾

妻小学校としては、当該の期間(7月 14 日(月)から 18 日(金))を午前のみの 4時間授業とする予定。この期

間も給食がでるため、午後 2 時頃の下校となる予定。なお、放課後の過ごし方については、児童館とも対応

を協議している。詳細が決定次第、改めてお知らせする。 

  集団登校について

   夏休みなど長期休み明けの 5-7 日間、保護者の立哨とともに集団登校を行っている。これをもっと延長して

ほしい。集団登校により、防犯の効果も期待できる。また、同学年内だけでなく，縦のつながりができ、責

任感の育成にもなるので、検討してほしい。 

  ⇒（回答：土田校長） 安全な通学のためには集団登校は良いと思うが、ご家庭によって事情が異なるので、

一方的にお願いすることはできない。保護者の皆様の間で議論していただき、最終的な判断をしたい。 

   （回答：平成 25 年度会長 長屋） 保護者の皆様のコンセンサスを得てやっていきたい。平成 25 年度は、こ

の意見の取りかかりとも言える、推奨通学路の整備を行った。さらに登校時間の整理をすることで集団登校

に近いものになってくる。まだその過程の段階なので、保護者の皆様のご意見をいただいて安全な登校を実

現させたい。 

   （回答：平成 26 年度会長 山中） 集団登校については他の学校の例などもあり、今すぐに実施というわけ

にはいかないが、今後も考えていきたい。 

以上

（記録：平成 26 年度書記 木村、谷川）

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：2014azumaes.pta@azumaes.sakura.ne.jp 

平成 26 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：5/17(土)、第 2 回：7/5(土) 、第 3 回：9/6(土)、第 4 回：11/15(土)、第 5 回：H27/1/24(土) 
第 6 回：H27/2/28(土)

平成 2６年度 PTA本部役員および会計監査 
会 長 山中 美穂 (1 の 2) 
副 会 長 荻谷 百合子 (6 の 2)、 高沢 俊(2 の 3) 
書 記 木村 浩幸 (3 の 3)、 谷川 ゆかり (3 の 1)  
会 計 伊藤 圭子 (3 の 3,6 の 4)、小笠原 久美子 (5 の 1) 
会計監査 酒井 紀子 (3 の 1, 6 の 3)、住谷 敬子 (3 の 3, 5 の 4)


