
平成 29年 7 月*日 

並木小学校 PTA 運営本部 

 

平成 29 年度並木小学校 PTA 第 2 回運営委員会・議事録 
 

 日時：平成 29年 7月*日(*)**:**-**:**  場所：並木小学校 PTA室 

 出席数：19名（本部 8名, 顧問 1名, 学年委員会 6名, 専門委員会 3名, 他委員会 1名) 

 
PTA会長挨拶・学校長挨拶 
 

審議事項 

1. 役員・委員数の削減について 

[趣旨] 家庭数ベース（6年間 1役）に基づき現状 69人→55 人+ボランティア 14名としたい． 

[議論] 1）家庭数ベースの考え方の質問があり、兄弟全体の通算在校年数で 6年間 1役を目安

にすると整理した（例：子供 3人の在校年数が 12年の場合は、2回が目安）．2) 印刷作業が

多い校外生活委員会はボランティア導入の必要性が指摘された．3）役員・委員数削減に備えた

作業の効率化、引き継ぎ作業、文章の管理、共有化等の必要性が指摘された． 

[結論] 1)削減案(第１回運営委員会提案)を承認した．2)印刷作業の多い PTA 本部(書記)と校外

生活委員会に休日も入室できるよう PTA室の鍵のコピーを管理することとした． 

 

2. 入退会に関する事務手続きについて 

[趣旨］総会で可決された「PTA任意加入」に伴う入退会の手続き方法の提案 

[議論］1)手続きの議論に先行して、PTA の会員/非会員の違い、会員/非会員に関わらず児童は

同じ扱いにする点など「PTA 任意加入」実施の考え方を会員に伝えるべきと指摘があった．会

長より指摘は踏まえつつも茨城県 P連、日本 P連でも「任意加入に伴う事務手続きの整備する

べき」と示しており並行して手続き整備は進めたいと回答した．2)退会者増加の懸念があった

が、会長より既に任意加入を実施している学校の PTA 加入率は良くて 8割、悪くて 5割であ

り、PTAの解散には至っていないと説明があった．3)入会確認書(案)のフォームに連絡先に学

年委員長のメールアドレスを載せる分は個人情報となり承諾が必要となると意見があり、会長

より、連絡先は会長もありうるが良い提案があれば歓迎すると回答した．4) PTA 会費引き落と

しなどの準備を考えると、新入生世帯の入会意思の確認は 2月にある入学説明会当日から月末

までが適切と意見があった．5) PTA 会費の扱いなど学校会計と PTA 会計の整合を考慮すると入

退会手続きは随時でなく、年 1-4回程度のタイミングが現実的との意見があった． 

[結論]1)入退会手続の原則を示した PTA規約細則案を本運営委員会で決定した(下の囲み参

照)．次回 PTA総会で改めて承認を得る予定．2)学校会計と PTA会計で会費のやりとり、入退会

のタイミングについて具体案を作ることとした．3)幅広く意見を募るため案として資料 2を並

木小 PTAホームページに公表することとした． 

 

＜PTA 規約細則・入退会に関する事項＞ 

第１条 会員は自由意思で入退会できる． 

第２条 入会については次の手続による． 

（１） 新１年生の父母、またはこれに代わる者(以下、保護者とする)は、別に定める入会

辞退届を提出する場合を除き、児童の入学をもって入会とする． 

（２） 在校生及び転入生の保護者については別に定める入会届の提出をもって入会とす

る． 

第３条 児童の進級時は自動的に会員資格を継続する． 

第４条 退会については次の手続による． 

（３） 在校生の保護者は、別に定める退会届の提出をもって退会とする． 

（４） 卒業生又は転出生の保護者については、児童の卒業又は転出をもって退会とする． 

（並木小 PTA 平成 29年第 2回運営委員会・平成 29年 7月*日制定) 

 



平成 29年 7 月*日 

並木小学校 PTA 運営本部 

3. 市への要望書について(資料 3・当議事録に添付) 

[趣旨］市 P連協議会を通してつくば市に桜並木学園から要望する内容の提案 

[議論］要望事項に含まれた伐採は市をあてにするよりも、PTA会費から捻出する方法が確実と

意見があった．会長からは市には要求しつつ、PTA としても緊縮した予算執行で財源を確保す

るよう努めていると回答があった． 

[結論］以下を要望書に含めるように提示することとした． 

① 学校施設に関する事;エアコンの全教室設置、防犯の充実、敷地内樹木の伐採・剪定 

② 通学路の安全に関する事；別ルート（三校連絡協議会）で要望 

③ 教育環境の整備に関する事;特別教育指導員、スクールカウンセラーの常設 

④ その他;公務員住宅の空き家の管理(防犯対策) 

以上を，桜並木学園の代表校である並木中学校 PTAへ伝える作業を会長へ一任した． 

 

