平成２８年１０月ＸＸ日
並木小学校ＰＴＡ運営委員会
インターネット公開対応版（原版有）

平成２８年度第５回運営委員会報告

日時：平成２８年１０月Ｘ日（Ｘ）ＸＸ時３０分～ＸＸ時２０分 場所：並木小学校ＰＴＡ室
審議事項
１．第４８回日本ＰＴＡ関東ブロック研究大会 茨城大会（１０／ＸＸ，ＸＸ開催予定）参加費用について
（会長より）今回茨城県で開催される大会に動員されることになり本部から３名参加することになりました。今からで
も参加出来るようですので，希望者がおりましたら連絡して下さい。参加にあたり費用がかかり，近隣の小学校でも運
営委員会にて議論しているところが多かったので今回並木小でも行うことになりました。現在８０００円の請求が来て
おります。
（＊＊＊＊教頭）何人参加しても茨城県内は８０００円になります。
（会長）別途交通費がバス代１人あたり２０００円とバスが出ない土曜日の交通費を出していただきたいと思います。
今回の参加費用８０００円と交通費６０００円ぐらいを会費から捻出したいのですが，よろしいでしょうか。
→承認されました。
２．交際費について（市Ｐ連参加費等）
（会長より）
市Ｐ連の研究会などに参加すると会議の他に懇親会があり出ざるを得ない場合があります。
その参加費を，
事前の承認を受けて支出させて頂きたいと思いますが，いかがでしょうか。
（選考委員）会議があっての参加費なのでしょうか。単なる懇親会費なのでしょうか。
（会長）懇親会費が必要となってくるのは，代表として参加する機会が多い会長だと思います。交際費として議論する
と収拾がつかないので，参加費として決めた方がいいと思います。一般会員の方には当てはまらないと思いますが，も
しあった場合は，参加者人数と金額について，事前に承認を受けておけば問題は少ないのではないかと思います。
（選考委員）運営委員会の申し合わせに載せるということですか。
（会長）年度初めに申し合わせに交際費について書かせていただきましたが現在実際には運用に至っていません。今回
の変更点は，支出前に運営委員会の承認を得るということがメインになります。基本は交際費ではなく連絡会や研究会
への参加費で，おまけでついている懇親会に参加出来るかどうかになります。
（副会長）平成２８年度運営委員会申し合わせ ３．交際費に関して「地区のＰＴＡ連絡協議会懇親会費および関連経
費を５，０００円／回を上限として支出することができる。
」の項目を加え，運営委員会にて承認を得ております。今回，
事前に運営委員会にて承認していただいて支払い可能としたほうがいいのではないでしょうか。
→その方向で話しを進めることが承認されました。
３．会長活動費ついて（来年度）
（会長より）市Ｐ連，県Ｐ連，夏祭り実行委員会等での懇親会費，交際費を予算化していただきたい。年間３万円程度
で考えており，来年からの運用を考えております。
（副会長）会長になった方の個人的な負担が増えてしまうので，次年度以降，年間３万円程度を計上させていただきた
いと思います。これも運営委員会で事前の承認が必要ですか。
（会長）突発的な会議でお金がかかるときや，副会長に代理出席をお願いしたときに交際費で捻出するよりは会長活動
費で対応する方がすっきりするのではないでしょうか。もちろん余れば返却になります。
（会計）領収書が出ないような場合もありますか。
（選考委員）上限を決めた方がいいのではないでしょうか。
（会長）領収書が出ない場合もありますが，出るときが多いと思います。他校では連絡協議会等に会長副会長と順番に
出席しています。単に３万円と決めておりますが，上限を設けた方がいいです。次回以降審議しても決まらないと思い
ますので，申し合わせ掲載文章を提案させて頂きます。何か使ってはいけない内容のものがあれば挙げて下さい。使っ
た内容の報告はした方がいいと思います。領収書が出るか，報告書がしっかり書けるかは分かりませんが費目等は書け
ます。
→上限など検討する点，申し合わせに載せる形で施行することで承認されました。
４．配布文書の並木小ＰＴＡホームページ掲載について
（会長より）運営委員会の議事録は配布されておりますが，コンピューター上にアップロードされておりません。今年
度の活動に関してはインターネットボランティアの方の協力を得て，ＰＴＡホームページ上にあげておりますが完全公
開はされていません。完全公開すると時々変な投稿もあったり致しますので少し怖いかなと思いますが完全公開されて
いる小学校もあり，活動を参考にできたりしますので，完全公開を考えても良いかなと思いますがいかがでしょうか。
（書記）公開されているところは竹園東小，竹園西小，吾妻小，桜南小であり，運営委員会議事録やＰＴＡ規約等が載
っているので活動内容が大変良く分かりました。
（会長）公開することで並木小の保護者にとっても学校のＰＴＡ室に来なくても情報を得られるので便利に活用できる
と思います。

