令 和 元 年 5 月 21 日

保護者の皆様

中 野 区 立 緑 野 中 学 校
PTA 会 長

令和元年度

日

時：

ＰＴＡ定期総会

令和元年 5 月 11 日（土）

能 登 祐 克

報告

午後 1 時１５分～午後２時００分

開 催 場 所：

緑野中学校 2F 会議室

定

出席者数 33 名 委任状提出者数 280 名（有効 266 通、無効 14 通） 合計 299 名

数：

＜開会の言葉＞
（今年度副会長

忠内さん）ただいまより令和元年度

中野区立緑野中学校ＰＴＡ定期総会を開催いたします。総

出席者数 33 名、委任状提出者数 266 名、計 299 名となりました。従って出席者と委任状による有効者数が全 PTA
会員世帯数 340 の三分の一以上となり、
「中野区立緑野中学校

PTA 規約

第８章第２０条の３」が認められ、本総

会が成立することをご報告いたします。

1.

校長先生

あいさつ

4 月から着任しました齊藤です。平成 30 年度の役員・委員の皆様、一年間ありがとうございました。田代先生に
代って御礼申し上げます。そして後ほど承認される令和元年度の役員・委員の皆様は自分の意志に反して受けてしま
った方もおられるかもしれません。しかし、こうやって学校にくることで子供の成長をご覧頂き、この機会をプラス
にしていただければと思います。新しい時代、会長も校長も新しくなりました。皆様何卒宜しくお願い申し上げます。

2.

前年度ＰＴＡ会長 あいさつ

平成 30 年度会長の中尾です。昨年度は、学級代表委員さん、文化委員さん、そして協力員さんのご協力のおかげ
で、素晴しい 10 周年行事が実現できました。ご協力、本当にありがとうございました。今日、緑野中学の他にも、
いくつか総会をやっている学校もあると思いますが、今日が時代の変わり目。令和元年度の始まりです。私もまだ子
供が在籍しておりますので、何らかの形で協力させて頂ければと思います。1 年間ありがとうございました。

３.

議長選出

立候補なし。竹内先生、３年 C 組安藤さんを選出、拍手で承認。

４. 議事 （議長：竹内先生、安藤さん）
（1）前年度活動報告（前年度会長 中尾さん）
総会資料の通りです。

（2）前年度会計決算報告・会計監査報告（前年度会計 鵜飼さん）：書面の通りですが、補足説明をいたします。
⚫

１．収入の部『会費』…予算時には 295 名で算出するも、転出・転入があったため収入 884,500 円。

⚫

２．支出の部『各委員の活動費』
□学年学級委員備考…各学年で使用された金額。□広報・文化・校外・推薦委員会備考…購入物品等。

⚫

２．支出の部『その他』PTA 保険…前々年度までは教員数を含み保険料を算出。前年度より教員分を含ま
ず算出し残額 6,300 円。

⚫

２．支出の部『通信費』
□マメール登録人数を 300 名から 400 名に増やしたため、
使用料が 19,000 円から 24,000 円に増額。
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□昨年度より開設された PTA ホームページのサーバーレンタル料と初期費用として 10,603 円多く支出。
⚫

２．支出の部『一般積立金』…パトロール助成金 82,200 円入金。予算と比較し 22,200 円多く積み立て
た分がマイナスと表示。

⚫

周年行事積立金…昨年度は周年行事があったため、周年実行委員会へ 1,000,000 円寄贈。864 円は寄贈
時の振込手数料。

⚫

一般積立…昨年度 PTA 室のパソコンを購入し、82,200 円支出。

会計監査報告（前年度会計監査
⇒（１）､（２）ともに

江上さん）
：会計監査を行った結果、決算を正当と承認いたしました。

拍手にて承認

（3）前年度同窓会会計決算報告（前年度会計 鵜飼さん）：書面の通りですが、補足説明をいたします。昨年度は
周年行事が行なわれたため、はがき等郵送料として 158,978 円を使用いたしました。残金 401,522 円は次
年度繰越金とします。 会計監査報告（前年度会計監査

