
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 

日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 

 

定 期 総 会 

日 時 平成３０年５月１２日(土) 午後１５時２５分より 

場 所 日立シビックセンター ５０２会議室 

子どもたちの明るい未来のために 
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次  第 

 

１ 開会のことば 

２ 会長あいさつ 

３ 来賓祝辞・紹介 

４ 議長選出 

５ 議事 

第１号議案 平成２９年度事業報告 

第２号議案 平成２９年度決算報告 

第３号議案 平成２９年度会計監査報告 

第４号議案 平成３０年度事業計画（案） 

第５号議案 平成３０年度予算（案） 

第６号議案 会則改正（案） 

第７号議案 新役員選考結果報告・承認 

第８号議案 その他 

６ 議長解任 

７ 新役員紹介 

８ 閉会のことば 
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会長あいさつ 

 

平成２９年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 会長  小野 智久 

 

市内小・中学校４０校のＰＴＡ役員を含めた会員の皆様、そして教職員の皆様、日頃

は当会の運営にご協力いただきまして誠にありがとうございます。また、日立市教育委

員会をはじめ関係機関の皆様には、ＰＴＡ活動に対し多大なご支援を賜り心から感謝い

たしております。 

「子育てに二度無し」をスローガンとして、今年度も活動して参りました。具体的に

は、ＰＴＡの本来の目的である、研修と会員の皆様の意見の集約そして情報発信を各委

員会に担っていただきました。研修は未来委員会が担当し、「２１世紀を生き抜く力」

と題して明秀学園日立高等学校硬式野球部監督である金沢成奉先生に講演していただ

きました。ＰＴＡ会員の意見集約については、生涯学習委員会が全校にアンケート調査

を行い、各学校における問題点や、学校周辺での喫煙問題について意見を取りまとめて

いただきました。情報委員会は、特色のある学校活動を、数多くブログにアップしてい

ただきました。また、広報紙については新たな試みとして、児童・生徒全員に配布し、

日立市内における各学校のＰＴＡ活動を広くお伝えできたのではないかと思います。母

親委員会は、中山教育長との懇談会を含め 4 回の委員会を開催し、女性ならではの視

点で意見を集約し、いじめ問題など共通の課題について認識していただきました。どの

委員会活動も素晴らしく、かつ充実したものでした。 

ＰＴＡは意味があるのかと、その存在意義が問われることがあります。意味があるか

らＰＴＡ活動をしているのではなく、子どもがいて親となった私達が、誰に頼まれるこ

となく子ども達のためになるだろうと思って活動をしているのではないでしょうか。今

一緒に生活している子どものために、今やれることを、自分が出来る範囲で一生懸命や

っている、そう人たちが集まっている場所がＰＴＡという場なのではないでしょうか。 

昨今、少子化や家族のあり方が変わってきている状況において、ＰＴＡも変わってい

かざるを得ないと思います。俳句の世界では、松尾芭蕉の言う「不易流行」を理念とし

ています。変わっていくということが変わらない俳句の本質だと言う意味です。 

子ども達のためにという価値の永遠性と、実践における不断の変貌を、日立市立小・

中学校ＰＴＡ連合会は今後も忘れずにいきたいと感じています。 

結びに本日の総会が実り多いものになることを祈念して挨拶といたします。 
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平成２９年度 委員会活動報告 
 

生涯学習委員会 

委員長 赤津 猛 
 
今年度の生涯学習委員会は、１３名のメンバーでテーマを『ＰＴＡ活動の『今』を考

える』とし、会員の意思を集約し反映実行して行くことを目的に活動しました。  

具体的には、各単Ｐの今の活動内容を把握するため、アンケートを実施し、集計結果

を第２回単Ｐ会長会議で報告させていただきました。  

第２回委員会では、各単Ｐの活動を集約できるアンケート内容について議論いたしま

した。ＰＴＡ活動の問題点ばかりではなく、成功例や前向きな意見を集約することが大

切ではないかと言う意見が多く、各単Ｐの活動の参考になるような集計報告が出来るよ

うに、アンケートを実施いたしました。  

アンケートには３０校の単Ｐより回答をいただきました。３名の常任委員を中心に集

計し、第３回委員会で集計結果について議論いたしました。 これからのＰＴＡ活動に

少しでもお役に立てれば幸いです。  

今回の活動を通して、ＰＴＡ活動についてたくさんの議論を重ねることができ、有意

義な時間を過ごせたと思っております。１年間生涯学習委員会のメンバーをはじめ、多

くの皆様にご協力いただきましたこと、誠にありがとうございました。感謝申し上げま

す。  

 

