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並木小PTA 運営委員会だより(平成29 年度第3 号) 
 

第３回 運営委員会の概要 ( 9/＊＊(＊) ＊＊＊＊ – ＊＊＊＊, 並木小PTA 室 ) 
 

１．並木小PTA の任意参加制への移行について 

4 月の総会で決まった任意参加制にスムーズに移行できるよう、具体的な実施方法を話し合いました．

任意参加制の趣旨は、「保護者の意思の尊重を基本に、なるべく多くの保護者がPTAに加わり活動を盛り

上げるためのもの」であり、決して退会を勧めたり、促したりするものではないことが確認されました． 
 

(1) PTA 会員とそれ以外の保護者の違いについて、下表を基本にすることとしました． 

項目 会員 それ以外の保護者 

全般 

組織運営の参加や会費

納入を通じて並木小PTA

の維持と発展を支える

一方、PTA行事やサービ

スはフル参加できる 

情報提供(お便り)を受けられ、行事は部分的

に参加可能だが、PTA 安全互助会の共済金・

見舞金は受けとれない*．なお児童は会員の児

童と同等にPTA 行事・サービスへアクセス可

能．*詳しくは互助会案内を参照ください 

PTA の組織運営や活動

方針作り 

参加できる 参加できない 

PTA催しの企画立案 参加できる 参加できない 

PTA催しへの参加 参加できる 催しの範囲による．企画ごとに判断 

PTAのお便り 現状では弁別が困難のため，自動的に両者に配布される 

PTA安全互助会 自動加入 加入されない 
 

(2)入退会の手続き方針については、以下のとおり最終案として定めました． 

1)全般的事項 

a)加入期間は年度毎の 1 年間(4 月～翌年3 月)を単位とします． 

b)翌年度の入会または退会を希望するときは、前年度2 月(入退会届け出期間)に届け出ていただきま

す．ただし翌年度も継続して入会を希望する場合、届け出は要りません． 
注1：学校及び PTA の事務量と、PTA 安全互助会の登録タイミングを考慮した方針です． 

注2：PTA 会費は従来と同様、月単位で設定し、半年単位で納入をお願いします． 

2)各ケースの入退会手続き 

ケース 手続き 

1. 新入生保護者 

前年度2 月の新入生保護者説明会で PTA の説明と文書配布があります． 

入会希望者は無手続き(ケース 1a)、入会辞退の希望者は説明会の際か、2 月末ま

でに入会辞退届を学校に提出します．(ケース 1b) 

２．転入生保護者 

転入手続き時に PTA に関する文書を学校経由で配布します．入会希望者は無手

続き(ケース2a)、入会辞退の希望者は入会辞退届を10日内に学校に提出します．

(ケース 2b) 

３．未入会の在校

生保護者の入会 

入退会届け出期間(2 月)に入会届(PTA の HP か担任経由で入手)を担任経由で提

出します．その後PTA 本部から入会確認書を担任経由でお渡しします．(ケース 3)

４．会員の退会 

入退会届け出期間(2 月)に退会届(PTA の HP か担任経由で入手)を担任経由で提

出します．その後PTA 本部から退会確認書を担任経由でお渡しします．3 月の会

費は返金しません．(ケース 4) 

５．転出生保護者 
転出の際に自動退会とし、退会月の翌月からの既払い会費は返金します．(ケース

5) 

６．卒業生保護者 卒業(3 月)の際に自動退会とします．(ケース 6) 
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(3) 任意参加制に向けたスケジュールとして当面以下のように進めることが確認されました． 

1)任意参加制や PTA 活動の理解を深める会員アンケートを行います(２．と別紙をご覧ください) 

2)アンケートの結果も踏まえて、任意参加制の移行方法を第4 回運営委員会で決めます．(11 月) 

3)入退会事務の準備、文書の HP 掲載など行い (12 月)、入退会事務を開始します．(1 月) 

4) 入退会届け出期間(2 月)と付随する事務作業(3 月) 

5) 平成29 年度の取り組みを PTA 総会に報告し、次年度PTA に引きつぎます(平成30 年4 月) 
 

２．PTA 活動に関するアンケートについて 
 

任意参加制への移行に関して、PTA 会員の皆様のご理解をより深め、会員の皆様がより主体的に関与

し活動できる団体へと PTA が移行するために、会員アンケートを行うことが了承されました．このおたより

の別紙をご覧ください．奮ってのご回答をお願いします(基本はオンラインでご回答をお願いします．イン

ターネット環境がない方は紙でのご回答でお願いいたします．)． 
 

３．委員会補助ボランティアの役割等について 
 

一家庭6年間一役の趣旨に基づき、PTA役員・委員数を削減しました(前回運営委員会だよりをご参照く

ださい)．削減に伴って仕事をボランティアに補助して頂く点について話し合いました．ボランティアを要す

る活動として、印刷・三校連絡協議会(校外)、イベント(文化)が想定されましたが、現時点で補助が必要か

判断できないとのことでした．このため、今後ボランティアを募るアイデアは温存しながらも、当面緊急で

人手が必要な時には、運営委員で連絡・調整して対応することにしました． 
 

４．各種活動報告 
 

 (1)三校連絡協議会(8/＊)の概要が報告されました．通学路の改善要望などが認められました．詳しくは

校外生活便り(11 月)で取り上げられます． 

(2)学校保健委員会(8/＊)の内容が報告されました．保健だよりで保護者の皆様にお知らせ済みです． 
 

５．各委員会などの主な活動予定 (詳しくは各委員会からのお知らせで) 
 

