
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 

 

定 期 総 会 

日 時 令和元年５月１１日(土) １６時００分より 

場 所 日立シビックセンター 多用途ホール 

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３０年度事業報告 

第２号議案 平成３０年度決算報告 

第３号議案 平成３０年度会計監査報告 

第４号議案 令和元年度事業計画（案） 

第５号議案 令和元年度予算（案） 

第６号議案 新役員選考結果報告・承認 

第７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３０年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 会長  木村 雅史 

 

日頃より日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会の活動にご理解、ご協力いただき誠にありがと

うございます。また、日立市をはじめ日立市教育委員会及び関係機関の皆様には、ＰＴＡ活

動に対して多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。 

日立市 P連の平成３０年度のスローガンは「つないでいこう！きずいていこう！仲間の輪」

とし、各学校での普段のＰＴＡ活動をもっと多くの方々に知っていただき、共有することで、

これから始まる新しい時代にもこの活動をつないでいき、そして、困った時でも助け合える

たくさんの仲間の輪をきずいていこうという思いで活動して参りました。 

その活動としては、新潟県で開催された「第６６回日本ＰＴＡ全国研究新潟大会」へ多く

の仲間と参加し、県内外で私たちと同じように活動しているＰＴＡ会長の方々と情報を交換

したり、講演を聴くことでたくさんの刺激を受け今後の活動の参考にすることができました。

また、１１月に池の川さくらアリーナで開催された「茨城県ＰＴＡ発足７０周年記念振興大

会」では皆さんにスタッフとしてご協力いただき、県内各地から約２０００名の方々を迎え

ることができました。その大会では、日立市立久慈中学校の久慈中ソーラン・黒潮太鼓をオ

ープニングアトラクションで披露し、集まった方々に元気と感動を与えてくださいました。 

各委員会活動では、生涯学習委員会と未来委員会が合同で開催した第２回単 P会長会議で

は、いきいき茨城ゆめ国体のマスコットキャラクター「いばラッキー」をデザインしたミウ

ラナオコさんに「アートな視点」と題して講演をいただきました。その後、小学校・中学校

に分かれてグループディスカッションを行い、各学校での活動を紹介しあったり、悩みごと

を相談することができました。また、今後の市 P連の活動への提案など未来につながる話し

合いもできました。 

情報委員会では、各学校の特色ある活動をブログにアップしていただきました。また、広

報紙「みらい ４５号」では各学校での活動を掲載していただき、日立市内の小中学校の活発

な活動を多くの方々に伝えることができました。 

母親委員会では、３回の委員会で皆さんの悩みなどを解決できるようなグループディスカ

ッションや母親委員ならではの講演会などを通して、多くのことを学んだり情報を交換する

などの活動を行っていただきました。 

このような貴重な経験は誰でもできることではありません。この経験は今後のＰＴＡ活動

や私たち自身にも大きなプラスとなっていくことと思いますので、これからも多くの方々に

伝えて仲間の輪をつないでいっていただきたいと考えます。 

最後に、日立市 P連が「平成」の多くの仲間達の思いを受け継ぎ、新たな時代「令和」の

仲間と歩んでいきたいと思いますので、皆さんのご協力を宜しくお願い致します。 
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平成３０年度 委員会活動報告 
 
 
 

【生涯学習委員会】 

委員長 安 浩司（坂本小） 

常任委員 宇野 清志（櫛形小） 田村 直樹（多賀中） 前野 滋樹（東小沢小） 

委 員 土岐 美麿（田尻小） 井坂 健治（十王中） 瀧 尚久（成沢小） 

 早川 幸宏（油縄子小） 丹野 伸彦（塙山小） 大友 透（駒王中） 

 瀧 文彦（大久保中） 赤津 謙（久慈小） 益子 和久（河原子小） 

幹事局 橋本 成（大みか小） 
 
平成 30年度の生涯学習委員会は、「持続可能なＰＴA活動へ」のテーマのもと、14名

で活動してまいりました。具体的には、ＰＴA活動についての学習機会を設け、単Ｐに持ち

帰り、現在だけでなく将来の活動にも活かしてもらいたい、というものです。 

６月・８月・１０月の３回の委員会を経て、１２月の第２回単Ｐ会長会議の中で生涯学習

委員会の企画として、グループディスカッション「みんなで語ろう！ＰＴA活動」を行いま

した。 

生涯学習委員が進行役を務め、参加者の皆様には単Ｐでの活動について、特色ある活動・

成功体験・失敗談等、短い時間の中、熱く語ってもらいました。ここで得たものを、ぜひ単

Ｐでの活動に活かしてください。 

最後に、不慣れな私についてきてくださった生涯学習委員の皆様、各種取り組みにご協力

いただいた皆様、１年間ありがとうございました！ 

 

