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令和３年度 PTA 定期総会のご報告 
 
平素より PTA 活動へのご理解とご協力ありがとうございます。今年度の定期総会は新型コロナウィ

ルス感染症の影響を鑑み、会員各位の安全を第一に考慮いたしました結果、会員が一堂に会する機会を
設けず、書面による開催とさせて頂く運びとなりました。議事承認につきましては、PTA会員の皆様に
予めご提出頂きました委任状兼回答票をもとに行いました。 
以下に、総会にあたり開催に至るまでの経緯、総会での審議の結果をご報告致します。また、委任状

兼回答票を通じて頂いたご意見に対する対応を最後にまとめて記載しております。なお、会員の皆様へ
は総会に先立つ委任状兼回答票のご提出に多くの方にご協力頂けましたこと、この場をお借りして深く
感謝申し上げます。 
 
学校長挨拶（茂在哲司校長先生） 
   吾妻中学校校長の茂在哲司（もざいてつじ）です。本校勤務３年目になります。どうぞよろしくお
願いいたします。  

  さて、令和３年度が始まり４月７日には啓志式が行われました。新７年生８９名を迎えることがで
き、全校生徒２７２名でのスタートとなりました。子供たちには、どのような時代が来ようとも、夢
と希望を掲げ、よりよい社会を創造する吾妻中生としてのプライドをもち頑張ってほしいと思います。 

  本校では、学校教育目標を「未来に向かい、たくましく生きる生徒の育成」としました。未来社会
は、グローバル化の進展や技術革新の進化など変化の激しい時代になります。そして今般のコロナの
影響による「新しい生活様式」に適応しつつ、安心・安全な日常生活を取り戻す努力も続けていかね
ばなりません。このような時代において、子供たちがたくましく、そしてよりよく生きる力を身に付
けるためには、変化に向き合い、他者と協働し課題を解決していく力や学び得た知見や経験から新た
な価値を創造する力など、持続可能な社会の担い手として多様な変化に柔軟に対応できる力が必要に
なります。GIGA スクール構想による１人１台端末を効果的に活用した授業づくりや、教育における
様々な課題と向き合い、予測困難な状況にあっても未来に向かう子供たちとともにたくましく前進し
ていきたいと思います。 

  保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動へのご理解とご協力を賜り誠にありがと
うございます。新型コロナウィルスにつきましては、まだまだ予断を許さない状況であり、感染防止
策をとりながらの学校生活となりますが、こういう状況だからこそ、子供たちのために学校、保護者、
地域で「心の手」をつないで支えあっていくことを大切にしたいと考えています。今後もご理解とご
支援のほどよろしくお願いします。 



 
総会の書面開催に至る経緯 
  PTA 本部といたしましては、（昨年を除く）例年同様に、PTA 会員の皆様にご参集いただき、定期
総会を行う準備をしておりましたが、新型コロナウィルスの感染予防の観点から学校と相談し、近隣
都県における感染状況なども鑑み、書面での開催とすることを決定いたしました。会員の皆様におか
れましても、ご理解いただけますと幸いです。 

  以下にて、総会での審議内容と結果をご報告申し上げます。 
 
日  程：令和３年 4月 1 日（木）～4 月 10 日（土）（委任状兼回答票締切：4月 9 日（金）） 
開催方法：書面にて開催（委任状兼回答票（手紙／Web）による議決） 
総会資料：https://pta.azumajh.net/sokai-2021 / 
委任状兼回答票：お手紙で配布、および https://pta.azumajh.net/sokai-2021-answersheet/ 
 
１）総会の成立 

委任状兼回答票に置いて、「委任」した数が 66 名分、「回答」した数が 124 名分あることが確認
され、計 190 名の出席と見なせることが報告された。PTA規約第 15 条にしたがい、会員数 269 名
（保護者 245 名、教員 24 名）の１/３以上の出席（委任状含む）があることから、総会の成立を確
認した。 

 
２）会長挨拶（令和２年度会長：小沢恭一郎） 
   令和２年度 PTA 会長の小沢です。PTA会員のみなさま、１年間、大変お世話になりました。ま

た、新型コロナへの対応が大変な状況の中、PTA活動にご協力、ご支援いただきまして、まことに
ありがとうございました。 
この１年間を振り返りますと、子供たちが学校に通えないという異例の状況から始まり、修学旅

行やその他のイベントの中止や開催形態の変更など、例年とは大きく異なる状況が続きました。こ
の中で子供たちは、新しい形態での体育祭や紫苑祭を成功させるなど、素晴らしい能力と逆境に負
けない強さを見せてくれたように思います。また、子供たちに対する先生方の粘り強いご指導や強
力なバックアップがあり、保護者として深く感謝しています。保護者のみなさまにおいても、新型
コロナ対応によって変更された様々な PTA 活動に対してご理解、ご協力いただき、ありがとうご
ざいました。 
みなさまのおかげをもちまして、令和２年度の PTA 活動も無事に終了することが出来ました。