1 学年：10/**第2 回親睦会「親子ドッジボール大会」 広報：次号の準備 

2 学年：11/**第2 回親睦会「おいしい紅茶の淹れ方」 文化：1/**第4 回講座(図書館司書の講話)の準備 

3 学年：11/**第2 回親睦会「親子空手体験教室」 校外生活：11 月**校外生活便り No.2 配布 

4 学年：10/**親子親睦会「天体観測会」 選考：選考アンケート結果まとめ、再募集の見込み 

5 学年：―― 本部：前期決算報告、会員アンケートその他 

6 学年：2 月**予定の茶話会の準備  
 

詳しい議事録はPTA ホームページをご覧下さい．

( http://namiki-pta.sakura.ne.jp/?page_id=1183 ) 
内容についてお尋ね・コメントがありましたらPTA本部 書記までご連絡下さい．**
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並⽊⼩PTA運営委員会だより(平成29年度第3号) 別紙 

PTA 活動に関するアンケートについて 
 

任意参加制への移⾏に関して、PTA 会員の皆様のご理解をより深め、会員の皆様がより主体的に関与し活
動できる団体へと PTA が移⾏するために、会員アンケートを⾏うことになりました。 

奮ってご回答いただき、10 ⽉**⽇(⽉)まで担任の先⽣に提出お願いします。 
 

●はじめに、アンケート回答⽅法をお選びください。 
① Web アンケート：インターネットでご回答できる⽅は、次の QR コードを読み込みご回答ください。 

事務負担軽減のため、なるべく Web アンケートでお答えください。 
 
 

 
 

バーコード読み込み機能がつかえない場合は、次の URL よりご回答ください。 
*** 

② 紙ベースアンケート：下の説明をお読みになってから、次ページからのアンケートにお答えください。内容は
「１．PTA 活動の紹介」と「２．アンケート質問」からなります。 
 

１．PTA 活動の紹介 
現在、並⽊⼩PTA は、本部、学年委

員会、各委員会およびボランティアが、
全児童の学校⽣活を⽀援するため、い
ろいろな活動を⾏っています。（詳細は
並⽊⼩PTAの HP をご覧ください。
http://namiki-pta.sakura.ne.jp/ 
）PTAを通して保護者が学校⽣活にか
かわることができ、学校の教育環境に対
する改善を市に要望できます。 

 

またPTA活動は会員からの会費によって⽀えられ
ており、会費は運営費、活動費、学校への助成⾦
と卒業⼊学祝い等に活⽤されています。PTAとして
活⽤できる⾦額は、会員数に⽐例することになりま
す。そのため、会員数が減少すると、現在の活動を
縮⼩する必要が出てくるかもしれません。 
 
 
 

 
*** 

次ページに続きます。



 

 
 

2．アンケート質問 
 
Q1-1 現状の活動についてどう思いますか？(それぞれ⼀つにマルをつけて下さい。) 

活動内容  [ 少なすぎる 適当 多すぎる ], 児童への利益 [ 少なすぎる 適当 多すぎる ]  
 

Q1-2 児童のためになっていると思われる活動にチェック（☑や○など）してください。（複数回答可） 
□本部（本部活動，各委員会活動） □各学年委員会（本部活動，各委員会活動） 
□⽂化委員会（本部活動，各委員会活動）□選考委員会（本部活動，各委員会活動） 
□広報委員会（本部活動，各委員会活動）□校外⽣活委員会（本部活動，各委員会活動） 
□卒業記念事業委員会（ボランティア） □放射線対策（ボランティア） 
□おさがり交換会（ボランティア） □インターネットボランティア（ボランティア） 
□並⽊⼩⼿伝隊（ボランティア） □図書場ランティア（ボランティア） 
□⽇本語ボランティア（ボランティア） 読み聞かせボランティア（ボランティア） 

 
よろしければ、上でチェックなさった活動を挙げた理由をご記⼊ください。 

(                           ) 
 
Q1-3 活動内容について改善案 

(                           ) 
Q2-1 会員と⾮会員の違い(運営委員会だよりをご覧ください)についてご意⾒がありましたら、ご記⼊ください。 

(                           ) 
Q2-2 並⽊⼩PTAに関するご意⾒がありましたら、ご記⼊ください。 

(                  ) 
Q3-1 上のお⼦様の学年 
  （  ）学年 
Q3-2 回答者御⾃⾝の PTA 役員歴（本部役員もしくは各委員⻑）で該当するものにチェックをしてください。 

□ PTA 役員（本部役員もしくは各委員⻑）になったことがある 
□ PTA 各委員会の委員になったことがある 
□ PTA の委員会活動に参加したことがない 

 
ご回答ありがとうございました。皆様のご意⾒は今後PTA運営や任意参加制のスムーズな移⾏で反映させていただきます。

またアンケートの結果やコメントにつきましては、要約した形で、今後の運営委員会だよりで紹介させていただきますのでご了
承願います。引き続き PTA活動へご参加、ご協⼒下さいますようお願いいたします。 
 
 


