2021 年度

第 7 回実行委員会議事録
日 時
場 所
作成人

令和 3 年 10 月 23 日（土）10:33～11:18
Zoom 会議
坂口 忍（庶務）

１．会長挨拶
・コロナ禍が収まりつつあり、音楽祭、創明祭と行事が開催される。保護者は参加で
きないが、なるべく共有できるように準備を進めている。
・次期本部役員を募集しているが、応募がない状況である。候補者のご紹介をお願い
したい。
・今期も後半となり 9 年生は受験が本格化してくる時期で慌ただしくなってくるが、
引き続き活動支援の程よろしくお願いしたい。
２．校長先生挨拶
・コロナ禍による夏休み明けの 9 月の臨時休校の影響で、2 週間遅れで昨日（10/22）
前期終業式を終えた。
・ 10 月 26 日から新人戦、11 月 2 日に音楽祭、11 月 12 日に創明祭を開催予定で、準
備を行っているところである。
・保護者の行事参加については、新人戦は 8 年生の保護者は観覧可能としている。人
数制限については各部活動に問い合わせていただきたい。
・音楽祭は Web 上で Zoom で配信し、創明祭は一般公開はしないが写真等で共有するこ
とを考えている。コロナウイルス感染症対策のため保護者は直接観ることはできな
いが、ご理解いただきたい。
３．出席者並びに資料の確認
参加者：菊地校長、内藤教頭、本部 7 名、各委員会 15 名、合計 24 名
配布資料： 2021 年度第 7 回 実行委員会 次第
（資料 1）前回実行委員会議事録
（資料 2）実行委員会活動報告
（資料 3）会費減額時の試算
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：7 学年委員とホームページ委員から 1 名ずつ
５．前回議事録の確認→承認
６．活動報告確認・依頼事項
【学校より】
①創明祭、音楽祭について：内藤教頭
・音楽祭を 11 月 2 日に開催する。午前は各クラスが合唱の発表を体育館で行う。Web
上で Zoom を使用して配信する予定である。午後は大洗高校マーチングバンドの鑑賞
会を校庭で行う。ちなみに大洗高校マーチングバンドは、午前は竹園西小学校で公
演する。閉祭式後、16：30 下校の予定。

・創明祭は 11 月 12 日にクラス企画のみ開催する。開催側と観覧側に別れて行う。
14：30 下校予定。
②11 月の予定について：内藤教頭
・ 9 学年の 3 者面談を 11 月 11,12,15～18 日に予定している。この期間中に、PTA の廃
品回収を行うのでご協力をお願いしたい。
③その他：内藤教頭
・ PTA 予算で購入していただいた体温検知システムが届いた。感謝申し上げる。昇降
口に設置して今後使用していく。
【ＰＴＡ本部より】
①本部活動報告およ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）・他校の情報を得るため、10 月 10 日につくば市 PTA 連合会（市 P 連）に参
加した。
・次期本部役員を募集中である。定員に足りていないので、引き受けてい
ただける方の推薦等、ご紹介いただきたい。また、次期実行委員について
も後日募集を行う。
・スポーツフェスティバルの写真共有（販売）について、写真販売システ
ム（フォトレコ）を利用して公開（販売）を開始している。売上は雑収入
として PTA 会費に計上する。
・本部の活動として、ジョブボンプロジェクトを進めている。不要となっ
た本を寄付していただいて障がい者の方が本のクリーニング等を行って
収益を役立てるというもの。ブックポストを学校に設置させていただくこ
とで準備を進めている。
・創明祭の写真撮影は、9 学年委員と広報委員にご協力いただき、スポーツ
フェスティバルと同様の方法（写真販売システム（フォトレコ））で共有
する。
・（家庭教育学級）後期から講座のお知らせをペーパーレスとした。これによる影響
はなく、11 月の視聴の申し込みは 11 名あった。
・（女性ネットワーク）10 月のつくば市女性ネットワーク委員会の事前アンケートに
ついて林会長と調整を行い提出した。次年度の市の女性ネットワーク委員
会は廃止予定となっているが、詳しくは市 P 連理事会で承認されれば来年
度から廃止となる。詳しくはホームページに報告書、アンケートを掲載予
定。県南、県の女性ネットワーク委員会については引き続き存続する。つ
くば市の女性ネットワーク委員長が県南と調整しており、1 月の第 3 回市女
性ネットワーク委員会において報告がある。
・（保健校外）竹園 3 校のマナーアップ運動について、今年の担当校から連絡があり、
マナーアップ運動自体は実施するが、コロナ禍で今年度の保護者の参加は
無しとなった。このため、保健校外委員の活動は無しとなった。
・（9 学年）創明祭撮影ボランティアの参加人数調整を実施。

