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令和３年度武⽣⾼校 PTA 代議員会・全員協議会

結果報告

記
１．代議員会 結果について
すべての議事について、全会⼀致でご承認いただきました。ありがとうございました。
議 事

承認

⾮承認

１．令和２年度 事業報告

１０９

０

２．令和２年度 諸会計決算報告（会計監査報告）

１０９

０

３．令和３年度 事業計画書（案）

１０９

０

４．諸会計予算（案）

１０９

０

２．ご質問・ご意⾒への回答（PTA）
たくさんのご質問・ご意⾒ありがとうございました。
今年度も通常とは異なる運営が余儀なくされております。
保護者の皆様にご納得していただけるよう学校とも相談・協⼒しながら進めて参りま
すので、皆様のご理解とご協⼒をお願いいたします。
ご質問・ご意⾒
令和２年度 PTA

PTA

特 別 基 ⾦ と し て

回答
PTA 特別基⾦については、PTA ⼀

会計 決算書

1,000,000 円 繰 り 出 し て い る

般会計に該当しない、事業、備品購⼊、

（⽀出の部）

が、余った予算を⾦額合わせし

修繕費、不測の事態、⼜は⼀般会計予

学校教育協⼒費

ているだけにしか思えない。

算内での特別な⽀出に円滑に対応す

５ 積⽴⾦

無理に⾦額合わせをせず繰越
⾦として管理していくべきで
はないか。

ることを⽬的として設置されており
ます。
令和２年度決算において PTA 特別
基⾦へ 1,000,000 円繰り出しを⾏い
ました。これは以前より予定されてお
りました武⽣⾼校のリノベーション

に合わせて購買施設の移転費⽤の⼀
部を特別基⾦より⽀出予定している
ためです。
今後も⼀般会計の余剰⾦状況や特別
基⾦残⾼状況等を踏まえながら PTA
活動のための有効活⽤を図って参り
ます。
令和２年度

冷房設備設置基⾦が⼤幅に増

県⽴⾼校の「普通教室」の冷房設備に

冷房設備会計

加している。将来のために備え

ついては令和元年度より県が整備を

決算書

るのも⼤事ではあるが、集めた

することとなり、PTA 等の援助によ

お⾦は集めた年代のために利

り以前より設置を⾏っていた学校に

⽤していただきたい。

ついては県が冷房設備買い上げを⾏

冷房設備設置
基⾦ 決算書

いました。
県⽴⾼校は冷暖房設備費を今

しかし、武⽣⾼校内の「特別教室」な

年度より県が⾒てくれるとお

どの冷房設備は対象外であり、PTA

聞きしましたが、⾼校によって

の冷房設備会計、冷房設備設置基⾦に

違うのでしょうか。

て運営がなされております。
今後の経年劣化や設備寿命による修
理・維持管理費⽤増⼤の状況による設
備⼊替の可能性も考慮のうえ、負担⾦
の⾒直し等、学校側と⼗分協議を⾏っ
て検討していきたいと思います。