 

 

【未来委員会】 

委員長 草地 学（中小路小） 

常任委員 遠藤 浩二（滑川中） 石黒 康也（仲町小） 佐藤 賢（泉丘中） 

委 員 遠田 正樹（日高小） 大髙 文英（豊浦中） 和田 規寿（中里小・中） 

 福地 秀太郎（宮田小） 北山 真（助川小） 柴田 泰介（大久保小） 

 菊池 聖一（平沢中） 川端 章夫（大みか小） 飯田 健一（水木小） 

幹事局 千葉 隆一（油縄子小） 

 

未来委員会では、「点はいずれ線となり、線はいずれ面となる！」をテーマに活動を進め

てまいりました。 

委員会の会合すべてにおいて、自分の学校自慢やＰＴＡ活動での課題と他校での実践策な

ど時間の許す限り語り合いました。委員会が主管する第２回単Ｐ会長会議では、いばらき国

体マスコットキャラクターの生みの親ミウラナオコさんに講演頂き、子どもたちや物事にお

ける新たな視点で新たな見え方や考え方が生まれることを学ぶ機会を創出できました。 

最後に、本委員会の仲間をはじめ、日立市Ｐ連に関わりましたすべての方との出会いに感

謝致します。 
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【情報委員会】 

委員長 飛田 俊輔（久慈小） 

常任委員 磯崎 潤一（豊浦小） 菅原 一禎（会瀬小） 井坂 英樹（台原中） 

委 員 安島 絵美（山部小） 加藤 明（滑川小） 鈴木 一兄（日高中） 

 久保木 克己（諏訪小） 鈴木 啓之（助川中） 堀内 弘（大沼小） 

 堀米 正和（金沢小） 石井 哲也（坂本中） 髙畠 一典（久慈中） 

幹事局 豊田 義幸（会瀬小） 

 

平成 30年度の情報委員会は、「情報を発信しよう！活用しよう！」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、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。そして、広報紙『みらい』の発行のために、情報

委員で金沢小学校のバザーの取材も行いました。金沢小ＰＴAの皆さんが作り上げた想像以

上に本格的な素晴らしいバザー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。 

ご協力いただ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 縮 美雪（塙山小） 

副委員長 菊池 聡子（大久保中） 

常任委員 木村 麻吏子（滑川小） 佐久間 優子（中小路小） 寺山 千鶴子（台原中） 

委 員 奥山 克子（櫛形小） 佐藤 京子（山部小） 佐々木 亜衣（豊浦小） 

 志賀 友香（日高小） 山本 幸江（田尻小） 荒川 悦子（十王中） 

 嵯峨 康子（豊浦中） 岡﨑 宏美（日高中） 川上 知里（滑川中） 

 小橋 真由美（中里小・中） 瀬川 三恵（仲町小） 渡邊 美映（宮田小） 

 一ノ坪 厚子（助川小） 秋元 加奈子（会瀬小） 長谷川 知佳（成沢小） 

 福田 早苗（諏訪小） 柳林 雅子（油縄子小） 大森 えりか（大久保小） 

 萩原 恵（塙山小） 吉田 美保子（平沢中） 佐藤 涼子（駒王中） 

 篠原 未帆（助川中） 西成田 のぶ子（多賀中） 石田 香代子（坂本小） 

 大貫 順子（東小沢小） 神白 由里子（久慈小） 大村 真理子（大みか小） 

 加瀬 裕美（水木小） 會澤 ちあき（大沼小） 寺山 幸絵（金沢小） 

 川上 由美（河原子小） 鈴木 政恵（坂本中） 飛田 さち子（久慈中） 

 木邑 寿子（泉丘中） 太樂 礼子（河原子中） 

幹事局 金丸 さつき（助川小） 遠藤 広子（滑川小） 酒井 美奈子（成沢小） 

 川﨑 美樹（大みか小） 

 

平成 30年度の母親委員会は「子どもがいるから母親になれた！そしてママネットワーク」

をテーマに、45名で活動しました。 

 第 1回委員会は、グループディスカッション「PTA活動」をテーマに活発な意見交換

ができました。また、県北 P連女ネット研修会「親子のコミュニケーション」グループディ

スカッションに参加。第 2回委員会は、「アンガーマネジメント～怒りと上手に付き合って

～」講師 菊池登茂子先生に講演いただきました。そして「親の悩み～メディア編～」につい

てファシリテーションを実施。第 3回委員会は、２月１５日にメディカルアロマ講習会。講

師 白石久美先生を迎えてアロマのノウハウを学び、クラフトは、間違って飲んでも大丈夫！

「バスボム」作製。ひとつでも各単 Pでの活動に役立てていただければ嬉しいです。また、

継続事業の「お弁当の日」、独自のスタイルで実施し、各校とも好評を得ています。委員会活

動にご支援・ご協力いただき、感謝申し上げます。 
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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)報告 