新型コロナの収束も見えず、大変な状況が続きますが、今後とも、みなさまの変わらぬご支援を頂
けますよう、よろしくお願いします。 

 
３）議長団選出 
   吾妻中 PTA 会員の秋山英三様、山田憲和様のお二人に議長を依頼し、ご承諾を得て議長団を編

成した。 
 
４）議  事 
  ●第 1 号議案 審議 令和２年度の PTA 活動報告 



総会資料（p.2～6）にて、本部及び各委員会の活動内容を確認。また、総会資料（p.7）にて、PTA
細則の変更を報告（PTAだより No.3での報告を再周知）。 
※学年委員の人数を各学級あたりの制約をとりやめ、学年あたりの総数に変更。 
⇒委任 66、承認 123 の多数をもって承認された。 
 

●第２号議案 審議 令和２年度会計決算報告および会計監査報告 
総会資料（p.8）にて、令和２年度決算報告および令和 2 年 3月 24 日(水)に会計監査を実施、決
算報告通り正確に処理されていることが認められたことを報告。    
⇒委任 66、承認 123の多数をもって承認された。 
 

●第 3 号議案 審議 令和３年度 PTA本部役員及び会計監査選出(案) 
総会資料（p.9）にて、令和３年度本部役員および会計監査の選出について提案。 
⇒委任 66、承認 123 の多数をもって承認された。 

 
新会長挨拶（令和３年度会長：関口哲郎） 
  令和 3 年度 PTA 会長を拝命いたしました関口哲郎と申します。一年間、どうぞよろしくお願いい
たします。昨年度から引き続き、コロナ禍において様々な制限があり、なかなか思うように生活する
のが難しい状況にあります。そのような中でも、昨年度は保護者の皆様が協力して PTA 活動を行っ
ていただけたことに、誠に感謝申し上げます。いろいろなことがリモートになり直接会う機会が減り
つつありますが、人と人とのつながりを大事にし、ほかの人を思いやる気持ち、ほかの人への感謝の
気持ちを十分に伝えていくことが、益々重要になってきていると感じます。そういった思いを大切に
して、保護者の皆様と先生方が一体になって PTA 活動を盛り上げていき、子供たちの教育環境をよ
り良くしていけたらと思います。皆様が活動しやすいように本部としてサポートしていきたいと思い
ますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
●第４号議案 審議 令和３年度 PTA活動計画(案) 
総会資料（p.10）にて、令和３年度の PTA 活動計画を提案。 
※例年通りの計画を立てたが、新型コロナの影響等で予定の活動が実施できない場合は、運営委
員会での承認のもと、活動内容・予算を変更する可能性がある旨、補足。 

⇒委任 66、承認 123 の多数をもって承認された。 
  

●第５号議案 審議 令和３年度 PTA予算(案) 
総会資料（p.11）にて、令和３年度の PTA 予算を提案。 
⇒委任 66、承認 123 の多数をもって承認された。 

 
５）その他 
  特になし 
 
６）議長団解散 
 



総会資料のその他の議事の紹介 
・令和２年度学校援助費決算及び会計監査報告 
 総会資料（p.17）にて、令和２年度学校援助費決算報告および令和 2 年 3 月 22 日(月)に会計監査を
実施、決算報告通り適正に執行されていることが確認されたことを報告。 

 ※新型コロナの影響による部活動等での公式大会の中止により、輸送費補助（大会参加バス代等）の
支出がなかったこと、感染対策費の支出が増加したことを周知。 

 
・令和３年度学校援助費予算(案) 
 総会資料（p.18）にて、令和 3年度の学校援助費の予算案を紹介。 
 ※令和２年度からの多額の繰り越しを利用し、吹奏楽部の楽器（部員に対する楽器の数が不足してい

る）の購入に充て、有効活用する旨を周知。 
 
  



委任状兼回答票にて頂いたご意見への対応について 
 
委任状兼回答票を通してみなさまから頂いたご意見を紹介し、PTA としての対応状況を以下にご説明
致します。なお、下のご意見は原文のままではなく、当報告用に編集させて頂いております。 
 
ご意見：決算報告で環境整備費と研究整備費の内訳を示してほしい。 
対 応：＜PTA本部＞ 

環境整備費は、花壇用花苗（マリーゴールド、サルビア計 500 本）、高枝切チェンソー（校
庭樹木剪定）、散水用ホース、養生テープ、花の殺虫スプレー、花と野菜の土（プランター用
土）等に使用されました。 
研究整備費は、ミシン修理（市の修繕予算 8,000円の補助）、熱中症計 3 台（大型１・壁掛け
２）・ボールガード（熱中症対策）、AVアダプタ 3本（ipad とモニタの接続用・授業で使用）、
ソフトバレー9 個（体育で使用）等に使用されました。 
いずれの費用につきましても、会計監査にて、適正に執行されたことを確認しております。 