 

未来委員会 

委員長 橋本 成 
 
本年度、未来委員会は昨年までの活動目的とは違い、会員の研修や資質の向上に寄与

する事業を目的に活動する事となりました。第１回単Ｐ会長会議においてメンバーの顔

合わせがあり、本年一年がスタートいたしました。  

２０１７年８月には、委員会メンバーの懇親や親睦を計る目的で懇親会を開催し、各単

Pの特色や問題点等のディスカッションを行いました。  

その中で来る第２回単Ｐ会議主管の際の事業内容の話にも及びました。  

誰もがスマートフォンやＰＣを通じてインターネットやＳＮＳから様々な情報を瞬時

に得られる時代に、私たち「親」はどのように子ども達と接し、相対して行けば良いか

等議論を重ねて参りました。近年、大人が子どもを殺めたり、辱める事件が多発する中、

「親」や「大人」はどのような心持ちであったり、姿勢を示すべきなのかを考える機会

を持ち得るべきとの見解に至りました。  

そして、開催された第２回単 P会長会議を講演形式とし、明秀学園日立高等学校硬

式野球部監督金澤成奉氏による「２１世紀を生き抜く力」とする講演をしていただく運

びとなりました。金澤氏による今までの指導者としての経験から、自分（己）を律して

自律することから、自分自身で考え行動出来る「自立」に至る行程の重要性を色々な生

徒との体験談を通して、面白く飽きないお話を聞かせていただきました。参加いただい

た複数の各単 P会長及び母親委員の皆様からも非常に有意義でしたとのお言葉をいた

だき、改めて開催して良かったと思いました。最後に、本年委員会をお支えいただいた

メンバーの皆様をはじめ、日立市 P連の事業にご参加いただいた各単 P会長様や母親

委員の皆様に感謝申し上げ、委員会報告とさせていただきます。 
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情報委員会 

委員長 木村 雅史 
 
今年度の情報委員会は、『みんなの活動 情報発信！』をテーマに１４名で活動し

て参りました。  

活動内容としては、今年度、ホームページをリニューアルし、これまでよりもさら

に見やすくなりました。  

また、皆さんからいただいた情報をブログに更新し、各学校の特色ある活動を多く

の方々に情報発信して参りました。ご協力いただきました皆様、本当にありがとうご

ざいました。  

そして、広報紙『みらい』の発行のために、情報委員の方々で田尻小学校にて開催

された『ドキドキわんでい田尻！！』の取材も行いました。  

当日は、小野会長、志摩顧問も参加いただき、地域の方々と共に作り上げた素晴らし

い活動を取材することができました。 

この１年間、情報委員の方々ととても楽しく、情報交換を行いながら活動することが

できました。  

皆さん、ありがとうございました。  

 

 

母親委員会 

委員長 石川 あゆみ 
 
今年度は、市内小学校２５校、中学校１５校の母親委員さんと、年４回の研修会、各

小中学校の情報交換を通して皆さんの学校、家庭にて役立て頂けるものをひとつでも発

信できればと思い活動して参りました。  

今年度のテーマは『転ばぬ先の数十本の杖よりも・・・』です。  

子どもに転ばぬ先の杖を何十本も用意してあげることより、転んだ時にしっかりと立

ち上がることができるように親子で足腰を鍛えていこう。そんな一朝一夕にはできない

ようなことを念頭に置きながら皆さんと交流し活動していきたいという思いを込めま

した。 

母親委員の皆さんは日頃、子育て、家事、お仕事をされている方々もいらっしゃり、

それに加えてＰＴＡ活動を引き受けられての忙しい１年間だったと思います。貴重なお

時間をいただいてのディスカッションや講習会、そして最後に予定している  

中山教育長との話し合いから、ひとつでも自校や自分に持ち帰っていただいていればと

思うばかりです。  
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平成２９年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 事業(会務)報告 

