平成 29 年 3 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８回運営委員会報告
日時：平成 29 年 3 月 X 日（X）XX 時 XX 分～XX 時 XX 分 場所：並木小学校ＰＴＡ室
審議事項
１，前回からの審議事項について
① ＰＴＡ規約に任意参加の記載について
② 副会長を３名体制にする件
（副会長）①と②についてＰＴＡ規約の改正文書案を作成しました。
（下記参考資料）
【参考資料】
つくば市立並木小学校ＰＴＡ規約 一部改正案（下線部）
ＰＴＡ規約改正提案箇所は以下３箇所です。
１， 表題
《現行》つくば市立並木小学校ＰＴＡ規約
《改正案》つくば市立桜並木学園並木小学校ＰＴＡ規約
２， 第４章 第７条
《現行》会員は，すべて平等の義務と権利を有する。
《改定案》会員は，任意参加の合意の下にこの会を協議運営するものとする。
２， 会員は，すべて平等の義務と権利を有する。
３，第９条 第２７条
《現行》この会の本部役員は，次の通りとする。
会長１名，副会長２名，書記３名，会計３名
《改正案》この会の本部役員は，次の通りとする。
会長１名，副会長３名，書記３名，会計３名

以上

（会長）規約改正案は３か所あります。一つ目は学園名が変更となっている点です。二つ目は任意参加の文言をどこに
入れるかですが，本部で話し合った結果，第７条に追加することを提案します。三つ目は本部の人数が規約内第２７条
に定められていますので，副会長の人数を３名に修正することが必要です。３名体制にすることで具体的には外回り対
応やインターネット対応の補強をすることを考えています。反対が無ければ総会決議にかけます。
→総会決議に規約改正案をかけることが承認されました。
③ 初めてＰＴＡ委員会活動に参加する人は委員長に無理に就かなくても良いとする件
（５学年委員）学年で話し合った結果，規約に記載する必要はないという話になりました。
（文化委員）
「初めて」
というのは１年生ということではなく，
２年生以上でも途中から入ってきた方も対象としますか。
（副会長）
「初めて」は１年生保護者限定ではありません。委員会活動に初めて参加する方が委員長に就くと運営が難し
い面があるため，経験された方が委員長になって頂けたらうまく回るのではないかということです。
（文化委員）初めての人しかいないという場合はどうなりますか。
（副会長）それは仕方がないです。
（５学年委員）兄弟が何人かいて委員会経験者である場合，初めて参加する方ではなく，なるべく経験者に委員長に就
いてもらう，ということを規約に載せるということでしょうか。
（副会長）本件は規約に載せるということではなく，努力目標です。経験された方が委員長に就いた方がうまく回るの
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ではないかということです。
（会長）乱暴な質問だったかもしれません。複数人お子さんがいる家庭に負担がかかるのではと心配されると思います
が，そういう意図ではありません。共働き家庭の増加などにより，現行の仕組みと実際の保護者の動きがついていけて
いないため，新しい仕掛けを考えていかなければならないと思います。ポイント制についても手を入れていく必要があ
ると思いますが，今年度は時間がないため来年度の課題です。過去に初めて参加して委員長に就いて，それきりＰＴＡ
に出てこなくなった方がいた話を教頭先生から聞いています。そういったことが無いようによろしくお願いします。
→来年度，引き続き話し合うことになりました。
【※「任意」について第 7 回運営委員会以降に，別途校外生活委員会から頂いた意見を以下に追記します。
】
ＰＴＡ加入へのメリット，デメリットをきちんと示すことが大前提にあります。任意参加とＰＴＡ規約にいれることで
参加しない方が出てきた場合，ＰＴＡに加入している子どもと，しない子どもへの不利益（例えばＰＴＡからの入学祝
がもらえないのか，ＰＴＡ企画の視聴覚イベントへの参加はどうなるか）
，ＰＴＡに加入している児童としていない児童
がいることで職員の方々の負担はどうだろうかという懸念もあります。任意参加と規約にいれることで，実際に「やら
なくてもいいんだ」という概念が生まれ，これまで必ずやらなきゃいけないという認識でいた保護者や実際にこなして
きた保護者の意欲までも下げてしまうようであれば，規約に入れることに賛同しかねます。
④ 平成２９年度予算案について
（会計）平成２８年度決算は収入ＸＸＸＸ円，支出ＸＸＸＸ円となる見込みです。収入には繰越金が約ＸＸＸＸ円含ま
