
平成 29 年 9月*日 

並木小学校 PTA 運営本部 

 

平成 29 年度並木小学校 PTA 第 3 回運営委員会・議事録 
 

 日時：平成 29 年 9 月*日(*)**:**-**:**  場所：並木小学校 PTA 室 

 出席数：21 名（本部 10 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. 並木小 PTA の任意参加制への移行について (資料 1) 

[趣旨]1)会員と非会員の違い、2)入退会の具体的手続き、3)今後のスケジュールの提案． 

[議論]1)は特段の指摘はなかった．2)は、今後保護者の入会状況を学校で把握更新すること、

学校側の過度な負担を生じない情報管理の観点から、入退会届などは当該児童の卒業後 1年

までを保存期間とすること、転出生保護者の退会時、既払い会費は従来通り返金することも

確認された．また任意参加の趣旨は、退会を促すものでなく PTA 活性化の意味でなるべく多

くの会員の入会を促すべきことが指摘された．3)は特段の指摘はなかった． 

[結論] 2)は資料の案を最終案とした．また当面 3)によって作業を進めることにした． 

2. PTA 活動に関するアンケートについて (資料 2) 

[趣旨］PTA 活動及び会員と非会員の違いの理解、意見収集を趣旨とするアンケートの提案． 

[議論］アンケートはネット媒体に加え紙媒体で用意すること、次回運営委員会だよりで紙

媒体も添付すること、アンケートの告知は PTA の緊急連絡網も用いることが確認された． 

[結論]アンケート実施は了承された．アンケート案の運営委員会内照会期限は 10/6 とした． 

3. 委員会補助ボランティアの役割等について (資料 3) 

[趣旨］委員会活動を補完するボランティアの役割の論点提示．選考委員会からの提案． 

[議論]委員会を支援するボランティアは 5-6 年前 PTA で行われていたことが紹介された．専

門委員会でボランティアが必要な業務は印刷・三校連絡協議会(校外)、イベント(文化)が想

定されるが、現時点で必ずしも必要ではないとのこと．ただし必要になったら、今年度 PTA

総会の印刷作業の際呼びかけたように運営委員会のメールで募集することが確認された．な

お、この際緊急メールは趣旨が異なるので使用できないことも確認された． 

[結論］ボランティアは必要に応じ今後募集しうるが当面運営委員が必要な業務を支援する 

  

報告事項 

1. PTA 校外生活委員会三校連絡協議会報告 

8 月*日に開催された協議会の結果は*月の校外委員会だよりで掲載されることが報告された．

なお、3 校持ち回りのため協議会運営のノウハウが構築されないこと、また 4か所に要望書を

出すなど作業を伴うことが補足された．  

2. 学校保健委員会(8/*開催) 

児童の心身の健康情報、安全向上、検診と体力テストの結果の報告と、講演会(眼科：河野先

生)を実施．保健だよりで内容は配布済みとのこと． 

3. 学年委員会および運営委員会の活動方向及び活動予定(資料 4) 

資料 4に基づき各委員会より報告．口頭で補足された反映したものを別紙に添付． 

 

その他 

1.  平成 30 年度並木小 PTA 役員・委員の募集状況 

選考委員会より報告、会員数***の内、Web 回答が約***、紙もそれなりにある．なお、委員に

ついての希望は一定あるが、役員はまだないので、今後再募集する見込み． 

2.  ボランティア活動の紹介 

会長より、次回以降の運営委員会に各ボランティアに参席してもらい活動状況を報告いただ

くような準備を進めると提案があり、そのように準備を進めることにした． 

3.  第 4 回運営委員会予定 

11 月**日（*）**時**分から PTA 室 

（議事録：平成 29 年度 PTA 運営委員会書記) 



別紙 
 

平成 29 年度 並木小 PTA 各委員会および本部主要活動報告と活動予定 
 

平成 29 年 9月**日現在 

委員会名 活動報告 活動予定 
第 1 学年委員会 7/** 先生と親睦会打ち合わせ 

9/** 先生と親睦会打ち合わせ 

9 月*〜10 月* 親睦会案内文書印刷・配布・打ち合

わせ 

10/** 第 2 回親睦会「親子ドッジボール大会」開催 

第 2 学年委員会 9/** 第 2 回親睦会講師との打ち合わせ 10 月中 第 2 回親睦会打ち合わせ 

11/* 第 2 回親睦会「おいしい紅茶の淹れ方」開催 

第 3 学年委員会 7/**第２回親睦会，道場見学および打ち合

わせ 

10/* 第２回親睦会開催案内印刷・配布 

11/** 第２回親睦会(親子空手体験教室)開催 

第 4 学年委員会 9/** 親子親睦会開催日 決定 

9/**～** 準備等 打ち合わせ(メール) 

10/* 親子親睦会文書 配布 

10/** 親子親睦会「天体観測会」 開催 

第 5 学年委員会 特になし 特になし 

第 6 学年委員会 9/*陸上記録会ボランティア募集のプリント

配布 

9/**陸上記録会の打ち合わせ 

9/**陸上記録会当日のボランティア 

2 月* 茶話会予定(保健の先生のお話、中学校生

活に向けて)  

広報委員会 9/** 次号の掲載記事の打合せ 10/** 次号の紙面構成の打合せ 

文化委員会 7/1**第 2 回講座 及び第 3 回講座打ち合

わせ 

8/**第 3 回講座文書印刷 

9/**第 3 回講座文書配布 

9/** 第 3 回講座申込書回収 

9/** ボランティア依頼 

9/** ボランティア・保育希望者二次レター

配布 

9/**第 3 回講座の講師との打ち合わせ 

9/** 第 3 回講座 

1/** 第 4 回講座(中央図書館司書の講座) 

校外生活委員会 7/** 防犯プレート設置 

7/** 並木夏祭り巡視 

8/**三校連絡協議会 

9/**〜 安全パトロール 

11／** 校外生活便り No.2 配布(三校連絡協議会

など) 

選考委員会 9/** 第 2 回選考委員会打ち合わせと本

部役員・各委員会委員立候補、功労者、ア

ンケート準備 

9/** アンケート配布 

9/** メール網にて Web アンケート配信 

10 月 上記アンケート結果集計結果まとめ実施 

再募集実施 

本部 7/**並木夏祭り 

6/** 市 P 連東部ブロック単 P 長会議 

8/** PTA 校外生活委員会三校連絡協議

会 

8/** 平成２９年度県南地区 PTA 指導者

研修会 

8/** 市 P 連教育講演会 

9/** 並木夏祭り実行委員会(反省会) 

9/** 環境美化活動(PTA 作業) 

10/** 第２回市Ｐ連絡協議会定期連絡会（**

中学校） 

10 月～前期決算報告書作成 

10 月～アンケート実施、入退会制度確定 

 