  日立市Ｐ連 茨Ｐ連・県北Ｐ連・関係団体(抜粋) 

５月  

    ７日 茨Ｐ連第４回理事会・運営会議 

１３日 平成２９年度定期総会 １４日 茨Ｐ連合同理事会 

１５日 第１回役員会 ２１日 県北Ｐ連定期総会 

    ２８日 茨Ｐ連定期総会・茨Ｐ安社員総会 

６月  

 ６日 第１回常任委員会 １０日 茨Ｐ連・茨Ｐ安合同理事研修会 

      茨Ｐ連第１回理事会・運営会議 

  
１５日 前期事務担当者会議  

２５日  第１回単Ｐ会長会議 ２日、 ６日、２４日 

   広報紙作り方研修会 

７月  
１１日 第２回役員会  ８日 茨Ｐ連女ネット研修会 

  
    

８月  

    ４日  日立市教育振興大会 

  ８日  県北Ｐ連指導者研修会スタッフ会議 

      ２５日～２６日 

      日本ＰＴＡ全国大会仙台大会 

９月  
 ５日 第３回役員会  ５日 「愛の記録」原稿締め切り 

  
    

１０月  

     １日 県北Ｐ連指導者研修会 

１７日 第４回役員会   ２１日～２２日 

    日本ＰＴＡ関東ブロック大会群馬大会 

１１月  

     １日 いばらき教育の日推進大会 

    １１日 茨Ｐ連第２回理事会・運営会議 

２８日  第２回常任委員会 ２５日 茨城県ＰＴＡ振興大会 

１２月  
  

 
 ２日 茨城県ＰＴＡ振興大会表彰式典 

１７日  第２回単Ｐ会長会議 
  

１月  
9 日 第５回役員会     

１６日 第３回常任委員会     

２月  
  

 ７日 青少年健全育成茨城県推進大会 

     ８日 後期事務担当者会議 

２７日  第６回役員会   書き損じはがき集約 

３月  
     ３日 茨Ｐ連第３回理事会・運営会議 

    

４月  
１０日 第７回役員会     

１７日 第４回常任委員会 ３０日 広報紙コンクール応募締め切り 

５月  
１２日 平成３０年度定期総会     

  
    

茨Ｐ連：茨城県ＰＴＡ連絡協議会  茨Ｐ安：茨城県ＰＴＡ安全互助会  県北Ｐ連：県北地区ＰＴＡ連絡協議会 

mailto:p@yg%20事務担当者会議・理事会
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平成２９年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 各委員会事業報告 

  生涯学習委員会 未来委員会 情報委員会 母親委員会 

５月  
        

        

６月  

２５日 ２５日 ２５日 ２５日 

第１回単Ｐ会長会議 第１回単Ｐ会長会議 第１回単Ｐ会長会議 第１回単Ｐ会長会議 

第１回委員会 第１回委員会 第１回委員会 第１回委員会 

７月  
      ８日 

      県女ネット研修会  

８月  
１９日 １８日 １日   

第２回委員会 第２回委員会 第２回委員会   

９月   
  

 
１２日 

 
    第２回委員会 

１０月     
  

   
  

１１月  

１７日   ４日 １５日 

第３回委員会   第３回委員会 第３回委員会 

   （県北女ネット研修会参加） 

１２月  

 
１３日 

  
 第３回委員会   

１７日 １７日 １７日 １７日 

第２回単Ｐ会長会議 第２回単Ｐ会長会議 第２回単Ｐ会長会議 第２回単Ｐ会長会議 

１月  
    １９日 ３０日 

    第４回委員会 第４回委員会 

２月  
 

  １日   

  広報紙「みらい」  

 
  ４５号発行   

３月  
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平成３０年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 事業(会務)計画（案） 

  日立市Ｐ連 茨Ｐ連・県北Ｐ連・関係団体(抜粋) 