れていますが，次年度はＸＸＸＸ円ほどの繰越となる見込みのためＸＸＸＸ円ほどの赤字決算となります。これを加味
して予算案を立てました。小学校への助成金ＸＸＸＸ円は継続します。今年度使途について明細と写真つきで報告を受
けています。総会用にも資料を準備下さるとのことです。学年委員予算については，次年度は一学年ＸＸＸＸ円の定額
で予算組みをしました。学年委員会は実施する内容が大体決まっているとのことなので，使用実績から考えて不足する
ことはないのではないかと思います。この予算案で行きますと，２９年度予算はＸＸＸＸ円繰り越し，その次の年は繰
越額が大体ＸＸＸＸ円となり，赤字予算となります。繰越金はＸＸＸＸ～ＸＸＸＸ円以下が妥当なため，２９年度まで
はこの案でいけると思いますが，３０年度は運営委員会で検討頂く必要があると思います。場合によってはＰＴＡ会費
の値上げも検討が必要かもしれません。
（＊＊＊＊教頭）学校への補助金ＸＸＸＸ円使途を説明します。環境美化関係（除草，花作り）に
ＸＸＸＸ円を使
っています。環境美化で一番費用がかかったのは，造園業者による校庭西側の垣根の除草です。手伝い隊のお父様方と
対応していましたが，素人では手に負えない状態だったため，造園業者にお願いしました。約
ＸＸＸＸ円でした。
他には耕運機の修理費があります。児童活動費は
ＸＸＸＸ円支出しています。主な使途は講師謝礼や交通費です。
今年度はお支払することができました。他には貸出し用の上履きや紅白帽子，市から提供されたスピーカー用の台を購
入しました。その他にポータブルデッキを購入しました。ＰＴＡ活動である家庭教育学級で小さな子を保育するために
ビデオを見せるのですがデッキがありませんでした。今まではパソコンで対応していたのですが，ポータブルデッキを
６，２１６円で購入しました。他には，継志式に音楽家のＸＸＸＸ先生に演奏して頂きますのでその謝礼があります。
２回来て頂きますのでＸＸＸＸ円×２回となります。支出合計はＸＸＸＸ円です。５千円以上の支出は写真を撮って報
告致しました。
（会長）会長活動費３万円を予算計上しています。市Ｐ連総会懇親会など，学校と本部から一人ずつ必ず出席する会合
で会費が必要なため，２万円を予算計上させて頂きます。定期連絡会などへの交通費も発生しますので予算計上してい
ます。これまでは全て自腹でしたが，来年度は費用支出させて頂こうと思います。
（副会長）反対等なければ，この予算案を元に総会審議にかけます。
（会計）他に補足ですが６学年委員さんより，陸上競技会開催時に急遽必要となった駐車場代の領収証が受け取れなか
ったということで，領収証がない場合の書式で報告頂きました。これで承認頂きたいと思います。
→予算案および駐車場代精算について承認されました。
２，平成２９年度校外生活委員会三校連絡協議会要望書作成について
（会長）三校連絡会議とはＰＴＡが存在している大きな理由の一つです。学園で取りまとめた要望を市や県に挙げて行
こうという三校の集まりで，毎年夏に実施されています。先日校外生活委員会によるアンケートが実施され，結果をま
とめましたが，他にご意見等があれば校外生活委員会へ伝えて頂き，三校連絡会議に採り上げることを検討します。こ
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の会議は平日昼間に行なっていますし，せっかくなので成果が欲しいところです。校外生活委員会から出す要望は交通
安全や防犯に特化しています。中学校に入るとインターネット関連の防犯も入ってきています。
→追加の意見は特に出ませんでした。
３， 平成２９年度 並木小要望書作成について
（会長）三校連絡会議と同じルートで市ＰＴＡ連絡協議会を通して市や県に要望を上申していこうという流れがありま
す。他の学校の様子を見ていると色々な要望が出ています。この機会に並木小も要望を挙げていったら良いのではない
かと思います。例えば三校連絡会議では３つの交通安全の要望を挙げていくのですが，それと同様に要望を挙げていっ
たら良いのではないかと思います。まずは要望を挙げることが出来るということを知って頂きたいです。運営委員会議
事報告にも載せますので，それで皆さんにも知って頂けたらと思います。６月の地域防災会議の時に区長さんからの要
望も入れることも出来ます。
（＊＊＊＊教頭）学校からお願いですが，要望に挙げた事項については市と県の方が来て実際に見て行かれます。昨年
度はつくば中央警察の方も来られました。ただし説明する時に，実際の場所が分からない場合がありますので，来年度
要望を決める時には教頭も呼んで頂きたいと思います。
