2021 年度

第 3 回実行委員会議事録
日時

令和 3 年 6 月 12 日（土）11:00～11:57

場所

Zoom 会議

作成人

坂口

忍（庶務）

１．会長挨拶
・スポーツフェスティバルの撮影及び動画・写真の公開に関する調整を実施した。撮
影及び公開準備について、特に広報委員の方にご尽力いただき感謝申し上げる
・新型コロナウイルス感染症対策として光触媒コーティング施工を実施することとな
り、消毒作業のボランティアを募集している
２．校長先生挨拶
・スポーツフェスティバルにおいて、広報委員の方においては動画・写真の撮影に協
力いただき感謝申し上げる
・ 6 月 7 日（月）から茨城県の新型コロナウイルス感染症対策の指標であるステージ
が３から２に下がった。これにより、茨城県、県南、つくば市の総合体育大会は予
定どおり実施することで計画が進んでいる。
・ 6 月 17 日（木）～19 日（土）のつくば市総合体育大会に向けた練習が進んでいると
ころである
・競技によっては観戦に人数制限が設けられるが、9 年生の保護者に限り観戦可能であ
る。詳細は顧問へ問い合わせていただきたい
・９年生の修学旅行は、７月 13 日（火）～15 日（木）に行先を京都から宮城・岩手方
面へ変更し、移動はクラス単位でバスを利用する等、感染症対策をして直近の状況
を確認の上実施する
３．出席者並びに資料の確認
参加者：菊地校長、内藤教頭、池邊教務主任、本部 7 名、各委員会 15 名、合計 25 名
配布資料：（資料 1）前回実行委員会議事録
（資料 2）各委員会活動報告
（資料 2-1）第 3 回実行委員会活動報告 広報委員（補足）
４．議事録作成人並びに議事録署名人の指名
議事録作成人：坂口、署名人：7 学年委員とホームページ委員から 1 名ずつ
５．前回議事録確認→承認
６．審議事項無し
７．協議事項無し
８．討議事項無し
９．報告確認依頼事項
【学校より】

＜報告＞
①光触媒施工の実施：内藤教頭
・ 6 月 26 日（土）、27 日（日）に光触媒コーティング施工を実施予定
②７月の行事予定：池邊教務主任
・ 7 月 7 日（水）、8 日（木）に 1 学期の期末試験を予定している
・７月 13 日（火）～15 日（木）に９年生の修学旅行を予定している
③現時点での創明祭、音楽祭の計画：内藤教頭
・創明祭では、9 月 10 日（金）にクラス発表と屋外のステージ発表を計画している。
保護者、外部からは人を呼ばずに実施することを計画している
・音楽祭では、11 月 2 日（火）に体育館において第 1 部は生徒による合唱、第 2 部は
大洗高校マーチングバンドを招いて音楽鑑賞を計画している。保護者、外部からは
人を呼ばずに実施することを計画している
④その他：なし
【ＰＴＡ本部より】
①光触媒施工の実施及び事前の消毒作業支援のお願い：林会長
・ 6 月 26 日（土）、27 日（日）に光触媒コーティング施工を実施予定
・施工前の消毒作業を 26 日（土）午前（9：00-12：00）に予定し、これを PTA で支援
するため作業ボランティアを募集している。先日のメールでのお知らせをご確認い
ただき、参加できる方はご参加いただきたい
②本部活動報告及び各委員会活動報告（資料 2）（特記以外は資料のとおり）
・（本部）光触媒コーティング施工前の消毒作業の日程確認と、消毒作業のボランテ
ィア募集を開始した
スポーツフェスティバルの動画・写真の取扱いについてポリシー調整（公開
の考え方についての整理）等を行い、学校、広報委員の支援を行った
創明祭支援についてどのような支援ができるか内容も含め検討を進めたい
・（広報）広報誌発行の際の最終版とホームページ委員への依頼のタイミングを今後
確認する
・（保健校外）光触媒コーティング施工に伴い、従来の消毒ボランティア募集の活動
はなくなった
校外安全協議会の活動については、昨年度はコロナ禍の影響で中止となった
が、学校側では今年度は活動可能と考えている（内藤教頭）
→出席メンバー、日程等は保健校外委員が主体で検討していくこととする
・（ホームページ）広報委員からの広報誌やスポーツフェスティバルの動画のアップ
ロードを随時行う
・（家庭教育学級）動画視聴の電子申請申込期間 6 月 8 日～6 月 22 日で申込んだもの
は 7 月 2 日～7 月 29 日が視聴期間となっているので注意願う
・（女性ネットワーク）前回実行委員会後、内藤教頭よりつくば市 P 連の年間行事予
定を送付いただき、市、県の研修会予定を確認し、出席者を決めていると

ころ
6 月の市の委員会、県の研修会はどちらもオンライン開催となり、それぞれ
2 名ずつ参加予定
つくば市女性ネットワーク委員会の存在意義等を話し合っていくことにな
っており、事前アンケートが行われる模様。アンケートの内容によっては
本部に意見を聞くことがあるかもしれないのでご承知おき願いたい
市 P 連予定表に記載がある 6 月 19 日の県南女性ネットワーク委員会につい
て、出欠の可否については手代木中の事務局に学校側で確認し連絡をもら
うこととなった
・（8 学年）6 月 25 日の授業参観後の懇談会は行われないため、学校側に確認し授業
参観補助はなくなった
・（9 学年）メーリングリストのメールアドレス変更は、直接ホームページ委員に依頼
して変更していただきたい（林会長）
・（加星(広報)）（資料 2-1）第 3 回実行委員会活動報告 広報委員（補足）について
（資料 2-1）に基づき、スポーツフェスティバルの広報活動に関する以下の内容
について説明があった
補足 1