５月 

１２日 平成３０年度定期総会 １３日 茨Ｐ連第４回理事会・茨Ｐ安運営会議 

１５日 第１回役員会 ２０日 県北Ｐ連定期総会 

    ２７日 茨Ｐ連定期総会・茨Ｐ安社員総会 

  
６月 

 ５日 第１回常任委員会  ９日 茨Ｐ連女ネット研修会 

  
 

〃 茨Ｐ連・茨Ｐ安合同理事研修会 

    〃 茨Ｐ連第１回理事会・運営会議 

  
１３日 前期事務担当者会議（県北） 

２４日 第１回単Ｐ会長会議 
５、１２、
２３日 

広報紙作り方研修会 

７月 １０日 第２回役員会 
  

書き損じはがき集約～夏季休業中 
  

８月 

    ３日 日立市教育振興大会 

    
  ２４日～
２５日 

日本ＰＴＡ全国大会新潟大会 

９月 

 ４日 第３回役員会 ５日 「愛の記録」原稿締め切り 

    ２９日 県北Ｐ指導者研修会 

    

１０月 

１６日 第４回役員会     

  
    

  
 

    

１１月 
  

１日 いばらき教育の日推進大会 

 ６日 第２回常任委員会 ３日 茨Ｐ連第２回理事会・運営会議 

    １７日 茨城県 PTA 発足７０周年振興大会 

１２月 

  第２回単Ｐ会長会議 
 ８日 

茨城県 PTA 発足７０周年振興大会表
彰式典     

    

１月 

 ８日 第５回役員会     

１５日 第３回常任委員会     

    

２月 
  

６日 青少年健全育成茨城県推進大会 

    １４日 後期事務担当者会議（合同） 

２６日 第６回役員会   書き損じはがき集約～２／９ 

３月     ２日 茨Ｐ連第３回理事会 

４月 

 ９日 第７回役員会     

１６日 第４回常任委員会 
  

  ３０日 広報紙コンクール応募締め切り 

５月 １１日 平成３１年度定期総会 

    

    

  

茨Ｐ連：茨城県ＰＴＡ連絡協議会  茨Ｐ安：茨城県ＰＴＡ安全互助会  県北Ｐ連：県北地区ＰＴＡ連絡協議会  

mailto:p@yg%20事務担当者会議・理事会
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平成３０年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 各委員会事業計画（案） 

  生涯学習委員会 未来委員会 情報委員会 母親委員会 

５月 
        

        

６月 

２４日 ２４日 ２４日 ２４日 

第１回単Ｐ会長会議 第１回単Ｐ会長会議 第１回単Ｐ会長会議 第１回単Ｐ会長会議 

第１回委員会 第１回委員会 第１回委員会 第１回委員会 

        ９日 県女ネット研修会 

７月 
        

        

８月 
第２回委員会 第２回委員会 第２回委員会   

        

９月  
  

 
第２回委員会 

 
      

１０月 
    

 
  

第３回委員会 第３回委員会 第３回委員会   

１１月 

      １７日 県北女ネット研修会 

      
（７０周年記念振興大会への

参加） 

１２月  
  

 
  

第２回単Ｐ会長会議 第２回単Ｐ会長会議 第２回単Ｐ会長会議   

１月 
      第３回委員会 

        

２月  
  第４回委員会   

 
      

３月 

    １日   

    広報紙「みらい」   

    ４５号発行   
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  平成３０年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 予算書（案） 

  
収入総額 2,667,199 円 

  
支出総額 2,667,199 円 

  
差引残額 0 円 

      〈 収入の部 〉 
   

（単位：円） 

項 目 
本年度 前年度 比   較 

備    考 
予算額 予算額 増 減 

１ 会 費 2,041,000 2,298,801   257,801   

 （１）市Ｐ連会費 204,000 233,512   29,512  17 円×12,000 人(児童・生徒数) 

 （２）県北Ｐ連会費 22,000 24,734   2,734   2 円×11,000 人(ＰＴＡ会員数) 

 （３）茨Ｐ連会費 1,815,000 2,040,555   225,555 165 円×11,000 人(ＰＴＡ会員数) 