江上さん）
：会計監査を行なった結果、決算を正当と承

認いたしました。⇒会計決算報告・会計監査報告、共に拍手にて承認。

（４）今年度会長あいさつ
本日はお忙しい中お集まり頂きましてありがとうございました。今年度の会長を拝命いたしました能登と申し
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
また、今年度の役員をお引き受け頂きました皆さま、そして、各委員会での委員長、副委員長ならびに委員を
お引き受け頂きました皆さまに心より感謝申し上げます。さらには協力員として活動いただける皆さまにも感謝
を申し上げる次第です。
後ほどの議事でも触れますが、私ども PTA は主役である子どもたちのためにサポーターとして活動してまい
ります。何か特別な事をするのではなく、それぞれが出来る時に、出来ることを、出来る範囲で行なっていだけ
ればと思っております。
昨年、10 年という節目を迎え、そして今年度は新しい元号と新しい校長先生をお迎えして、本日ようやく次
の未来に向かって前進できる体制が整いました。
最後になりますが、平成 25 年度に初めて小学校で会長をしたときに、私の住んでいるマンションにツバメが
やってきて、毎日毎日生まれてくる子どものために雄ツバメが一生懸命に巣作りに励んでおりました。その姿を
見て、家庭、仕事に加えてＰＴＡもしっかりやろうと決意した気持ちは今も変わっておりません。
私も大変微力ではありますし、また至らぬ点も多々あろうかと思いますが、皆様と共に活動して参りたいと思
っておりますので、PTA に対しましても、先生方に対しましてもこれまで以上のご理解とご協力を賜りますよう
よろしくお願い申し上げ、簡単ではございますが私からの挨拶とさせていただきます。
それでは 1 年間よろしくお願いいたします。

（５）会長から新年度役員紹介
（６）今年度活動方針審議
（今年度会長

能登さん）総会資料の通りですが、令和元年度活動方針は「To the future 子ども達の応援団

PTA～人と人の成長を支えあう心のサポーター！」としました。変更点は、これまでのスローガンの前に周年
記念ポロシャツのデザインに採用した「To the future」を書き込みました。これから新たな未来の１０年を進
んで行くということで、皆様にも活動して頂ければと思います。役員が一丸となって皆様のサポートをしてい
きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
活動方針とは別になりますが、5 月 8 日に中 P 連の会長会が開催され、これまで緑野中で実施してきた合同
進路相談会を中 P 連主催で実施したいとの提案をいたしました。その結果、会長会で承認がとれました。対象
はこれまでの 4 校から全 10 校となります。これまでの合同進路相談会は学校主催のため、先生方に大きな負
担がございました。今、世の中で働き方改革が進んでいることや、連合会として皆様から頂戴している会費を
いかにして子ども達へ還元させるかを校長会とも話し合いをいたしました。結果として、先生方の負担が減り、
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連合会として適切な会費の支出、そして何よりも緑野中学校を含む中野区の生徒・保護者にとってより良い教
育環境の創出になるものと思います。
今年度は時間的制約と会場の規模があるため、対象を３年生・２年生の生徒・保護者とさせて頂きますが、
来年度以降は新築された中野体育館を会場として、参加する高校の数も５０校以上を目指したいと思います。
これまでの緑野中の取り組みが発展的解消し、中 P 連で発展的継続することになりますので、皆様のご理解
を頂きたく宜しくお願いします。⇒拍手にて承認

（７）今年度予算案審議
（今年度会長

能登さん）説明の前に、一点謝罪をさせて頂きます。11 ページの推薦費の箇所で 2,500 円

が不足していることに先ほど気が付きました。本来であれば推薦委員の人数を 14 名とすべきところを 9 名と
なっておりました。不足分の 500×5 名の 2,500 円は予備費で対応したいと思います。確認不足でご迷惑をお
かけしまして誠に申し訳ございませんでした。
（今年度会計
⚫