  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 
１２日 
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 

    ２２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 

   ８日 
 

茨城県 PTA発足７０周年振興大会表
彰式典 １６日 第２回単Ｐ会長会議 

    

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 令和元年度定期総会 

    

    

  

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 

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 
２８日 ２３日 ３１日   

第２回委員会 第２回委員会 第２回委員会   

９月  
  

 
２２日 

 
    県北女ネット研修会 

１０月 
３０日   

 
  

第３回委員会     

１１月 

  ２２日 ２０日 １７日 県北女ネット研修会 

  第３回委員会 第３回委員会 
（７０周年記念振興大会への

参加） 

１２月 
１６日 １６日 １６日 １３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回委員会 

１月 
       

        

２月  
２５日 １５日 １５日 

 
第４回委員会 第４回委員会 第３回委員会 

３月 

    １日   

    広報紙「みらい」   

    ４５号発行   
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令和元年度 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 

１１日 令和元年度定期総会 １２日 茨Ｐ連第４回理事会・茨Ｐ安運営会議 

１４日 第１回役員会 １９日 県北Ｐ連定期総会 

    ２６日 茨Ｐ連定期総会・茨Ｐ安社員総会 

  
６月 

 ４日 第１回常任委員会 
 ８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 

    １８日 前期事務担当者会議（県北） 

  
４、１１、
２２日 

広報紙作り方研修会 

２３日 第１回単Ｐ会長会議 ２９日 茨Ｐ連女ネット研修会 

７月  ９日 第２回役員会 
  

書き損じはがき集約～夏季休業中 
  

８月 

    ２日 日立市教育振興大会 

    
  ２３日～ 
 

２４日 
日本ＰＴＡ全国大会兵庫大会 

  ３１日 県北Ｐ指導者研修会 

９月 

 ３日 第３回役員会 ５日 「愛の記録」原稿締め切り 

    
  

    

１０月 

１５日 第４回役員会 
 １２日～ 

 
１３日 
関東ブロック研究大会千葉大会 

  
    

  
 

    

１１月 
  

１日 いばらき教育の日推進大会 

 ５日 第２回常任委員会 ２日 茨Ｐ連第２回理事会・運営会議 

    １６日 茨城県 PTA振興大会（神栖市） 

１２月 

  第２回単Ｐ会長会議  ７日 茨城県 PTA振興大会表彰式典 

    
  

    

１月 

 ７日 第５回役員会     

１４日 第３回常任委員会     

    

２月 
  

５日 青少年健全育成茨城県推進大会 

    １３日 後期事務担当者会議（合同） 

２５日 第６回役員会   書き損じはがき集約～２／１３ 

３月 
    ７日 茨Ｐ連第３回理事会 

    

４月 

 ７日 第７回役員会     

１４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  ９日 令和２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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令和元年度 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 

２３日 ２３日 ２３日 ２３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 

        県女ネット研修会  ２９日 

７月 
        

       

８月 
第２回委員会 第２回委員会 第２回委員会   

      県北女ネット研修会 ３１日 

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 
       

      
 

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 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」   

    ４６号発行   

   



9 

 

 

日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会会則 

 

 

 

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． 

 

 

 

 

  



13 

 

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 
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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。 

 

 

 

 

  



 

令和元年度 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 組織図（案） 

会 員 各校ＰＴＡ代表（３９校） 

会長 木村 雅史（豊浦中） 

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 

委員長（副会長） 草地 学  （中小路小） 安 浩司 （坂本小） 磯崎 潤一 （豊浦中） 
金丸 さつき （助川小） 

(副) 木村 麻吏子 （滑川中） 

常任委員 

北部地区 大高 文英 （豊浦中） 皆川 和洋 

 

（日高中） 遠藤 浩二 （滑川中） 奥山 克子 （櫛形小） 

中部地区 福地 秀太郎（宮田小） 北山 真  （助川小） 山口 新吾

  

（塙山小） 浅野 華子 （多賀中） 

南部地区 益子 一伸 （河原子中） 渡辺 勝俊 （坂本小） 井坂 英樹 （台原中） 宮田 真歩 （大沼小） 

          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 飛田 俊輔（久慈小） 竹山 広行 根本衣美子 

事務局員 
  

副局長          石川あゆみ 

  
  

幹事局員 
 

    縮 美雪 （大久保中） 

   豊田 義幸（助川中） 遠藤 広子 （滑川小）     
  

   石黒 康也（仲町小） 酒井 美奈子（多賀中） 
 

      

  
 

佐藤 賢 （泉丘中） 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 ・ 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 
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