２ 補助金 623,000 623,000     市教委より 

３ 雑収入 3,199 3,199     利息等 

計 2,667,199 2,925,000   257,801   

      
      〈 支出の部 〉 

   
（単位：円） 

項 目 
本年度 前年度 比   較 

備    考 
予算額 予算額 増 減 

１ 事務費 40,000 60,000   20,000   

 （１）消耗品費 35,000 55,000   20,000 用紙類，事務用品，印刷機関係消耗品等 

 （２）通信費 5,000 5,000     切手等 

２ 総会費 50,000 60,000   10,000 会場使用料，スタッフ昼食代等 

３ 分担金 1,840,800 2,068,585   227,785   

 （１）県北Ｐ連分担金 25,500 27,274   1,774   2 円×ＰＴＡ会員数＋団体登録料＋振込料 

 （２）茨Ｐ連分担金 1,815,300 2,041,311   226,011 165 円×ＰＴＡ会員数＋振込料 

４ 研修費 420,000 610,000   190,000 市教委からの補助金充当 

 （１）未来委員会 70,000 100,000   30,000 会議費，消耗品等 

 （２）生涯学習委員会 50,000 50,000 
 

  会議費，消耗品等 

 （３）情報委員会 150,000 150,000     広報紙印刷代，会議費，消耗品等 

 （４）母親委員会 100,000 100,000     会議費，消耗品等 

 （５）全国大会 5,000 80,000   75,000  

 （６）関東ブロック大会 15,000 100,000   85,000  

 （７）研修予備費 30,000 30,000     研修会補助等 

５ 会議費 65,000 65,000       

 （１）会議費 35,000 35,000     飲物代，資料印刷代等 

 （２）交通費 30,000 30,000     旅費，駐車料金等 

６ 広報費 160,000 160,000     
市教委からの補助金充当 
ホームページ更新費，通信料 

７ 委員会費 90,000 90,000     各委員会活動費 

８ 予備費 1,399 1,415   16   

計 2,667,199 3,115,000   447,801   
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平成３０年度 県ＰＴＡ連絡協議会助成金 予算書（案） 

  
収入総額 253,885 円 

  
支出総額 253,885 円 

  
差引残額 0 円 

      
〈 収入の部 〉 

   
（単位：円） 

項 目 
本年度 前年度 比   較 

備    考 
予算額 予算額 増 減 

１ 助成金 190,000 190,000 
 

    

２ 雑収入 0 0     利息等 

３ 繰越金 63,885 0 63,885     

計 253,885 190,000 63,885     

      

      
〈 支出の部 〉 

   
（単位：円） 

項 目 
本年度 前年度 比   較 

備    考 
予算額 予算額 増 減 

１ 全国大会補助金 100,000 80,000 20,000     

２ 関東大会補助金 150,000 100,000 50,000     

３ 予備費 3,885 10,000 
 

6,115   

計 253,885 190,000 63,885     
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平成３０年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 特別会計予算書（案） 

 

      収入総額 1,368,000 円     

      支出総額 1,368,000 円     

      差引残額 0 円     

                

                

〈 収入の部 〉           （単位：円） 

項   目 本 年 度 前 年 度 増  減 付  記 

補 助 金 1,368,000 1,368,000 0  日立市（生涯学習課） 

合    計 1,368,000 1,368,000 0    

                

                

〈 支出の部 〉           （単位：円） 

項   目 本 年 度 前 年 度 増  減 付  記 

校外指導費 200,000 200,000 0  ＠５,０００円×４０校 

奨励事業費         

 （１）部活動奨励費 828,000 828,000 0    

 （２）学校安全奨励費 340,000 340,000 0    

合  計 1,368,000 1,368,000 0    

                

※校外指導費 児童・生徒の校外指導を奨励するための市よりの補助金（各校５，０００円） 

※部活動奨励費 児童・生徒の課外活動（部活動等）を奨励するための市よりの補助金。   

  市Ｐ連では、各学校の児童・生徒数に応じて配分している。   

※学校安全奨励費 各学校のＰＴＡ活動を奨励するための市よりの補助金。     

  市Ｐ連では、各学校の児童・生徒数に応じて配分している。   

                

                

                

日立市生涯学習関連事業   日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会運営事業補助金 

                