（副会長）現在は本部にいただいた情報は載せることができますが，皆様の全ての活動が掲載されているわけではあり
ません。今年度の運営委員会報告がかなりの枚数にて配布されておりますが，ホームページを活用して掲載できればと
思います。
（書記）お父様方にもご確認頂けるのではと考えております。
（会長）興味のある方にとっては運営委員会報告等が載っていると情報を得やすいと思いますが，公開した時に何が危
ないかについて検討しなくてはなりません。考えられる問題点はありますか。
（＊＊＊＊教頭）名前などの個人情報は伏せて下さい。
（書記）ある学校ではイニシャル表記で記載されていました。
（会計）例えば何学年の男の子程度の表記まではいいですか。
（会長）大丈夫でしょう。学校の負担が増えますが，配布文書決裁の流れでインターネット公開用の公開文書決裁をお
願いしても良いですか。決裁を通ったものをホームページ上にあげることになります。
（＊＊＊＊校長）
何時に帰るなどの子どもの動きや姿が特定できるような子どもの安全･安心を脅かすような内容に関し
ては学校側で確認して，ぼかして頂いたり削除のお願いをすることもあると思います。
（選考委員）配布文書とインターネット公開用文書を同時に学校へ決裁依頼すれば学校の負担が少ないのでは。
（会長）そうですね。全ての文書が今まで印刷物のみだったので急に対応できるかどうかです。
（選考委員）試験的に行ってみて毎年これは公開するなどを決めてみては。
（会長）皆様よろしければ，次からはなるべく両方を用意していただくことになりますが大丈夫でしょうか。
（選考委員）公開する可能性が事前に分かっていれば単に名前を消すだけだと思います。
（校長）確認する手間は大きくは違わないと思います。個人名，児童の動きの特定を伏せるだけです。
（選考委員）事前に個人名は伏せるなどのルール作りはした方が良いですね。
（会長）ルール作りはしなくてはいけませんが，当面は先生方の視点で判断していただければと思います。
→今後作成する文書は今まで通りの配布用，ＰＴＡホームページ掲載用を合わせて決裁に回していただく。ネットに掲
載するものは掲載してみる，配布するものは今まで通りの配布で行うことで活動して行く。見えてきたものを今後ルー
ル作りをして固めていくことで行っていく形で進めることが承認されました。
報告事項
１．奉仕作業について
（＊＊＊＊教務主任より）当初予定されていた日程を参加人数の関係から夏休み明け 9/Ｘ（Ｘ）実施に変更致しました。
しかし日程が並木中学校の奉仕作業と重なっており，参加人数について心配していましたが，多くの方に参加いただい
て作業も効率よく進めることが出来ました。学期初め，気持ちよく子どもたちも学校生活を迎えております。次年度へ
の反省として，中学校との日程調整をしっかり行った上で実施して行きたいと思います。ご協力ありがとうございまし
た。
２．各委員会より活動報告（別表）
その他
１．今年度親子視聴覚（11/Ｘ開催予定）について
（文化委員より）運営委員会にて文化委員会の親子視聴覚について議論していただきましたので，学校より今年度の親
子視聴覚の内容を皆様に把握していただいた方がよいだろうと言うことで，当日の流れや舞台設置図を記した資料を配
りました。今回舞台側が観客席になるようなので，パイプ椅子の設置などは劇団員の方が行って下さり，お手伝いも文
化委員のみで対応できますので運営委員の皆様へのお手伝いはお願いしないことになりました。
（＊＊＊＊教頭）今回の劇団さんはフロア側が舞台になるという通常の形と違う形になります。見学を考えている保護
者の方は舞台が保護者席になるため入りづらくなるかもしれませんので，できるだけ開演前に入室していただきたいと
思います。
２．つくば市人権講演会 「キャスターから見た人権」 講師：宮川俊二氏 日時：11/ＸＸ（Ｘ）Ｘ時開演について
（＊＊＊＊教頭より）各単Ｐで教員と保護者合わせて４名の動員がありましたので，ご協力よろしくお願い致します。
教員は１名の参加になります。同日に他の講演会もあり同じく教員と保護者の参加要請が来ておりますが，そちらは教
員のみで対応する予定です。
（会長）これは緊急メール網で呼びかけたほうがいいですか。
（＊＊＊＊教頭）３名のみの動員になりますし，報告締め切りまで時間もないため皆様にご協力いただきたいと思いま
すが，誰もいらっしゃらない場合には本部に仮登録をお願いし，希望者が出た場合参加していただくようにしたいと思
います。
＊11/ＸＸ（Ｘ）午前中は校内持久走大会予定，会場への子ども入室可，保育サービスあり（６ヶ月～４才未満対象）
＊＊＊＊校長より
お忙しいところ，お集まりいただきましてありがとうございます。本日学校は終業式を迎えました。ここ半年間，お
子様方をお預かりしてその成長の様子は私達にとっても嬉しいものです。５，６年生がしっかり学校を支えてくれて下
級生がそれに続くという良い姿ができ上がっているのではないかなと思います。一番感動したことがありました。9/Ｘ
（Ｘ）県南教育事務所からの訪問の際，高圧洗浄機などを使って周りを綺麗にしていたところ，不思議に思った１年生