4. 並木夏祭りのボランティア勧誘ページの緊急メール網を使った保護者への案内 

[趣旨］子供会や児童館に関わっていない保護者向けに PTA本部の名前で勧誘したい． 

[結論］緊急メールで、勧誘ページ<https://goo.gl/forms/60wvSkFLl9aNkTxo1>を紹介する． 

 

5. 本部役員、各委員会委員選出方法について <選考委員会> 

[趣旨］本部役員、各委員会委員の選出方法の方針などを選考委員会から確認する． 

[結論] 1)募集人数について、副会長は定数の 3人募り集まらないなら 2人でも可とした．2) 

専門委員会と他委員会の人数は各学年から 1名ずつ 6名募集し、それとは別にボランティアも

募る．3)会員意見聴取は集計が便利な Webアンケートを主として、紙ベースでのアンケートで

補足する． 

 
報告事項 

1. 8/*に開催される三校連絡協議会について <校外生活委員会>  

[報告］三校連絡協議会（並木中学校・桜南小学校・並木小学校）へ提出する通学路改善要望の

以下のとおり 3ヶ所まとめた．平成 28年度に実施したアンケートの結果に基づく．なお昨年度

は要望に対して 2か所改善されている． 

① 並木小学校プール門付近丁字路に押しボタン式信号の設置 

② 並木 3丁目 1番地 550 号宅前の電柱にカーブミラー設置 

③ 並木 2丁目 5番地 13号宅前丁字路の電柱にカーブミラー設置 

   ＊ここでの上申要望ルートは，既述の市 P 連の要望経路とは別のものである． 
2. 5/*茨城 P連総会  

[報告］茨城県 PTA連絡協議会および互助会総会(H29 年度，大洗)への参加の概要 

PTA-HP 記事<URL; http://namiki-pta.sakura.ne.jp/?p=1531 > 
 

3. 6/*つくば市 PTAブロック会議 

[報告］平成 29年度つくば市 PTA連絡協議会東部ブロック連絡会(大穂)への参加の概要 

PTA-HP 記事<URL; http://namiki-pta.sakura.ne.jp/?p=1628 > 

 
4. 並木夏祭り運営委員会(#3) 

[報告］今年度は並木中学校の参加による良い影響によって順調に推移中． 

 

5. 桜並木学園 PTAゴルフコンペ 並木中幹事 8/*（予定，千代田カントリークラブ) 

[報告］3校の親睦会なので興味のある方は参加を進める(連絡先：PTA本部） 

 

6. つくば市 PTA 連絡協議会⼥女性ネットワーク委員会講演会 

https://goo.gl/forms/60wvSkFLl9aNkTxo1


平成 29年 7 月*日 

並木小学校 PTA 運営本部 

[報告］つくば市 PTA 連絡協議会⼥女性ネットワーク委員会講演会への参加報告 

PTA-HP 記事<URL; http://namiki-pta.sakura.ne.jp/?p=1639 > 
 

7. 学年委員会および運営委員会の活動報告および活動予定 (資料 4・当議事録に添付) 

 

その他 

1.  活動内容の HP掲載方法について(資料 5) 

[趣旨］PTA-HPへの活動の積極的な公開を目的とした記事掲載の流れの確認． 

[結論] 記事掲載報酬は執筆者個人に支払われることに留意しつつ取組を継続する． 

 

2.  学校近況 

[報告］学校長より、最近近隣で放火や窃盗や変質者の事件が多発していることを踏まえ、学校

は 1)プールの目隠しに使用していたブルーシートは放火されやすいため、農業用の黒いシート

に取り替えたこと、2)夏休み前に防犯カメラも用意する等対応するなど警戒していると報告が

あった．また各家庭でも危険なときの対応法などを考えてほしい旨発言があった． 

 

（議事録：平成 29年度 PTA 運営委員会書記) 

 

 
 

 



平成 29年 7 月*日 

並木小学校 PTA 運営本部 
資料 3 

市への要望書について（アンケート結果） 

① 学校施設に関すること 

要望事項 件数 

エアコンの全教室設置 6 

敷地内樹木の伐採，剪定 3 

防犯の充実（防犯カメラの増設） 3 

ICT機器の充実 3 

老朽化施設の改修 

水道管の交換、老朽化施設の改修、プールサイドの改修 
各 1 

設備の充実 

 各窓への網戸(蚊、蜂などの室内への侵入防止) 

教室内備品の切替(特に黒板消しクリーナー、プロジェクターテレビなど) 

校庭の遊具の増設 

並木小図書室の椅子、机の色調の統一 

遊具の破損、劣化を確認と補修 

各 1 

その他 

 下校後のグランド使用時間 終了チャイムの設定 

学習ノート等の購買店の設置 

各 1 

 