  補助金総額 市Ｐ連補助金 各校補助金 

平成２６年度 1,991,000  623,000  1,368,000  

平成２７年度 1,991,000  623,000  1,368,000  

平成２８年度 1,991,000  623,000  1,368,000  

平成２９年度 1,991,000  623,000  1,368,000  

平成３０年度 1,991,000  623,000  1,368,000  
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日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会会則（案） 

 

 

 

第一章  総 則 

 

（名称・事務局） 

第１条 この会は，日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会と称する． 

第２条 この会の事務局は，会長所属校におく． 

（目的・活動） 

第３条 この会は，日立市立小・中学校ＰＴＡ相互の連絡協調を図り，ＰＴＡ活動の趣旨 

の徹底とその発展に寄与することを目的とする． 

第４条 この会は，前条の目的を達成するために次の事を行う． 

（１）相互連絡の会議開催 

（２）各校ＰＴＡの連絡及び各種教育関連団体との連携に関すること 

（３）会員の研修に関すること 

（４）教育振興に関すること 

（５）児童生徒の校外指導に関すること 

（６）その他この会の目的を達成するために必要なこと 

 

 

第二章  会 員 

 

（会 員） 

第５条 この会は，日立市立小・中学校ＰＴＡ会員をもって組織する． 

 

 

第三章  会 計 

 

（経 理） 

第６条 この会の経理は，会費及びその他の収入をもってあてる． 

２ この会は，特別会計をおくことができる． 

（会 費） 

第７条 この会の会費は，児童生徒１人あたり年間１７円の分担金とする．他に茨城県県 

北地区ＰＴＡ連絡協議会，茨城県ＰＴＡ連絡協議会の分担金は，付則第３条によ 

るものとし，その徴収は本会が行う． 

（会計年度） 

第８条 この会の会計年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする． 

（予 算） 

第９条 この会の会計は，総会で決議された予算にもとづいて行われる． 

（決 算） 

第１０条 この会の決算は，会計監査を経て総会に報告され，承認を得なければならない． 
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第四章  役 員・常任委員 

 

（役員・常任委員） 

第１１条 この会の役員は，次の通りとする． 

会長 １名，副会長 ４名，幹事（事務局長・幹事局長・副局長） 

２ この会の常任委員は，各専門委員会３名とする． 

 

（資 格） 

第１２条 この会の役員・常任委員・幹事局員は，日立市立小・中学校ＰＴＡの会員であ 

り，かつ，各校ＰＴＡの現役員または役員経験者とする．  

（任 期） 

第１３条 この会の役員・常任委員の任期は，１年とする．ただし再任することができる． 

（任 務） 

第１４条 この会の役員・常任委員の任務は，次の通りとする． 

１ 会長 

（１）会長は，会を代表し，会務を総括する． 

（２）総会を招集する． 

（３）役員会・常任委員会・その他の会を招集する． 

2 副会長 

（１）副会長は，会長を補佐し，会長事故あるときは，これを代行する． 

（２）各専門委員会の委員長を担当する． 

３ 幹事（事務局長・幹事局長・副局長） 

（１）事務局長，事務局員をまとめ，庶務・会計を担当する． 

（２）幹事局長・副局長は，幹事局員をまとめ会長および各専門委員会の活動の補佐

をする． 

４ 常任委員 

（１）常任委員は，副会長を補佐する． 

（２）各専門委員会の副委員長を担当する． 

 

 

第五章  会計監査 

 

（会計監査委員） 

第１５条 この会に会計監査委員２名をおき，任期は２年とする．ただし再任することが 

できる． 

（会計監査委員の任務） 

第１６条 会計監査委員は，その年度の会計を監査し，総会においてその結果を報告しな 

ければならない． 
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第六章  選 出 

 