達が担任の先生に尋ね「僕たちも掃除をする。
」と言って掃除をして綺麗にしている姿を見ることができました。そうい
う心の育ち方が嬉しいと思いますしご家庭の教育力に改めて敬意を表する次第です。三連休が終わり，これから２学期
を迎えます。合唱フォーラムから始まって盛りだくさんの市や学校の行事を子どもたちが経験していく中でさらに良い
成長ができればと考えております。９月から学校で特別に講師を呼んで授業を行うときには全家庭にご案内を差し上げ
るようにしています。子どもたちが学んでいる姿を見ていただきたいというのと他の学年の子どもたちの様子や音楽を
教わることについて興味を持った時にどなたでも気をくれせずにご参加いただけるようにとの意図をもってご案内をさ
せていただいていますので，10/ＸＸ頃に芸術の秋にちなんだ特別授業がいくつか入って来ますので，それもご案内して
行きたいと思います。ここにお集まりの方々から話をどんどん広げていただき，足を運んでいただけるような学校にし
て行きたいと思います。１学期間お世話になりました。ありがとうございました。
校長先生への質問
（副会長より）
１．保護者の方から話があったのですが，今年の入学式等で１年生のお世話をする子どもたちが４年生に変更となり，
現在５年生の子が１年生のお世話を楽しみにしていたのに，機会が無くなりとてもがっかりしているという話を伺いま
した。先生方から子どもたちへ特にお話もなかったようなので，一度お話をしていただければ子どもも納得するところ
もあるのかなと思います。
２．５年生で毎年行われておりました田植えが今年から無くなりました。特に先生から連絡がなく，子どもに聞いても
分かりませんでした。今まであった行事が無くなってしまったときに理由をお知らせいただければすっきりするのでは
と思います。
（＊＊＊＊校長より）確かにそうですね。なぜ６年生から４年生に切り替えたかは小中一貫教育の中で，ミドルリーダ
ーを育てる意図があってのことですが，それは大人の都合であり，楽しみにしていた６年生には非常に不満の残るとこ
ろだったと思います。その説明が丁寧ではなかったため，先日教室にて説明したところです。前もって聞いているのと
後から聞くのとは感じが違います。田植え，稲刈り体験においても同じですが子どもたちがどう感じているのかを考え
ながらもっと丁寧に対応してきたいと思います。今までただ稲を植え，その間何もしないで稲を刈る，収穫したお米を
どうするのかということも特に学習のプログラムの中で計画されていない，そのために要する打ち合わせや厳しい授業
時数確保との兼ね合いもあり去年からの懸案事項でもありました。確かに子どもたちも楽しみにしておりましたので，
説明をするなど丁寧に対応してやって行きたいと思います。ご意見ありがとうございます。
（会計より）修学旅行が無いのはなぜですか。桜南小はあるようなのですが。
（＊＊＊＊校長より）桜南小には修学旅行はあります。
現在は全ての学校で，修学旅行とは言わず「宿泊を伴う校外学習」という名称でやっております。修学旅行は必ず行
