2021 年度

第 5 回実行委員会議事録
日時 令和 3 年 8 月 7 日（土）10:30～11:05
場所 Zoom 会議
作成人 坂口 忍（庶務）

１．会長挨拶
・新型コロナウイルスの感染が拡大しており、教職員の方が感染し一時的に部活動が
中止となった。濃厚接触者は発生しなかったが、部活動が大きく制約される状況と
なっている。
・今後の見通しは立たない状況であるが、生徒の学校活動において対策を施したうえ
で、極力力添えができるように活動していきたい。
２．教頭先生挨拶（内藤教頭）
・職員に感染者が出て濃厚接触者の判別を行ったが、検査の結果、他に感染者はいな
かった。ご心配をおかけした。
・部活動においては、感染症対策を徹底して実施していきたい
・県独自の緊急事態宣言が発令されており、部活動は自校内での活動としている。
・部活動は県大会が終了し、関東大会が 8 月 7 日～9 日に行われている。陸上で関東大
会と全国大会、柔道、水泳で関東大会に出場する生徒がいる。
３．出席者並びに資料の確認
参加者：内藤教頭、池邊教務主任、本部 7 名、各委員会 16 名、合計 25 名
配布資料： 2021 年度第 5 回 実行委員会 次第
（資料 1）前回役員会議事録
（資料 2）実行委員会活動報告及び活動予定
（資料 3）2021 年度会計処理についてのお願い
（資料 4）ホームページ記事掲載依頼における注意点
創明祭当日の日程案
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
議事録署名人：9 学年委員と広報委員から 1 名ずつ
５．前回議事録確認→承認
６．報告確認依頼事項
【学校より】
①二者・三者面談の様子について：池邊教務主任
・ 7 月 21 日～29 日に二者・三者面談を実施した。9 学年は三者、7,8 学年は二者で行
った。
・コロナ対策として対面にならないように机を配置して実施した。
・どの学年も多くの保護者の方に参加いただき、生徒の学校での様子を伝えることが
できた。
・今年度次回は 11 月に 9 学年のみ実施予定である。
②創明祭の日程等について（創明祭当日の日程案 参照）：内藤教頭

・午前中に第 1 部として有志によるステージ発表としており、現在有志を選抜中であ
る。12 チームくらいを予定している。
・第 2 部はクラス企画を準備している。各校舎の教室で行う。
・オーケストラ部の最終演奏会がコロナ感染者発生により中止となったため、オーケ
ストラ部の演奏をエンディングセレモニーの前に実施することを予定している。 本
パートのみ、オーケストラ部の保護者が観覧することを検討している。
・創明祭の様子は、Zoom で各所に中継することを検討している。
③コロナ感染対策物品について：内藤教頭
・審議案件として、コロナ対策環境整備費による物品調達を希望している。
・ 7、8 学年、9 学年の昇降口 2 か所に検温システムを設置するというものである。
④９月の行事予定について：池邊教務主任
・ 9 月 10 日（金）創明祭
・ 9 月 29 日（水）から市の新人戦が始まる。
・ 9 月 21 日 学園学校防災連絡会が行われる。国総研の方を講師として招き、竹園東
中の図書室に国総研の方を講師として招き、竹園東小、西小へ Zoom で中継して実施
する予定。参加対象者は、区長、民生委員、学校側、PTA 本部で、8 月下旬頃に案内
を通知する。
⑤ネットバンクの手数料について：内藤教頭
・今までは学校の部活動、特別活動の支払いや転校者への返金等を現金でやり取りし
ていたため煩雑であった。
・学校関係の入出金口座として、昨年度から常陽銀行のネットバンキングをお試しで 2
年間無料で使用している。基本使用料や振込手数料は現在は無料であるが、お試し
期間が終わる来年 4 月からは使用料がかかることになる。
・本使用料について他校の様子をみると、PTA から拠出している状況があり、また市か
らの拠出はネットバンキングを採用していない学校との公平性から、市から予算を
得ることは難しいと予想される。
・使用料は月額 1,650 円で、振込手数料が同一支店（研究学園支店）は無料、他支店・
他行宛ては規定の料金がかかり、年間 6 万円程あれば足りる見込みである。
・よって次年度以降、PTA からネットバンキング使用料を拠出していただきたいという
要望である。
【ＰＴＡ本部より】
①資源回収お礼：渡邉副会長
・二者・三者面談開催期間中の 7 月 21 日～29 日にかけて、資源回収を実施した。ご協
力に感謝する。
・秋に再度資源回収を実施する。次回もご協力をお願いしたい。
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）・創明祭打合せについては、写真・動画撮影の分担・段取りについて行っ
た。今後、創明祭の準備、手配を進めていく。
・（保健校外）→（林会長）7 月 22 日に本部に提出された市 PTA 連合会要望書は、市
へ提出済である。