（選考委員会） 

第１７条 この会は，会長・副会長・常任委員・会計監査委員を選出するため，選考委員 

会を設置する． 

（１）選考委員会は，付則第２条に定める３地域より２名ずつ計６名をもって構成し， 

選考結果を総会に諮り決定する． 

（２）選考委員は，常任委員会にて選出する． 

（３）会長は，第１２条の規定にもとづき選出する． 

（４）副会長は，第１２条の規定にもとづき，原則として付則第２条に定める３地域 

より各１名ずつ３名を選出し母親委員長を加え，合計４名とする． 

（５）常任委員は，第１２条の規定にもとづき，付則第 2条に定める 3地域より各 3 

名，計 9名と母親委員 

より 3名を選出する． 

（６）会計監査委員は，付則第２条に定める３地域の中より計２名を選出する． 

（７）選考委員会はその任務を終了した時に解散する． 

（幹 事） 

第１８条 幹事は，会長が委嘱する． 

 

 

 

 

第七章  会議・委員会活動 

 

（会議の種類） 

第２０条 この会の会議は，総会・役員会・常任委員会・専門委員会とする． 

（総 会） 

第２１条 総会は，この会の最高決議機関で，各校ＰＴＡの代表者をもって構成し，次の 

事項を審議決定する． 

（１）事業報告・決算の承認 

（２）事業計画・予算の決定 

（３）役員・会計監査委員の承認 

（４）会則の改正 

（５）その他の必要事項の審議決定 

（総会の招集） 

第２２条 総会は，会長が年１回招集し開く．ただし会長が必要と認めた時，又は各校Ｐ 

ＴＡ代表者の３分の２以上の要求があったときは，会長は臨時に招集し，開かな 

ければならない． 

（議 決） 

第２３条 総会は，各校ＰＴＡ代表者の過半数の出席をもって成立し，議事は，出席者の 

過半数の同意で決める． 
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（役員会） 

第２４条 役員会は，役員をもって構成し，必要に応じて会長が招集し，次の事項を審議 

する． 

（１）常任委員会への提案事項 

（２）その他緊急事項についての処理 

（常任委員会） 

第２５条 常任委員会は，常任委員と役員をもって構成し，必要に応じて会長が招集し， 

次の事項を審議する． 

（１）総会に提出する議案と報告書の作成 

（２）総会決議事項の運営 

（３）その他，必要事項の処理 

（専門委員会） 

第２６条 専門委員会は原則として各校ＰＴＡの代表者をもって４委員会を構成し，次の

ことを行う． 

（１）未来委員会    会員の研修に関すること 

（２）生涯学習委員会  ＰＴＡ活動の趣旨の徹底とその発展に寄与すること 

（３）情報委員会    この会の情報交流に関すること 

（４）母親委員会    母親としての研修と資質向上に関すること  

  （５）必要に応じて他の専門委員会を置くことができる。 

 

第八章  顧 問 

 

（顧 問） 

第２７条 会長は，本会の役員を退いた者及び必要と認めた者を顧問として委嘱すること 

ができる． 

2 顧問の人数は，若干名とし，その在任期間は１年とする． 

（任 務） 

第２８条 顧問は，役員会・常任委員会の要請により，必要に応じて本会活動の発展的， 

継承的事項について相談にあたる． 
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第九章  付 則 

 

