
 

第５回実行委員会が、平成２２年２月６日（土）に開かれましたので報告いたします。 

 

1. ＰＴＡ会長挨拶 

今回が第５回目の実行委員会となり、今年度もあと僅かとなりました。保護者の皆様には、今後

とも、御協力をよろしくお願いします。 

 

2. 学校長挨拶 

 先日の新入生説明会では大変お世話になりました。おかげさまで、新入生の人数は予想より増

えて、１５０名前後になりました。それから１年生のスキー学習がありました。心配だった怪我も病

気もなく、雪の中で楽しく過ごせました。若いからか、生徒達の上達が早く、殆ど全員が滑れるよう

になりました。それから１年生、２年生の「生きる力未来講座」では、大変貴重な勉強が出来ました。

３年生は私立の受験が終わったところです。次に県立が控えていますが、昨日付けの新聞をみる

と、公立に人気があるようです。インフルエンザですが、ようやく下火になってきました。７時間授業

が１月で終わりました。ご心配を掛けましたが、このまま行けば良いですね。部活動が殆どできな

い状態でしたので、３月末まで下校時間を１５分延長して、今まで練習できなかった分を補って欲し

いと思います。いつも言っておりますが、先生方は生徒達のために出来ることは何でもやろうと思っ

ておりますので、遠慮無く御相談していただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

3. 報告事項 

 【本部】 

１２／ ４（金） 紫翠祭打ち上げ＠カメリア 

１２／ ５（土） 市Ｐ連役員会＠大穂公民館 

１２／ ７（月） 第４回ＰＴＡだより配付 

１２／１５（火） 市Ｐ連給食センター見学会＠桜給食センター 

 １／２３（土） 市Ｐ連理事会＠谷田部東中 

 １／２５（月） 書き損じはがき回収（締め切り２／１） 

 １／２９（金） 新入生保護者説明会＠吾妻中 

 １／２９（金）、２／１（月）  

 平成２２年度ＰＴＡ委員及び女性ネットワーク委員募集（締め切り２／９（火）） 

 小中２４時間補償配付 

 ２／ ６（土） 第５回吾妻中学校ＰＴＡ実行委員会 

 ２／１０（水） 茨城県青少年育成推進大会＠県文化センター 

 ２／２０（土） 市Ｐ連単Ｐ長会議＠大穂公民館 

 

・女性ネットワーク委員の募集について 

・餅つきの中止について 

 

【第１学年委員会】 

１２／１０（木） ホームページ原稿作成 

 １／ ４（月） 予算、決算について協議 
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 １／２５（月） 予算、決算案決定 

 

【第２学年委員会】 

１２／ ９（水） 第４回学年委員会 開催 

  議題 次年度委員選出について 

           ・保護者向け文書の内容・配付方法の検討 

           ・今後の予定について確認 

１２月中旬   次年度委員選出の保護者向け文書（案）を作成、本部へ提出 

 １／ ６（水） ＨＰこぼれ話原稿提出（１月１０日掲載分） 

 １／２９（金） 次年度委員選出の文書（調査票）の配付準備 

２／ １（月） 次年度委員選出の文書（調査票）の配付（提出期限は２月９日） 
  

【第３学年委員会】 

１／２３（土） 第７回第３学年委員会 開催 

 ・卒業対策について確認 

 ・卒業式について話し合い      

 

【家庭教育委員会】 

１２／１０(木)  第４回家庭教育学級『メディカルアロマテラピー教室』  

    参加者 23 名 

 

【安全委員会】 

・１月下旬に通学路の安全点検を実施。北大通りイーアス方面の交通安全、防犯に注意。 

・安全マップのあり方について、吾妻小ＰＴＡ安全委員会と連絡を取りながら検討中。 

→小学校と中学校で安全マップに対する考え方が異なること、新しい情報はＨＰで対応可

能なこと、広報吾妻の最終ページに安全マップの情報を載せてはどうか、財政に余裕

があることから安全委員会案以上に予算を支出することは可能である、など様々な意

見が出たことから、吾妻小との連携を継続するか否かも含め、安全マップ作成のあり

方について、想定される各方法のメリット・デメリット等をまとめて次回実行委員会で検

討することとなった。また、仮にマップ作成を毎年行わない場合は、安全委員会の仕

事の平準化の観点から、マップ作成を行わない年度に安全委員会が行う仕事（例え

ば「危険箇所のデータを整備する」「マップの有効活用のためにアンケートを実施す

る」など）をまとめ、次年度に申し送ることとなった。 

 
【広報委員会】 

１２／１９（土） 第６回広報委員会 開催 

   ・「吾妻４２号」の記事内容検討 

      ・2 年生職場体験報告 ・体育祭 ・紫翠祭 ・音楽会 ・1 年スキー教室 

   ・その他 

 1／30（土） 第 7 回広報委員会 開催 

     原稿のチェック 

  ページレイアウトの完成 

    印刷会社に入稿 

今後の予定     

  2 月中旬に第 1 回校正、その後 2 回目の校正を経て 2 月下旬から 3 月上旬に発行予定 

 



【役員選考委員会】 

１２／１２（土） 第５回役員選考委員会 開催         

           選出用紙回収、開封、交渉準備 

１２／１９（土） 第６回役員選考委員会 開催         

           交渉の状況報告 

 １／ ９（土） 第７回役員選考委員会 開催         

           最終交渉の結果、全役員決定 

 