② 通学路の安全に関すること（参考） 

外灯整備、樹木の剪定 等、防犯対策をして欲しい 
草木及び廃家屋の撤去． 
並木二丁目にある石畳の遊歩道の改修（アスファルト化） 
 

③ 教育環境の整備に関すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
④ その他 

要望事項 件数 

修学旅行 2 

公務員住宅の空き家の管理（防犯上問題あり） 1 

縦割り活動の導入 1 

総合運動公園の建設 1 

 
要望案の取りまとめは、本部に一任していただけるようお願いいたします．要望案は、今年度の学

園幹事校により集約され、事務局へに提出されます． 
 

要望事項 件数 

教育指導員 4 

スクールカウンセラーの常駐 2 

サポート 

外国人児童の日本語学級の継続 

特別教育指導員の増員 

各 1 

その他 

 英語教育の充実 

図書司書の訪問数拡大(現状は週 1 回) 

夏休み期間中含むプール教室の拡充 

計画的な学区再編 

各 1 



 

平成 29年 7 月*日 

          並木小学校 PTA運営本部 資料 4 

委員会および本部主要活動報告と活動予定 

委員会名 活動報告 活動予定 

第 1 学年委員会 5/* 給食試食会案内状印刷、配布、打ち合わせ 

6/*出欠票回収、先生と打ち合わせ 

6/* 給食試食会開催 

未定 第 2 回親睦会打ち合わせ 

第 2 学年委員会 5/* 第一回 親睦会案内文書印刷、配布 

6/* 第一回親睦会 親子ドッチボール打ち合わせ 

6/* 第一回親睦会 親子ドッチボール開催 

9 月中 第 2 回親睦会打ち合わせ 

第 3 学年委員会 5/* 第１回親睦会開催案内配布 

6/* 第１回親睦会申込書集計・打ち合わせ 

6/* 第１回親睦会会場打ち合わせ 

6/* 第１回親睦会(給食ランチ会)開催 

7 月中 第２回親睦会打ち合わせ 

第 4 学年委員会 特になし 
 

第 5 学年委員会 5/* 親子親睦会日時決定 

5/*親子親睦会案内文書作成 

5/* 親子親睦会案内文書印刷 

5/* 親子親睦会案内文書配布 

6/* 親子親睦会出欠届け回収・集計 

6/* 講師へ確認 

7/* 親子親睦会開催 

7/上旬 親子親睦会反省、報告書作成 

第 6 学年委員会 特になし 7/上旬 陸上記録会の打ち合わせ 

広報委員会 5 月中旬 スポーツ少年団・ボランティア取材 

5/* 図書室での写真撮影 

5/* 図書の先生との記事の打ち合わせ 、広報の先生より

先生紹介ページの訂正内容の受け取り 

5/*図書の記事の取材 

6/* 印刷会社へ紙面前半原稿の入稿 

6/* PTA 会長へ掲載写真の提出 

6/* 図書の記事の取材、紙面後半原稿の学校回覧 

6/* 印刷会社へ紙面後半原稿の入稿 

6/* 印刷会社より初校の受け取り、初校を学校へ回覧 

6/* スポーツ少年団・ボランティア記事の初校確認依頼 

6/* スポーツ少年団・ボランティア記事の初稿訂正依頼 

6/* 訂正後の初校を印刷会社へ戻す 

6/* 再校学校回覧、学校決裁 

6/*  再校を印刷会社へ戻す 

6/*  念校、校了、印刷 

6/* 「なみき 91 号」納品、発行 

7/* 広報後期へ引き継ぎ 

7/* 広報ご担当の梅原先生へ挨拶 

8 月中 特になし 

文化委員会 5/* 申込書回収 

6/* 前日準備 

6/* 第１回講座、第２回講座打ち、合わせ、文書印刷、配布 

6/* 申込書回収 

7/* 第２回講座(子どもとメディア)、第３回講座打ち合わせ 

校外生活委員会 6/* 三校連絡協議会における要望書提出 

6/* 校外生活便りＮｏ．1 発行 

7/中旬 安全パトロールセット回収及び確認 

7/中旬 防犯プレート設置完了 

7/* 夏祭り巡視 

8/3 三校連絡協議会開催 

9/初旬 安全パトロールセット準備及び配布 

選考委員会 7/*選考委員会第 1 回打ち合わせ(今後の活動内容確認） 7 月～ アンケート実施項目検討、配布文書決済受領 

～10 月 アンケート印刷、実施 

11 月 アンケート集計 

12 月 本部役員候補者お知らせ(1/13 の運営委員会まで

に報告できるように決定） 

本部 5/* 校内美化活動 

5/* 運動会 

5/* 茨城 P 連総会 

6/* 第 2 回並木夏祭り実行委員会 

6/* つくば市 PTA 連絡協議会 

6/*市 P 連女性ネットワーク 

6/*つくば市 PTA ブロック会議 

7/*第 3 回並木夏祭り運営委員会 

7/*,1 並木夏祭り 

未定 市 P 連東部ブロック単 P 長会議 

8/* 桜並木学園 PTA ゴルフコンペ 並木中幹事 (予定) 

8/* 市 P 連教育講演会 

8/**日本 PTA 全国研究大会（仙台） 
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