第１条 会則の改正は，総会出席者の２／３以上の同意がなければならない． 

第２条 各校ＰＴＡの地域を次のように定める． 

・北部地域 

櫛形小，山部小，豊浦小，日高小，田尻小，滑川小，中里小，十王中，豊浦中，

日高中，滑川中，中里中 

・中部地域 

仲町小，宮田小，中小路小，助川小，会瀬小，成沢小，諏訪小，油縄子小，大

久保小，塙山小，平沢中，駒王中，助川中，多賀中，大久保中 

・南部地域 

坂本小，東小沢小，久慈小，大みか小，水木小，大沼小，金沢小，河原子小，

坂本中，久慈中，泉丘中，台原中，河原子中 

第３条 茨城県県北地区ＰＴＡ連絡協議会の会費として，保護者・教職員 1人あたり年間 

２円の分担金を徴収する。茨城県ＰＴＡ連絡協議会の会費として，保護者・教職 

員 1人あたり年間１６５円の分担金を徴収する． 

第４条 この会則は，昭和３５年１０月１日より実施する． 

和５４年５月１９日 一部改正 

昭和５６年５月１０日 改  正 

昭和５８年５月 ８日 一部改正 

昭和６３年５月１４日 一部改正 

平成 元年５月１３日 一部改正 

平成 ２年５月１２日 一部改正 

平成 ４年５月 ９日 一部改正 

平成 ７年５月２０日 一部改正 

平成 ９年５月１０日 一部改正 

平成１０年５月 ９日 一部改正 

平成１１年５月 ８日 一部改正 

平成１１年８月 ４日 一部改正 

平成１２年５月１３日 一部改正 

平成１３年５月１２日 一部改正 

平成１６年１２月１日 一部改正 

平成１８年２月２３日 一部改正 

平成１９年２月２２日 一部改正 

平成２０年２月１３日 一部改正 

平成２１年５月 ９日 一部改正 

平成２２年５月 ８日 一部改正 

平成２３年５月 ７日 一部改正 

平成２４年５月１２日 一部改正 

平成２９年５月１３日 一部改正 

平成３０年５月１２日 一部改正施行する． 
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旅 費 細 則 
 

第１条 会員が会務のため出張した場合には，当該会員に対し，旅費を支給する。 

  ただし，単位ＰＴＡから支給される場合を除く。 

 

第２条 旅費の種類は，鉄道賃，車賃とする。 

２ 鉄道賃は鉄道旅行について，路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

３ 車賃は，陸路（鉄道を除く 以下同じ）旅行について，路程１キロメートル当り

の定額又は実費額により支給する。 

 

第３条 旅費は，最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算す

る。 

 

第４条 鉄道賃の額は，旅客運賃のほか，急行料金及び座席指定料金による。ただし，急

行料金及び座席指定料金については，次の各号に該当する場合に限り支給する。 

（１）急行料 

ア 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道５０キロメートル以上のもの 

イ 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道１００キロメートル以上のも

の 

（２）座席指定料金 

座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で，片道１００キロメート

ル以上のもの 

 

第５条 車賃の額は，片道１キロメートルにつき６０円とする。ただし，片道１０キロメ 

ートルに満たない場合は一律５００円とする。 

 

第６条 前各条に定めるもののほか，特殊な場合については，役員会の協議により決定す 

る。ただし，急を要する場合は，会長が決定する。 

 

 

付則 この細則は平成２９年５月１３日より施行する。 

 

 

 

 

  



 

平成３０年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 組織図（案） 

会 員 各校ＰＴＡ代表（４０校） 

委員会 生涯学習委員会 未来委員会 情報委員会 母親委員会 

常任委員 

北部地区 宇野 清志 （櫛形小） 遠藤 浩二 （滑川中） 磯崎 潤一 （豊浦小） 木村 麻吏子 （滑川小） 

中部地区 田村 直樹 （多賀中） 石黒 康成 （仲町小） 菅原 一禎 （会瀬小） 佐久間 優子 （中小路小） 

南部地区 前野 滋樹 （東小沢小） 佐藤 賢  （泉丘中） 井坂 英樹 （台原中） 寺山 千鶴子 （台原中） 

委員長（副会長） 安 浩司  （坂本小） 草地 学 （中小路小） 飛田 俊輔 （久慈小） 
縮 美雪   （塙山小） 

(副)菊池 聡子 （大久保中） 

会長 木村 雅史（豊浦中） 

          
幹事 監事（会計監査） 顧問 

事務局（日立市立豊浦中学校） 幹事局 有金 重幸（大久保中） 志摩 邦雄 （十王中） 

事務局長 井坂 雄爾（豊浦中） 幹事局長     竹山 広行 小野 智久 （油縄子小） 

事務局員 
  

副局長          根本衣美子 

  
  

幹事局員 
 

    石川あゆみ （台原中） 

  
  

橋本 成 （大みか小） 金丸 さつき（助川小）         

   千葉 隆一（油縄子小） 遠藤 広子 （滑川小） 
 

      

  
  

豊田 義幸（会瀬小） 酒井 美奈子（成沢小）         

      
 

川﨑 美樹（大みか小）         

          
日本ＰＴＡ全国協議会 ・ 茨城県ＰＴＡ連絡協議会 日立市教育委員会 ・ 日立市青少年育成推進会議 

県北地区ＰＴＡ連絡協議会 日立市学校長会 ・ 日立市教育研究会 

2
1
 



 

 

 


