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令和 4 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 PTA 定期総会も、昨年度

に引き続き、新型コロナウイルスの感染予防の観点から書面による開催といたしました。総会に先立

ち、多くの会員の皆様に委任状兼回答票の提出にご協力いただきましたことに心より感謝申し上げま

す。ご提出いただいた委任状兼回答票をもとに議事承認を行いました。以下に、総会での審議の結果

をご報告いたします。また、委任状兼回答票を通じていただ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。 

 

日  程：令和 4 年 4 月 6 日（木）～4 月 16 日（土）（委任状兼回答票締切：4 月 15 日（金）） 

開催方法：書面にて開催（委任状兼回答票（Web／手紙）による議決） 

総会資料：https://pta.azumajh.net/sokai-2022/ 

委任状兼回答票： https://pta.azumajh.net/sokai-2022-answersheet/、およびお手紙で配布 

 

学校⾧挨拶（尾見裕史校⾧先生） 

本年度、つくば市立前野小学校から赴任いたしました、尾見裕史（おみひろし）です。「教職員

の異動には、あるミッションを遂行することが含まれる」ということを耳にしたことがあります。

今回の私の異動には、どのようなミッションがあるのか、模索しながらの 2 週間が過ぎました。 

コロナ禍での 2 年間、学びの当事者である生徒たちは、学校生活にどれほど満足してきたのでしょ

うか。様々な制限があり、授業の中での対話的な活動や、給食の時の笑いのある会食、部活動で仲

間と一緒に作り上げる楽しさなど、経験できずに時間が流れてきました。この制限は、その程度を

変えながらも、今年度も続いていくことが予想されます。学校の役割は、という原点を見つめて、

生徒や保護者の皆さんの満足度を少しでも上げられるよう、学校の教育活動を改善し、工夫し、実

践していきたいと考えています。 

校舎の２階へ上がる階段の手前に、令和３年度生徒会が作成したポスターがあり、そこには C の

３乗である CUBE、Change 変革 Create 創造 Connect 継承 が描かれています。吾妻中の伝統を継承

しつつも、今に合うように変革し、創造していくことを意図しているのでしょう。まさに、今、学

校に求められていることです。そして今年度の生徒会のスローガンは「1」。今年度の生徒会、そし

て学年・学級が、どのような動きを見せてくれるのか、とても楽しみです。 

世の中では「教職員の働き方改革」という言葉がやたら目に付きます。でも学校を取り巻く環境

において変えていかなくてはならないのは、教職員だけでなく、保護者についても同じことです。

生徒の心身ともに健やかな成⾧を支えるというＰＴＡの願いを基盤として、負担軽減をねらい、活



動をスリム化する変革をしていくことも考えていくべき時代であると考えます。 

保護者の皆さんの声を大切に、同じベクトルで進んでいけるＰＴＡにしていきましょう。ご協力

よろしくお願いします。 

 

１）総会の成立 

委任状兼回答票において、議⾧に「委任」した数が 205 名分、各議案に対する賛否を「回答」

した数が 20 名分あることが確認され、計 225 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 281 名の３分の１以上の出席があることから、総会の成立を確認した。 

 

委任状兼回答票の集計結果 

 会員数 委任した数 回答した数 出席者数 

保護者 257 181 20 201 

教職員 24 24 0 24 

総数 281 205 20 225 

・複数回の委任状兼回答票の提出があった場合、最後に提出されたもののみを有効としました。 

・「回答」された方は全員すべての議案に賛成でした。 

 

２）会⾧挨拶（令和 3 年度会⾧：関口哲郎） 

   令和 3 年度 PTA 会⾧の関口です。保護者の皆様には、この一年間、PTA 活動にご理解とご協力

をいただき、本当にありがとうございました。また、役員・委員として活動していただきました

皆様には、この場をお借りして、感謝申し上げます。 

この一年間を振り返りますと、昨年度に引き続き、多くの期間を制限のある中で過ごしてきま

したが、先生方には、子どもたちにとって重要な思い出となる修学旅行、体育祭、紫苑祭などの

大きな行事を、絶妙なタイミングで無事に実施していただけましたことに、保護者として誠に感

謝いたします。また、学校生活中で、子どもたちの自主性を尊重し、陰に陽に励ましていただき、

子どもたちが大きく成⾧することができました。 

PTA としては、活動に制限のなる中で難しい状況にはありましたが、子どもたちの教育環境向

上を目指して、学校に協力できることを模索して活動して参りました。会員の皆様のご協力と励

ましのおかげで、この一年間の活動を無事に終えることができましたことに、厚く御礼申し上げ

ます。この総会をもちまして新体制に移行しますが、引き続き皆様のご支援をいただけますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