わなければならないというものではありません。あくまで学校の裁量で行っているものです。また，以前は現在５年生
で行われている宿泊学習が６年生で行われていましたが，６年生の中には学習に集中して受験に向かってやって行きた
いという意見もあり，５年生に引き下げたという経緯があるようです。
内容においても，ただみんなと遊ぶとか観光するというものよりは，ご飯を作るなどの体験を伴う宿泊学習で十分だ
と考えております。そして，実際に修学は９年生になりますので，新たに６年生での修学旅行を行う必要はないと考え
ます。子どもたちが楽しみにしていることを子どもたちの視点に立って，私達がどれだけ教育活動の中に取り入れてい
くかということになると思います。修学旅行を行うことになれば，桜南小などの経緯を考えると３年越し，４年越しで
積立を行い何年もさかのぼって準備していく必要が出てきます。
学校の現在の見解として，今の子どもたちは昔に比べ外出する機会も多くあり，子どもたちを色々なところに連れて
いくことができる社会の中で，５，６年生の短い期間に２回も宿泊を伴う行事を行うことは，時代の流れに合っている
のかというところも疑問視しているところです。そのような訳で，並木小学校はつくば市内で唯一修学旅行と言われる
行事を行っておりません。今の段階では特に必要だとは考えておりません。子どもたちにどんな体験をさせたいかとい
う保護者の方の思いもあると思いますので，
皆様方からのご要望がありましたら相談をしてやっていきたいと思います。
（副会長）保護者の方から修学旅行に行かせてやりたいという意見を聞くこともあります。私達は今この場で機会を得
ておりますが，そのような意見を伝える機会が無いと感じるところもあります。
（＊＊＊＊校長）そのような機会をどのように作っていくかも大切ですね。学校によっては地区毎，学年毎の懇談会を
設定して意見を出す機会を得ているようです。学年懇談会でそのような意見を出していただければ授業参観後の教員と
話合うこともできますので，今回質問していただいた意見等を出して理由を聞いていただければと思います。私達は良
かれと思って言わない部分「思いやりのぶつかり合い」でもあり，それを言っていただくことで解決すると思います。
ぜひ，ここにいらっしゃる皆様方から広めていただきたいと思います。何かあったら学校へと文書を配っていうことで
も無いと思いますので，そのような意見が役員さんの耳に入ってきたら今度懇談会にて聞いてみたらどうか，運営委員
会にて聞いてみるなど皆様へお伝えいただければ良いかと思います。学校の常識が決して世間の常識ではありませんの
で，何でだろうと思うことは伝えていただきたいと思います。修学旅行に行かせてあげたいですか。
（会計）子どもが他の学校の情報を聞くと何で行けないのかと言いますね。
（＊＊＊＊校長）子どもたちに行かない訳を説明して欲しいということもできますね。一番は声を上げていただくこと
だと思います。何かあったときにぜひお願いしたいと思います。