スポーツフェスティバル報告

補足 2

広報誌の印刷に関して

補足 3

スポーツフェスティバルの動画に関して

本説明に対し、林会長から以下の回答があった。
・スポーツフェスティバルの広報活動に関して、本来 PTA 全体で組織的に対応
すべき事象であったが、広報委員の方に主体的に対応していただいたことに
感謝申し上げる。後から聞いた話しではあったが、結果的に後手に回ってし
まい申し訳なかった。
・今回はコロナ禍でスポーツフェスティバルに保護者が観覧できない状況で、
その様子をできるだけ多くの保護者へお伝えしたいという学校のご厚意で始
まった話である。コロナ禍が続く中で、今後の同様の事象に対しどのように
対処していくかは改めて考えていきたい。
・本件については概ね対応策が決まって進行しているため、引き続き現在準備
している体制で進めていく。
・広報誌での生徒の写真掲載に関して生徒から掲載許可を得ていない件につい
ては、掲載の可否の確認を得るため、来週を目途に PTA として全保護者に緊
急連絡メールを使って確認する。
・生徒が写っている動画又は写真の取り扱いについては、学校に確認を行い、
データのダウンロードは出来ない形での公開を原則とした。
・これに従い、写真についてはデータのダウンロードは出来ない方法を検討し、
写真販売システムのプラットフォームを使用するのが妥当と判断した。結果
として、購入した写真が紙媒体として保護者のお手元に届くことになるが、
これに関してはリスクとして許容することで合意をしていただいているとい

う認識である。広報委員の方に撮っていただいた大量の写真はこのような形
で公開することで対応していく。
・写真のホームページへの公開については、誰もが見ることができる通常のホ
ームページへの公開と、パスワードで制限された限定公開の特設ページでの
公開と２種類ある。
・通常のホームページでは、後ろ姿や個人がわからないような形の写真を掲載
するということであり、これについては問題はない。
・限定公開の特設ページに掲載する写真は、どのような写真をどういった形で
公開するのか、具体的にできた物を見ながら学校にも協議することになる。
できた物を見た上で今後の対応を詰めていくこととする。
③選出委員会参加者の選定について：横張副会長
・前回実行委員会で募集している選出委員会について、各専門委員会から各 1 名、各
学年委員会から各 2 名の選出委員への参加をお願いしている。まだ回答していない
委員会は早めに回答いただきたい。
④活動費の受け渡しについて：江口（会計）
・各委員会活動費の各委員への引き渡しについて、6 月 25 日（金）の授業参観時と 26
日（土）午前の光触媒消毒作業時を予定している。この二日で渡せない場合は 6 月
28 日（月）以降に、学校の先生を介して各委員へ渡すこととなる。詳細については
会計からメールで連絡する。
⑤各学年委員／専門委員の会計・書記担当について：渡邉副会長
・総会実施時点では、その委員会の中での会計・書記が決まっていないところがいく
つかある状況であった。
・特に会計については、本部の会計とのやり取りがあるので、担当を決めていただい
て本部へ連絡をいただきたい。
・本件についてはリスト化して整理しておくこととする。
⑥その他
・（近藤（女性ネットワーク））⑤各学年委員／専門委員の会計・書記担当について、
女性ネットワーク委員会では委員会内で記録する役割がないため書記担当を決めて
いない。今後、本部の書記担当とやり取りする窓口として書記担当を決めておくこ
とで検討する。
→（林会長）実務上、書記の役割を各自分担して実施しているなら問題はない。本
部との窓口として書記担当を決めておいていただけるのならありがたい。委員長が
兼務でもよい。
・（江口（会計））ホームページ委員の活動費について、昨年度は現金での受け渡し
は無く、さくらインターネットの経費は本部の方で支払っていた。今回は（ホーム
ページ委員の枠で）予算が組まれているため、活動費として受け渡すこととする。
・（加星（広報））今後の行事の撮影については PTA 全体で対応を考えていくと先ほ
どあったが、学校から本部へ連絡が入ってから対応するという認識でよいか。
→（内藤教頭）今後の行事としては創明祭と音楽祭がある。（その様子を保護者へ）

どのように伝えていくか、PTA 本部と検討しながら進めたい。
→（林会長）撮影等の体制については、今後も広報委員に中心的役割を期待するが、
人の募集や技術的支援等については、本部から全 PTA へ依頼して進めるような体制
を整えていきたい。
⑦次回開催日の確認
第 4 回役員会
日時：2021/7/10（土）11:00～

／

場所：Zoom 会議（別途周知）

配布資料一覧
（資料 1）前回実行委員会議事録(1_資料 1_2021 年度第 2 回実行委員会議事録.pdf)
（資料 2）各委員会活動報告(2_資料 2_2021 年度第 3 回実行委員会活動報告及び予定.pdf)
（資料 2-1）第 3 回実行委員会活動報告 広報委員（補足）
(2a_資料 2-1_第三回実行委員会活動報告_広報委員（補足）.pdf)
以上

討議：一つの議題に対し，自由に意見を出し合うこと
協議：議論の方向性を決めるために，より深い話し合いをすること
審議：議論の結果を出すこと．可否の決定（※原則として，一度審議した事は変えない）

【議事録署名人】
（7 学年委員会）

（ホームページ委員会）