３）議⾧団選出 

   吾妻中学校 PTA 会員の小沢恭一郎さん、内田太郎さん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 令和 3 年度 PTA 活動報告 

総会資料（p.2～11）にて、令和 3 年度の本部及び各委員会の活動内容が報告された。 

⇒賛成 225 名（委任状提出者を含む）、反対 0 名であり、過半数の賛成をもって承認された。 

 



●第２号議案 令和３年度会計決算報告及び会計監査報告 

総会資料（p.12～13）にて、令和 3 年度の決算が報告された。また、令和 4 年 3 月 30 日(水)に

会計監査が行われ、決算報告通り正確に処理されていると認められたことが報告された。 

⇒賛成 225 名（委任状提出者を含む）、反対 0 名であり、過半数の賛成をもって承認された。 

 

●第 3 号議案 令和 4 年度 PTA 本部役員及び会計監査選出（案） 

総会資料（p.14）にて、令和 4 年度本部役員及び会計監査の選出について提案された。 

⇒賛成 225 名（委任状提出者を含む）、反対 0 名であり、過半数の賛成をもって承認された。 

 

新会⾧挨拶（令和 4 年度会⾧：宮田征門） 

  令和 4 年度 PTA 会⾧を拝命いたしました宮田征門（みやたまさと）と申します。一年間よろしく

お願いします。 

コロナ禍は未だ終わりが見えない状況ですが、そろそろ少しずつ動き出さなければいけない時期

が来ていると感じています。吾妻中 PTA には本部の他、9 つの委員会がありますが、この 2 年間は

コロナ禍の影響で充分な活動が出来なかったため、コロナ前の状況が分からなくなっている委員会

も多いと思います。ご不明な点が出てくれば、その都度本部にご相談いただければ最大限のサポー

トをいたしますが、その際、単純にコロナ前に戻すのではなく、今の時代に合った活動内容、活動

方法となるように調整していきたいと考えています。この 2 年間の経験により、PTA の活動につい

て皆様様々な気づきを得たと思います。状況を見ながらにはなりますが、PTA 会員である保護者及

び先生方とコミュニケーションする場をなるべく設けますので、より意義があり参加しやすい組織

にするためにはどうすればよいか、皆様のご意見やご要望をお聞かせいただければありがたいです。

一度減速した社会や組織を再始動するには大きなエネルギーが必要ですが、変化を起こせるチャン

スでもあります。無理なく少しずつにはなりますが、少し先の未来を見据えて一年間活動を行って

いきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

●第４号議案 令和 4 年度 PTA 活動計画（案） 

総会資料（p.15）にて、令和 4 年度の PTA 活動計画が提案された。 

⇒賛成 225 名（委任状提出者を含む）、反対 0 名であり、過半数の賛成をもって承認された。 

  

●第５号議案 令和 4 年度 PTA 予算(案) 

総会資料（p.16～17）にて、令和 4 年度の PTA 予算が提案された。 

⇒賛成 225 名（委任状提出者を含む）、反対 0 名であり、過半数の賛成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 3 年度学校援助費決算及び会計監査報告 

 総会資料（p.23）にて、令和 3 年度の決算が報告された。また、令和 4 年 3 月 30 日(水)に会計監査



が行われ、決算報告通り正確に処理されていると認められたことが報告された。 

 

・令和 4 年度学校援助費予算(案) 

 総会資料（p.24）にて、令和 4 年度の学校援助費の予算案が紹介された。 

 

・令和 3 年度吾妻中学校 30 周年記念事業会計報告 

 総会資料（p.25）にて、令和 3 年度に行われた吾妻中学校 30 周年記念事業の決算が報告された。 

  



委任状兼回答票にていただ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いただいたご意見を紹介し、PTA としての対応状況を以下に

ご説明いたします。なお、下のご意見は原文のままではなく、当報告用に編集しております。 

 