令 和 ３ 年 度

今年度もこのままの状態のま

依然、新型コロナウイルス感染症の

PTA 会計

まで進んでいくと学校⾏事の

収束には⽬処が⽴っていない状況の

予算書（案）

殆どが延期および中⽌になる

中、学校⾏事の開催にも影響は続いて

（⽀出の部）

可能性があります。そうなれば

おり、⽣徒の充実した学校⽣活を⽀え

２ 事業費

記憶には残るかもしれません

る学校側も感染防⽌を第⼀とするな

総務部活動費

が、記録として残るのは難し

かで学校⾏事開催において様々なご

く、今年度も昨年度と同様に学

配慮をいただいているところであり

校祭等の様⼦を何らかの形で

ます。

残してほしいと思います。

昨年同様、学校祭等の無観客での実

昨年度は広報部に⾮常に負担

施の想定や広報部のご負担軽減も考

がかかったこともあり、今年度

慮して今年度は業者による DVD 作

は最初から業者に撮影から編

成・配布費⽤を総務部活動費に組み込

集を任せてはどうでしょうか。 んで予算化しております。

３．ご質問・ご意⾒への回答（学校）
学校側へのご質問・ご意⾒も多数寄せられ、以下の通り回答を頂きました。
ありがとうございました。
ご質問・ご意⾒
【生活部】

回答

昨年はコロナウイルス感染症

今後インド株やオリンピック、イン

まん延の影響から体育祭の観

ターハイの影響など心配なこともあ

戦 が で き ず 、 PTA の ⽅ 々 が

りますので、現在のところ昨年度同様

DVD を作成していただきあり

の「無観客での実施」を考えています。

がたかったが、今年度は保護者

８月下旬の感染状況や他校の対応

の観戦が可能になってほしい

を参考に、柔軟に対応することは可能
かとは思います。
まず、第一は「学校祭を開催する」
ことです。

【教務部】

毎⽇、⼦供の背中のリュック
が重すぎて⼼配になります。
⾃分で判断して持って帰りた
い教科書、置いて帰っても⼤丈
夫な教科書といった具合にで
きないのでしょうか？
また、それを置いておくロッ

教科によっては週末持って帰るだけ
で十分な参考書があります。自分の学
習計画に沿って、毎日持ち帰らなくて
もいいものを決めてください。
ロッカーについては、リノベーショ
ン後は各教室後方に個人用棚を設置
します。

カーみたいなものはないので
しょうか？
【保健部】

新型コロナウイルス感染症対

本校で実施している新型コロナウ

策について武⽣⾼校ではどう

イルス感染症対策については下記の

いう対策をとっているのか具

通りです。

体的に知りたいと思います。
・健康観察を随時おこなっています。
生徒は健康観察表に記入（または入
力）し、担当教員へ提出（送信）しま
す。教員は回収、確認をして健康状態
を把握しています。
（毎朝 SH、部活動、模試の朝）
・生徒玄関には、非接触検温モニター
を常備しています。

・全教室の入口（廊下）にアルコール
液を置き、こまめな手指の消毒を促し
ています。
・常時、マスク着用を原則としていま
す。
（体育の授業・昼食の際は例外）
・常時（冷暖房中でも）教室の窓は少
し開けた状態で保ち、換気していま
す。
・毎日昼休みに、教員が複数回、昼食
時に見回り、確認や指導をしていま
す。
（対面にならないこと。静かに食
事をとり食後のお話はマスクで。
）
・蓋つきゴミ箱（脚踏み式）を設置し
ています。
・飲み干したペットボトルは、軽くゆ
すいだ後、キャップを締めた状態でゴ
ミ箱に捨てるようにしています。
・密を避けるため集会を極力減らし、
研修（講演）等もリモートでおこなう
ように努めています。
【図書広報部】

武⽣⾼校の HP に今年の１⽉

行事予定は掲載します。現在は、武

から３⽉ですが⼀⽉の⾏事予

生高校の HP に６～８月の行事予定を

定が載っていました。とても助

載せています。９月以降の行事予定

かりましたのでこれからも載

も、適宜、掲載いたします。

せていただけると助かります。
【庶務部】

形状記憶カッターシャツにし

本校の男女カッターシャツ・女子オ

ていただけると、⽇々助かりま

ーバーブラウスは、どちらも「形態安

す。

定」シャツです。
『形状記憶』
・
「形態
安定」シャツはともに、洗濯後に干し
ておくだけでシワが伸びるため、アイ
ロン不要（ノーアイロン）のワイシャ
ツのことで、機能はほぼ同じです。
参考までに、
「形態安定」シャツに
ついての留意事項を４点紹介いたし
ます。

❶このシャツは脱水なしで OK です
（濡れ干し・ドリップドライと呼ばれ
る洗濯方法）
。どうしても脱水したい
場合は、水が垂れるぎりぎりの状態に
なるくらい短い脱水時間にしてくだ
さい（MAX15 秒くらい）
。
「形態安定」
シャツは、水の重さでシワが伸びてい
くように作られています。
❷形態安定の機能を維持するために、
のりづけはしないでください。
❸アイロンをかける場合、高温はご法
度です。
「形態安定」シャツに利用さ
れている薬品は温度に弱いため、高温
でアイロンをかけると形態安定効果
が薄れていくからです。そのためアイ
ロンをかけるときも温度は低め（中温
以下）でかけてください。
❹クリーニングに出すのは避けまし
ょう。クリーニング店は高温でアイロ
ンがけを行うため、形態安定効果が薄
れていきます。基本的に家で洗濯をし
てください。

以上

