令和 3 年 3 月 31 日
PTA 会員の皆様
文京区立大塚小学校
PTA 会長 田丸 義和

令和２年度年度末総会のご報告
令和 2 年度年度末総会について下記の通りご報告いたします。

【日時】
【開催方法】

令和３年 3 月８日（月）15 時 00 分～1６時 00 分
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言下での開催となったた
め、下記の方法を併用して開催
・Google フォームによる事前のオンライン審議
・直接参加者（於：大塚小学校理科室）および Zoom 参加者による当日審
議

【出席者数】

教職員 15 名・家庭数 201 名、合計 216 名のところ、
オンライン審議参加者 130 名・当日審議出席者 44 名（Zoom 参加 11 名・
直接参加 33 名）・合計 174 名で、
「文京区立大塚小学校 PTA 規約」第 19 条第 4 号に定められた構成員の 3
分の 1 を満たし、議決成立要件を満たしました。

※今年度は特別な開催方式のため、議長・副議長選出は行わず、副会長が議長を担当。
※年度末総会資料訂正のお知らせ：議案②の資料「令和 3 年度 PTA 役員候補者」のうち、
会計の松村真理様は村松真理様の誤りでしたので、訂正させていただきます。

会長挨拶
本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。私が皆さんの前でお話しするのは
これが最後になるかと思います。この一年間はコロナのこともありなかなか進めにくいところもあり
つつ、他方で先生方、また役員の方々、各委員の方々にサポートいただきまして無事に一年間を終え
ることができたと思っています。この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げたいと思います。あり
がとうございました。今日は内容も多々ありますが来年度以降につながる議論をさせていただければ
と思いますのでご審議の方宜しくお願いいたします。

校長先生ご挨拶
令和 2 年度もあと少しで終わろうとしております。今年度は新型コロナウイルスに翻弄された一年
間でありました。教育活動も制限された中で行ってきましたが、保護者の皆様のご協力をいただいて
今日までやってまいりました。教育活動を無事に送ることができて本当に良かったと思っておりま
す。ありがとうございます。また、役員の皆様には例年通りの活動が全くできなかったと思います。
ICT を駆使していただき本日も ZOOM を併用しての開催となっております。様々工夫していただいた
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一年間だったと思います。ありがとうございました。
この場をお借りして令和 3 年度について 2 点お話しさせていただきます。
一点目は令和 3 年度の学校行事についてです。PTA の前回の実行委員会でもお話しさせていただきま
したが、大きな学校行事は運動会と音楽会を計画しております。運動会はコロナのこともありますけ
れども、校庭が半分しか使えない状況で体育や休み時間など分担制で行っている状況です。来年度の
運動会は 5 月末に計画しておりますけれども、学年ごとの表現活動のみと考えております。また、大
塚小学校初の音楽会を計画しておりますが、現在は授業などでも合唱ができないことになっています
ので、コロナの状況にもよりますが合奏のみになるかもしれません。子供達が達成感を味わえるよう
に、また保護者の方にも満足していただけるような会を音楽成果中心にやっていきたいと思いますの
で宜しくお願いいたします。
二点目は集団登校についてです。今年度一年間は集団登校を見合わせてまいりました。コロナの状況
と、児童数が増えているということで集合場所に集まることが難しい状況となりました。今年度は見
合わせている状況で最後まで来てしまいましたが、令和 3 年度は集団登校は難しいと判断致しました
ので、長年続いた伝統のものではありますが取りやめることに決定いたしました。ただ、学区域も広
く不忍通り、千川通り、春日通りなど大きな道路を渡って来る児童が多数おりますので、集団登校を
やめて交通事故などが起こっても困ります。そこで PTA 役員・委員と相談させていただいた上で決定
したことなのですが、校外委員に今まで通り当番表を作っていただき、集団登校はしないけれども 10
分間の見守り活動をしていただきたいということになりました。場所や時間は登校班によって違いま
すので詳しい事は来年度お知らせすることになりますけれども、是非子供達の安全のためにご協力を
お願いできればと思っております。来年度の学校行事と集団登校についてお話しさせていただきまし
た。ありがとうございました。

議案① 令和 2 年度本部役員及び各委員会活動報告（各正副委員長より発表）
・PTA 本部役員
資料の通り相違なし。
・学級代表委員会
資料の補足説明：今年度はベルマーク 31028 点（テトラパック 1602 点、キャノンインクカート
リッジ 1615 点、エプソンインクカートリッジ 1805 点）
、上履きリサイクル 63 点。
卒対委員の選出を例年は 2 学期の保護者会に行っていたがコロナの関係もあり対面での選出がで
きなかったため 5 年の学代の方に先生と相談していただき 12 月上旬に決定。
・広報委員会
資料の補足説明：9 月と 3 月に広報誌の発行。
・保健厚生委員会
資料の補足説明：コロナの状況により企画が中止のため運動会のお手伝いのみ。
・校外委員会
資料の補足説明：スクールガードボランティアの新規募集をかけたがコロナの状況により中止。
集団登校廃止と見守り活動実施に向け、各町会長様への連絡、見守り時間・場所の意向確認を行っ
た。
丸山二班は校外委員を立てないことで了承を得た。
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・推薦委員会
資料の補足説明：次期役員候補者を決定し、役員役職決めを行った。
【承認数】Google フォームの承認 130 名、当日挙手による承認 44 名 合計 174 名
出席者の過半数を満たし規約により承認

議案② 令和３年度役員、会計監査委員紹介 （推薦委員会副委員長より）
・会長 長谷川 久芳様
・副会長 小野 真喜様
・副会長 貝沼 千端様
・副会長 西岡 厚子様
・副会長 根本 景子様
・書記 川口 ちさと様
・書記 川島 玲子様
・書記 椎名 紀江様
・書記 清水 友美様
・会計 小見 幸子様
・会計 村松 真理様
・会計監査 石河 綾子様
・会計監査 石川 晴菜様
【承認数】Google フォームの承認 130 名、当日挙手による承認 44 名 合計 174 名
出席者の過半数を満たし規約により承認

議案③ 令和 2 年度名誉会員紹介 （副会長より）
・萩島 都岐様
・柿田 みずき様
・木村 朋幸様
・高橋 眞由美様
・田口 稔己様
・永野 雅子様
・西谷 真弓様
・平田 美佐恵様
※辞退 1 名
【承認数】Google フォームの承認 129 名、当日挙手による承認 44 名 合計 173 名
出席者の過半数を満たし規約により承認
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議案④ 臨時委員総会について （副会長より）
・内容については HP で報告済み
・12 月に実施した臨時委員総会の決議事項について総会での承認が必要
【承認数】Google フォームの承認 130 名、当日挙手による承認 44 名 合計 174 名
出席者の過半数を満たし規約により承認

議案⑤ PTA 規約の変更・委員選出細則の制定について （副会長より）
・主に現状の PTA 組織や活動状況に合わせた規約の変更
・PTA 委員選出細則については、これまでの方法を明記した細則の制定を発案
【承認数】Google フォームの承認 130 名、当日挙手による承認 44 名 合計 174 名
出席者の過半数を満たし規約により承認

議案⑥ 周年積立金の予算変更について （副会長より）
・70 周年事業の予算不足が見込まれるため積立金の増額を提案
【承認数】Google フォームの承認 129 名、当日挙手による承認 44 名 合計 173 名
出席者の過半数を満たし規約により承認

以上
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