ご意見：昨年度、役員選考委員がなかなか決まらず、最終的には学年委員の声掛けなどにより何とか

決められました。この声掛け(勧誘)という仕事の扱いについてしかるべき機会に話し合って

頂きたい事があります。PTA の規約細則では、役員選考委員と学年委員の仕事として、それ

ぞれ、次年度本部役員の選考、次年度委員の選出とあります。はっきり書かれていません

が、これらの仕事には事実上勧誘という仕事が含まれています。この勧誘というのはなかな

か大変な仕事で、私などは全く苦手で役に立ちません。今回は学年委員の中にそれができる

方がいたおかげで何とかなりましたが、いなければ困るところでした。そこで、この勧誘の

仕事についてのガイドラインを作って頂けないかと思います。勧誘の義務の範囲、うまく行

かない場合はどうするか等についてです。どうかよろしくお願いいたします。 

対 応：＜ＰＴＡ本部＞ 

まずは、今年度 PTA 委員の選考に携わっていただき、無事にすべての委員会の委員が決まり

ましたことに、学年委員会をはじめ、ご協力いただきましたすべての方々に感謝いたしま

す。 

委員選考では、例年、定員に満たない委員会の選考にご苦労されております。その際に、委

員歴のない方を中心にお声がけさせていただいているのが、現状です。ご意見にありますよ

うに、この部分がご負担の多いところと認識しております。また、新 7 年生、新 8 年生、新

9 年生の選考がそれぞれ、本部、7 学年委員会、8 学年委員会と担当が分かれていて、統一的

な方法で行えていないところもあります。そのような状況を踏まえて、各学年の選考方法を

共通化し互いに情報共有しながら進めることで、選考に関わる方がやりやすいようにするこ

とを、運営委員会等において検討していきたいと思います。また、各委員会の活動内容・活

動時期、応募から内定にいたるまでのプロセスを分かりやすく会員の皆様に共有していける

ように、検討していきます。全体のプロセスを見直すことで、委員選考を効率的に負担なく

進めて参りたいと思います。 

 

ご意見：PTA の活動および役員負担は極力削減する方向でお願いいたします。不要な活動や不必要な

役員の洗い出し、スリム化を行うことを提案します。 

対 応：＜ＰＴＡ本部＞ 

令和 3 年度の運営委員会での議論の結果、学年委員会の負担軽減を目的として、令和 4 年度

からの奉仕作業時の飲み物配布を取りやめることとしました。また、令和 4 年度では、委員

選考の検討に関連して、各委員会の活動内容や活動時期の現状調査を行っていく予定です。

PTA 活動全般を再点検し、必要に応じて見直しを進めて参ります。学校と保護者が協力し子

どもたちの教育環境をより良くしていくため、会員の皆様が無理なく参加できる PTA を目指

していきたいと考えております。 

 

ご意見：・ コロナで行事がなくなり予備費が積み上がった際に、何かを買うより、PTA 会員に図書カ

ードなどで返すのはどうですか？ 



・ 予備費を活用して備品整備を行うとしたら、以下はどうでしょうか？ 

⮚ 体育館の扇風機 

⮚ 自転車置場が足りていないようで、不足分を整備したら良いと思います。 

⮚ 理科の実験道具が壊れていると聞きます。 

・ テレホンカードの使える公衆電話の設置を希望します。 

対 応：＜ＰＴＡ本部＞ 

・ 予備費が積み上がった際の対応について 

令和 3 年度についてはコロナ禍の影響等で繰越金が増加したため、学校および生徒に対し

て広く全体への還元を目的として、予備費の有効活用を運営委員会で提案し、学校や生徒

からのご要望を中心として、ご意見を伺いながら活用方法を検討いたしました。会員の皆

様への還元(一部返金)も検討いたしましたが、銀行手続に大変な労力が生じるため、やむ

なく断念いたしました。ご提案のように、図書カードなどの物品として還元することは実

施可能と思いますので、今後、同様な状況が生じましたら、選択肢のひとつとして検討し

ていきたいと思います。 

・ 予備費の活用について 

予備費の活用方法として、いろいろなご提案をいただきまして、誠にありがとうございま

す。学校備品の整備については、学校と相談して、まずは市への予算要求を進めて参りた

いと思います。なかなか市から予算が付かないのが現状ではありますので、PTA 予算の状

況にも依りますが、学校および生徒のご意見を聞いた上で、運営委員会で議論しながら、

検討を進めて参りたいと思います。 

対 応：＜学校＞ 

・ 自転車置場の整備について 

現時点で自転車置場に入りきらず、テント下に停めざるを得ない自転車は、常時 15 台ほ

どです。これらを踏まえ、市に引き続き要望していきたいと思います。 

・ テレホンカードの使える公衆電話の設置について 

公衆電話の設置変更にあたっては、別途費用が発生することから、市と対応を協議してい

きたいと思います。 

 