 
ご意見：・部活動について 昨年もご意見が出ていたようですが、外部コーチの導入に向けて動いて頂き

たいです。 先生方の負担を減らし、プライベートを充実させることにより、指導の勉強時間
も確保でき、結果として教育の質も向上すると思います。 また保護者としても、ほぼボラン
ティア状態で部活指導をしていただいていると、恐縮してしまいます。 また、外部コーチを
望んでいる方々もいらっしゃると聞いたこともあり、その方たちにとっても、指導の場を得
られて良いのではないかと思います。  

・つくばメディカルセンターの PCR 検査場所について 校門の向かいで PCR 検査が行われて
います。屋外であり、なおかつ通りを挟んでいるとは言え、少々不安を感じます。メディカ
ルセンターからは何か説明やお断りがあったのでしょうか。あれば、お聞きしたいです。 

対 応：・部活動への外部コーチの導入 
＜PTA本部＞ 
ご意見を学校に伝えます。また、PTA としても、学校とご相談の上、つくば市 PTA 連絡
協議会への要望事項として提案する等の対応を進めたいと考えております。 

・つくばメディカルセンターでの PCR検査についての説明 
＜学校＞ 
昨年度６月に学校側からも、市教育委員会を通じて病院側への安全対策を申し入れました。
その後、教育委員会からの現状把握のための訪問、および、病院理事長の学校訪問があり
ました。病院側からは、地域の基幹病院としての検査業務実施にご理解いただきたい旨と、
安全対策（感染防止や交通事故防止等）の徹底の回答がありました。 

 
ご意見：1. 会計について。学校保険安全費で、部活動薬品費等とありますが、具体的にはどのようなも

のですか？  
2. 会費について。月 350 円ですが、年だと 4200 円。別の学区ですが、購入の見直し等を進め
た結果、2000 円まで削減できたという話も聞きました。こういう会費は膨らみがちになりや



すいですから、ペーパーレス化などを進めて、会費を下げることを検討して頂けたらと思い
ました。剰余金も会費の一年分以上貯まっているようですし。先生方にも会費をお願いして
いる？のであれば、益々その負担を減らして欲しいです。 

対 応：1. 学校保険安全費の部活動薬品費等の内容 
＜学校＞ 

      各部活からの要望に基づき、絆創膏、滅菌パッド、湿布、テーピング等を養護教諭が購入
し、各部活で使用してもらっています。絆創膏等は、放課後や土日の部活動や練習試合等
での軽微なケガの時にも使用します。 

      なお、学校保健安全費については、今年度はコロナ対策として、消毒用品薬品を噴霧する
ポンプやビニール手袋、非接触型体温計なども購入させていただきました。 

    2. PTA 会費の検討 
     ＜PTA 本部＞ 

PTA 会費ですが、現在の PTA 活動をする上での必要な経費ですので、活動内容を維持し
た上で会費を下げることは困難です。ペーパーレス化については、数年前までは全員に配
布していた PTAだより（A３両面印刷で 2 枚程度）をホームページ掲載とダイジェスト版
（A４片面印刷）配布にして印刷代・紙代などを削減し、PTA 総会資料も数年前までは 30
ページ前後あったものを 18 ページで抑えるなど、印刷および用紙代の削減に務めており
ます。今後とも、不必要な支出が無いように、検討を続けていきます。 

 
ご意見：PTA 活動の外部委託を希望します。 
対 応：＜PTA本部＞ 

PTA 活動には、保護者の皆様に御参加いただくことで、学校での教育活動にご理解をいただ
くこと、また、保護者間のコミュニケーションを促進につながるという側面があります。外
部委託とすると、その機会がなくなってしまいます。また、PTA活動を外部委託するとなる
と、例えば、書類作成のための PC の整備、通信のためのネット環境整備など、多くの費用
が必要となり、PTA 会費の大幅な増額が不可避で保護者の皆様に大きな負担を強いること
にも成り兼ねません。外部委託も一つの方策だと思いますが、今後、慎重に検討します。 

 
ご意見：18 ページ「令和３年度 学校援助費予算（案）」についてです。昨年度の繰越金が多く、今年

度はかなりの金額になっております。教育活動の充実に活用して頂きたいと思いますが、金額
が大きいため、今年度の決算報告においては、もう少し使途を明確にして頂きたいと存じます。
よろしくお願い致します。 

対 応：<学校> 
     繰越金は予算案資料に示したように有効活用し、令和 3 年度の決算報告においては、使途を

明確にするようにします。 
 
 
 
 
 

PTA ホームページ https://pta.azumajh.net  