②選出活動の状況について：横張副会長
・次期本部役員を募集中であるが、4 名候補者を得たが残り 3 名が決まっていない。学
校側にもご協力いただき、極力抽選で決めることにならないようにしたい。引き続
き候補者のご紹介等ご協力をお願いしたい。
③その他：無し
④次回開催日の確認
第 8 回実行委員会
日時：2021/12/4（土）10:00～11:00 ／

場所：Zoom 会議（別途周知）

※同日、第 2 回選出委員会開催のため、いつもより 30 分早く開催する。
７．審議事項：無し
８．協議事項：無し
９．討議事項：
①2022 年度会費の減額について：林会長
・コロナ禍により今年度は PTA 活動ができず、かなりの予算繰り越しが発生する見込
みである。このため、来年度の会費を減額する方針を検討したい。
・ 2022 年度の PTA 会費は 400 円/月・人 から 300 円/月・人 とし、2023 年度の会費
はこれまで通り 400 円/月・人としたい。また 2023 年度も減額とするなら、来年度
の PTA 役員・実行委員にて審議し決定していただくものとする。
・今回減額する方針で承認いただけたら、次回総会で正式決定となる。
・会計において、300 円/月・人 と 350 円/月・人 の場合で試算した（資料 3）。例年
程度の予備費約 20 万円とするなら、300 円/月・人 となる。
・→今回は討議段階であるが、特に異論はなかった。次年度は減額することとして次
回審議にかける。
10．（臨時）審議事項
①音楽祭に使用する Web ミーティングツール(Zoom)等への PTA 予算からの支出について
：林会長
・本日役員会において、11 月 2 日の音楽祭を Web 上で Zoom により配信したいとのご意
向を学校側からいただいた。多くの保護者が閲覧できるように、Zoom の加入プラン
を現状（最大 100 人参加、2,000 円/月）から最大 500 人参加（10,700 円/月）でき
るプランに当月だけ変更し、これを PTA 予算から支払うことについて審議したい。
・これに合わせて動画の見逃し配信もできるように、現状ビデオの視聴に使用してい
る Vimeo のデータ容量の増加（100GB で約＄40）も追加契約する。
・約 15,000 円程度の追加支出を本部の方でさせていただきたい。詳細金額は次回実行
委員会において確定額を報告したい。
・本日学校側からいただいた話しであり、音楽祭まで時間がないため、次第の議題に
記載はないが緊急で審議とし、本日了解を得られれば早急に実施したい。
・審議結果→承認

11．その他
・（織田（広報））創明祭における写真撮影において、9 学年委員から 2 名参加いただ
く。打合せ実施時の連絡先を 9 学年委員長にお知らせする。
・（織田（広報））今回討議した 2022 年度会費の減額について、今年度使用するため
の予算は今年度の在学者に返すのが筋であり、これから引き落とされる分を減額す
ればよいのではないのか。
（→林会長）学校会計と PTA 会計は別であり、PTA 会費は年に 1 回学校会計と合わせ
て 1 年分が引き落とされ、学校から渡していただいている。これを戻すとなると、
ＰＴＡ→学校→各家庭となり、実質は 100 円程度の額の返金だけで手数料で赤字と
なってしまう。学校教育費を削ってその分を PTA に充てることも出来なくはないが、
市の教育局との調整が必要になり、市、学校の財務・経理関係者と調整が必要とな
る。本部でもかなりの交渉や手続きコストが高くなることが見込まれる。現 9 学年
生には申し訳ないが、次代への継承としてご理解いただき、次年度に反映するとい
うのが今回の提案である。
（織田（広報））考え方としては種々あり、特に 9 学年の保護者で違和感を感じる
方もいるはずなので、在校者への返金も検討はしたが将来の子供たちへ使うことを
ご了承いただきたい旨を何らかの形で説明する機会があるとよいとおもう。
（→林会長）次回実行委員会で審議の時に改めて説明させていただく。最終的な判
断は来年 4 月の PTA 総会での審議事項になるので、承認いただけるかどうかはその
場における節義とさせていただきたい。

配布資料一覧
2021 年度第 7 回 実行委員会 次第（0_2021 年度第 7 回実行委員会次第.pdf）
（資料 1）前回実行委員会議事録
（1_資料 1_2021 年度第 6 回実行委員会議事録-署名済.pdf）
（資料 2）実行委員会活動報告
（2_資料 2_2021 年度第 7 回実行委員会活動報告及び活動予定.pdf）
（資料 3）会費減額時の試算（3_資料 3_PTA 会費を下げた場合の試算(R4 年度).pdf）

以上

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）
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
討議：一つの議題に対し，自由に意見を出し合うこと

【議事録署名人】
（7 学年委員会）

（ホームページ委員会）