西原さん）
：予算案について、補足説明をいたします。

「支出の部

14 サークル」…この後の規約改正でもあります文化委員会より「サークル」を切り離すこと

に併せ、活動費についても別項目とし予算を別途表記。
⚫

「支出の部

20 通信費」…現在 PTA の連絡配信として利用しておりますマメールの利用人数枠を家庭数

増加に伴い 400 人とし年間使用料金がアップしたこと、また、昨年度購入しました PTA 室のパソコンに
かかる経費により、45,000 円に増額。
⚫

「支出の部

１９ＰＴＡ保険」…昨年度と保険内容の変更はありませんが、保険料を算出する計算式が保

険会社の規約変更により変更。それに伴い、従来の保険料単価×家庭数から、備考に記載しております計算
式で算出。
⚫

今年度の予算案全体的には、消費税アップを考慮しつつ生徒へ還元していく予算組みをしております。具
体的には『活動費学年学級活動費』を、前年度生徒一人 80 円から 200 円といたしました。『その他 18
卒業対策費』を、前年度一人 1500 円から 1800 円に。先生方コサージュは 800 円から 900 円としま
した。『その他２３生徒活動支援金』を、前年度 10,000 円から 100,000 円としました。
生徒への還元に関する予算につきましては、能登より補足説明がございます。能登会長よろしくお願いし
ます。

⚫

（今年度会長

能登さん）生徒活動支援金の 10 万円の補足ですが、これは今まで部活動上位大会に進出

した際の交通費等に使われていました。しかし、これまで熱中症対策として現場の先生が自腹で夏場の飲
み物や塩飴等をご用意いただいている状況もあり、PTA 予算を充て、子どもに還元したいと考えたもので
す。また、各学校には行政から校割予算というものが措置されておりますが、使用については厳密に定め
られており、飲み物や食べ物の購入には一切使用できません。子ども達への適正な会費の還元、先生方の
負担軽減は先程の合同進路相談会と同じ考えでありますので、どうぞご理解頂きたいと思います。
⇒拍手にて承認。令和元年度ＰＴＡ予算案は承認されましたので、『案』をお消しください。

（８）規約改正審議：平成 30 年 3 月 15 日第 5 回運営委員会において仮承認を得ております。
⚫ 第 24 条＜委員会＞２．文化委員会
⚫

第 6 章役員および会計監査委員

⚫

第 21 条＜運営委員会＞１．＜構成＞

⚫

推薦委員会内規４．
⇒以上四点について、拍手にて承認。規約改正案の『案』をお消しください。

＜議長解任＞
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５.

今年度各担当教職員、学級代表委員、各委員会の委員長・副委員長、各サークル代表者紹介

出席者の皆さんの自己紹介をしました。１年間よろしくお願いいたします。

６.

副校長先生 あいさつ
緑野中学校着任 5 年目になりました。この学校の保護者の皆様は、子供達のために熱心に活動に参加されている

のが印象的です。ところで、令和という元号になりましたが、大阪に嫁いでいる娘に子供ができ、私もお爺ちゃんに
なりました。新元号『令和』は万葉集からきている、ということですが、同じ万葉集の山上憶良の歌に
銀（しろかね）も金（くがね）も玉も何せむに勝（まさ）れる宝子に及（し）かめやも
というのがあります。金銀財宝があったって、子供に勝る宝はない、という意味ですが、山上憶良が 60 歳くらい
の時に詠んだ歌で、お爺ちゃんになって歌ったのかもしれない、ということです。確かに自分の娘が子供をかわいが
っている姿もまた、可愛いと思えてしまいます。このような子供を大切にかわいがること、そういう社会を作るとい
う気持ちで、新しい時代、PTA 活動を宜しくお願いします。

＜閉会の言葉＞
以上をもちまして、令和元年度中野区立緑野中学校ＰＴＡ定期総会を終了いたします。

＜連絡事項＞
①

会計より；5 月 21 日には PTA 会費集金日です。また各委員会・サークルの連絡費については、6 月 8 日の
9-10 時の間にお渡ししますので、印鑑をお持ちください。

②

副会長より：今年度の体育祭は 6 月 1 日で、PTA では来賓へのお茶出しや受付のお手伝いを行います。また
協力員さんのお手伝いメインで防犯パトロールも行いますが、来校される保護者の目が一番の防犯となります。
ご協力よろしくお願いします。

③

標準服リサイクル：今年度も学校公開日に PTA 室で標準服リサイクルを実施しています。どうぞご利用くだ
さい。
以
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上