【吾妻まつり委員会】 

特になし 

  

【ＰＴＡホームページ(HP)委員会】 

１／２９（金）～２／２（火）  

「HP 委員会２０１０年度サーバーレンタル検討に関する資料」に関してメールベースで議論、

検討 

今年度１月までの「ホームページアクセス状況調査」報告まとめ 

 

4. 協議事項 

     【本部】 

・委員選出に関わる役割分担の確認および PTA 細則変更について 

  →吾妻まつり委員会を専門委員会とする件と合わせ承認された。 

・ＰＴＡ（卒業生及びその家庭）名簿の作成、行事等への参加について 

  →次年度からメーリングリストを整備する方向で検討を開始する旨、了承された。メーリン

グリストの管理をＨＰ委員会（エムディー）にする場合の委託費などの運用面について

も、今後議論してもらうよう、次年度に引き継ぐこととなった。 

【会計】 

来年度予算案の検討（保護者会員数 340、教職員会員数 26 にて算出） 

 →新入生の人数が増える見込みのため、予算案を修正する。 

１． 各委員会の H22 年度予算案は要望書の金額を記載。 

【安全委員会】＋50,000 円。安全マップ作成のための予算。H21 年度に 25,000 円分を積立。 

【ＨＰ委員会】－600 円。事務費（封筒代）を削除。 

【第 2 学年委員会】＋2,000 円。委員数が 2 人多くなるため。 

【第 3 学年委員会】＋12,000 円。他学年と同額の活動費と役員数に応じた予算希望。 

〈参考〉基本額 活動費（30,000 円）＋通信費（1,000 円）×委員数 

     来年度の 3 年生は、委員数 3 人×3 クラス＝9 人の予定という事なので、 

     30,000 円＋1,000 円×９＝39,000 円 

【役員選考委員会】＋3,700 円。役員募集の方式を修正した結果、封筒に大量にスタンプを押

すため、シャチハタの PTA スタンプを購入希望。見積もり 3,675 円。 

２． 「除草時飲み物代」を「除草作業費」に改名、＋5,000 円。予備費より支出している除草用

ゴミ袋、除草時生徒用飲み物・紙コップ代を計上。 

３． 渉外活動費、20,000円。ここ数年支出ゼロだったため、H20年度は予算を立てなかった。

しかし、女性ネットワーク対応のために H21 年度復活。今年度は女性ネットワークへ参

加しなかったため、支出がゼロであったが、次年度は市Ｐ連の東ブロック長となることや、

すでに女性ネットワーク委員の募集を行っており、来年度は活動の可能性があるため計



上。 

４． 記念品、－40,000 円。新 3 年生の人数が現 3 年生より減るため。 

５． 諸費、－30,000 円。負担金、＋80,000 円。合計＋50,000 円。 

茨城県 PTA 安全互助会（茨Ｐ安）の「見舞金」制度が“保険業法”で言う「保険」に該当し

ないことが確認されたため、H22 年度より事業を正常化できることとなった。そのため、

H18 年度より停止していた負担金の徴収を再開。今までの事務費 65 円に加えて会員 1

人当たり 120 円の負担金が加わる。 

負担金の額（65 円＋120 円）×PTＡ会員数    

来年度は 120 円×（保護者 340＋教職員 26）＝43,920 円 増額 

茨Ｐ連・茨Ｐ安への全負担金は (65 円＋120 円)×(保護者 340＋教職員 26)＝67710 円

の予定。 

今まで茨Ｐ連・茨Ｐ安の費用を諸費より支出していた(H21年度は24,570円)が、負担金よ

りの支出とする。「保険」ではなく「見舞金」であること、茨Ｐ連・茨Ｐ安より「負担金の徴

収」と明記されていることなどから、予算項目の負担金より支出することが妥当であると

考える。 

６． 廃草木処理費積立をなくし、廃草木処理費として単年度会計にする。 

  H21 年度、単年度で廃草木を処理することができたため。 
  →廃草木を残置したままでは、安全上・衛生上の問題点が指摘されたため、今年度の

除草作業で発生した廃草木について、剪定した枝木も含め、学校側の委託ですべて
燃えるゴミとして処理することを検討した。業者を通さず、校長先生はじめ先生方の
ご尽力により費用が最低限に抑えられたことから、今後はその方式を継続すること
とする。 

 
 →以上の予算案はすべて承認された。また、繰越金が若干多いことから、市からの予算
   がなかなか下りない学校に使ってもらえるよう、環境整備費を以前の額に戻すか、あ  
   るいは学校に必要な備品を購入するか、学校に一任することとなった。 

 

【役員選考委員会】 

上記報告事項により、選考決定した新役員をご承認下さい 

       →承認された。 

 

5. 本部からの連絡事項 

【会計・書記】 

・総会資料用本年度活動報告・決算報告書および次年度活動計画案の提出について 
 （前年度総会資料参照） 
 

【書記】 

・次年度各委員会委員内定者名簿（第１学年、第２学年委員会→書記へ） 

 

6. 次回実行委員会日程   日時：平成 22 年 3 月 6 日（土）10 時～  場所：吾妻中 会議室 