・（ホームページ）資料 4 を基に、ホームページ記事掲載依頼時の注意点について周
知があった。ホームページに直接 Word ファイルを掲載する場合はプロパテ
ィを削除し、動画撮影のメタデータ等掲載しないファイルについてはこの
限りではない。
・（家庭教育学級）9 月受講の申込は現在 4 名と少なく、各委員や周囲の方に参加依頼
の周知をお願いしたい。また、学校の緊急連絡メールで周知は可能である
か。
→（内藤教頭）可能である。
→（林会長）初回は周知の案文を本部宛てにメールでいただければ確認して
緊急連絡メールで周知し、要領が分かれば次回から直接学校に依頼して実
施していただきたい。
・（女性ネットワーク）県の研修会はオンラインで視聴可能なので、家庭教育学級と
同じ要領で、緊急連絡メールで案内を周知する。市や県の委員会報告書等
をホームページに掲載した場合の周知を緊急連絡メールで実施する時は、
都度ではなく、ある程度まとまったタイミングで実施する。
・（9 学年）本部からの創明祭の撮影ボランティアに関する連絡は、9 学年のメーリン
グリストだと携帯メールで届かない人もいるため、学年委員長宛てとする。
③その他：無し
④次回開催日の確認
第 6 回役員会
日時：2021/8/28（土）10:30～11:30
場所：Zoom 会議（別途周知）
７．審議事項
①2022(R4)年度 PTA 専門委員「女性ネットワーク委員」の廃止について（次第＜別記 1＞参
照）：林会長
・「女性ネットワーク委員会」はこれまで専門委員として県、県南、市 PTA 連合会の
下部組織として各学校単位（単 P）で活動してきたが、市 PTA 連合会において社会環
境の変化を踏まえ解散を含めた体制の見直しが検討されている。
・以上を踏まえ、来年度は竹園東中 PTA の専門委員としての女性ネットワーク委員は
廃止し、連絡窓口は本部で対応し、市の活動が継続して動員が必要な場合には本部
より PTA 委員全体に協力を依頼することとする。
〔審議結果〕承認
〔主な意見〕以前、他校において女性ネットワーク委員会活動を本部で対応した経験
がある方から、意義がある良い講座だと認識したが参加者が集まらず本部の負担が
大きかった経験から、予め対応が必要になった場合の対応者を決めておく等の措置
の必要性を問う意見があった。これについては、現状では市 PTA 連合会の活動が縮
小傾向であることを踏まえ、原案どおり窓口を本部対応として必要に応じて PTA 委
員全体に協力を依頼することとするが、場合によっては本部に負担が偏りがちにな
ることを次年度役員に引き継ぐこととした。

②2021 年度予算「コロナ対策環境整備費」による物品調達について（次第＜別記 2＞参照）
：林会長
・コロナ対策環境整備費として光触媒施工費を計上していたが、関係者のご厚意によ
り PTA としての出費は無しとして対応できた。
・コロナ対策の学校負担軽減として、当該予算を非接触検温システムの物品調達に充
てることとする。
・（購入予定物品）非接触検温システム 2 式（参考価格 782,760 円（税込））
〔審議結果〕承認
〔今後の対応〕当該品の調達を実施する
８．協議事項：無し
９．討議事項：無し
10．その他
2021 年度 会計処理についてのお願い：江口（会計）
・今年度の会計処理について、領収書の扱いや会計報告について、資料 3 を基に周知
を行った。
配布資料一覧
2021 年度第 5 回 実行委員会 次第（0_2021 年度第 5 回実行委員会次第.pdf）
（資料 1）前回役員会議事録（1_資料 1_2021 年度第 4 回実行委員会議事録.pdf）
（資料 2）実行委員会活動報告及び活動予定
（2_資料 2_第 5 回実行委員会報告及び活動予定.pdf）
（資料 3）2021 年度会計処理についてのお願い
（3_資料 3_2021 年度会計処理についてのお願い.pdf）
（資料 4）ホームページ記事掲載依頼における注意点
（4_資料 4_ホームページ記事掲載依頼における注意点.pdf）
創明祭当日の日程案（創明祭当日の日程案.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】
（9 学年委員会）

（広報委員会）