第６回運営委員会開催予定
１１月Ｘ日（Ｘ）ＸＸ時ＸＸ分からＰＴＡ室 各委員会からの報告締め切り １０月ＸＸ日（Ｘ）
（議事録：運営本部書記 ＊＊＊＊／＊＊＊＊）

（別表）委員会および本部主要活動報告と活動予定
委員会
第１学年委員会 10/x

活動報告
第 2 回親子親睦会話し合い，文書配布

第２学年委員会 9/xx

2 学年第 2 回親睦会の案内配布

第３学年委員会 9/xx

第 2 回親睦会（親子空手体験）の道場見学，打合 10/xx
せ
第 2 回親睦会打合せ
星空観察会日時決定→10/21
星空観察会打合せ
10/xx
お便り作成印刷
お便り配布
特になし
学年委員会（北部陸上記録会，茶話会等）
10 月中
先生と打合せ
北部陸上記録会保護者ボランティア参加
次号内容打ち合わせ

9/xx,xx
第４学年委員会 9/x
9/x
9/xx
第５学年委員会
第６学年委員会 9/xx
9/xx
9/xx
9/xx
広報委員会
文化委員会

9/x
9/x
9/xx
9/xx
9/xx
9/xx
10/x
10/x

校外生活委員会 9/中旬
9/下旬

選考委員会
本部

9/x
9/xx
9/xx
10/x

10/xx
10/xx
10/xx

活動予定
第 2 回親子親睦会打ち合わせ，準備
第 2 回親子親睦会
2 学年委員 第 2 回親睦会（茶話会＆簡単シ
ールで作る写真立て）
第 2 回親睦会 案内状印刷，配布

星空観察会打合せ
星空観察会開催

特になし
打合せ(茶話会，卒業記念品等)

印刷会社と打ち合わせ

ドレッシング講座募集用紙コピー，配布
10/xx
親子視聴覚担当者のみで打ち合わせ
ドレッシング講座 応募用紙回収
本部とつくば子ども劇場様の件で打ち合わせ
ドレッシング講座締切後の提出分再回収
講座参加者に当選通知用紙のコピー，参加者に配
布
親子視聴覚 配布文書 印刷，配布作業
第 3 回ドレッシング講座，親子視聴覚の打ち合わ
せ
つくば子ども劇場様 本部，文化委員でご挨拶，
打ち合わせ
防犯プレート設置場所最終確認
10/上旬
「校外生活便りＮｏ.2」検討・作成
10/下旬
次年度「三校連絡協議会」における要望書募集案
内の検討・作成

第 3 回講座
「季節の野菜をおいしく食べよう！
ドレッシング・マリネ･ディップ」

29年度役員・委員選考アンケート作成
奉仕作業
文化委員と親子視聴覚に関する打ち合わせ
第 4 回運営委員会報告配布
つくば子ども劇場訪問，打ち合わせ
第 5 回運営委員会開催

29年度役員・委員選考アンケート配布，集計
第 2 回市ＰＴＡ連絡協議会定期連絡会
第 5 回運営委員会報告配布
第 48 回日本ＰＴＡ関東ブロック研究大会
茨城大会
第 6 回運営委員会

10/x
10/中
10/xx,
xx
11/x

「校外生活便りＮｏ．2」最終確認
「校外生活便りＮｏ．2」印刷・配布