→特に意見は出ませんでした。
４， 平成２９年度 運動会ＰＴＡ競技について
（会長）
イベントボランティアでリレーを実施したい背景を説明します。
ここ１０年は大玉転がししかやっていません。
並木小には体育系の委員会がないため，運動会は本部で担当しているのですが，運動会が５月開催となり，４月にメン
バーが入れ替わった直後なので競技を検討する時間がありません。そのため毎年大玉転がしとなっていました。せっか
くなのでＰＴＡ保護者が盛り上がれる競技を，ということでリレーを提案します。トラック一周１７０ｍですが，運動
会まであと２か月ありますので準備頂けたらと思います。確認は２点です。①この仕事を本部からイベントボランティ
アに移して良いかという点，②リレー以外の競技で何か良い提案はないか，です。大玉転がしとリレーの二競技開催が
良いのですが，子ども達の表現種目の着替え時間に充てるための１０分間なので，時間の関係上，学年対抗のリレーの
開催を考えております。
また，
本件を別の見方をすると委員会の仕事がボランティアグループに移る一例にもなります。
（書記）過去の運営委員会報告を確認すると，リレーを検討したことが２回ありました。怪我を心配する声があがり実
現はしなかったようですが要望は確かにあったということです。
（会計）ＰＴＡ安全互助会資料を見ますと，ＰＴＡ活動中に怪我をした場合は１２万円上限で保険金が出ます。運動会
中でもＰＴＡ会員なら出るのでしょうか。
（＊＊＊＊教頭）ＰＴＡ会長名で文書が出ていればＰＴＡ活動となります。保険申請時にはその文書添付が必要です。
→①②について反対意見なく，進めることになりました。
（会長）運動会前日にお手伝いを募集したいと考えています。例えばトイレに土が入らないようにするための養生，今
年度行いました水たまり埋めなどです。数名の参加でも良いですのでお父様方の参加をお願いしたいと思います。
報告事項
１， 功労者表彰事業報告
（会長）個人の方は辞退されました。団体で並木夏祭りとアダプト・ア・パークの方に受諾の旨を連絡頂きました。た
だし団体としての成果であることを強調されていて個人名は出さないで下さいということでした。個人の方が辞退され
たのも同じ理由かと思います。この事業を来年度も続けたいと思いますが，今年度の経験から個人では受けがたく，団
体で何かされた方が良いのかなと考えています。広報委員会にこれを記事にして頂きたいのですが，さりげなく広報誌
に載せる等で対応をお願いできますか。
（広報）広報誌にスペースは取れるので，次年度に引き継ぎします。
２， １／XX 女性ネットワーク委員会講演会について
（副会長）ノバホール内つくばイノベーションプラザで行われました。内容は「資生堂の災害支援活動」ということで
非常時に役立つ化粧品の紹介とボディケアの研修を受けました。ドライシャンプーやウェットティッシュによる頭皮の
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ケアの仕方や，人の手の暖かさで癒されるボディータッチなど簡単にできる内容を教えて頂きました。とても参考にな
る内容でした。皆様も機会がありましたら，是非，ご参加いただけたらと思います。
３， ２／Ｘ

青少年健全育成 茨城県推進大会について

（書記）県立文化センター大ホール（XX：XX～XX：XX）にて参加して参りました。毎年行われている大会ですが，今年
は５０周年記念大会で大きな会でした。午前中は表彰と中学生３名による主張発表，午後は講演会とアトラクション，
実践活動の発表が行われました。講演は前高萩市長の草間吉夫氏の経験に基づく児童福祉に関するお話を頂きました。
日々変化していく社会の中で，共に社会を作る大人を育てていく，子育てについて考える良い機会になりました。アト
ラクションは水戸女子高等学校の吹奏楽部によるハピネスコンサートを拝見してきました。曲に合わせたダンスや寸劇
もあり，会場の皆様と楽しい時間を過ごすこと出来ました。実践活動は水戸更正保護女性会より「ほっとけない活動」
の発表がありました。内容はスマートフォンなどのデジタル情報端末について子ども達と共に考える取組みについてで
す。活動されているのは４０代から９０代の方なのですが，まずは自分達がスマートフォンについて知らないことが「ほ
っとけない」ということで，講師をお呼びして自ら学習後，地元の五軒小学校の子ども達と授業を受け，取り組みを進
めているとのことでした。発表はとても勉強になり，自分の住む地域でどう生きていくかを考える良い機会になりまし
た。こちらの報告や資料をホームページに掲載していますので，ご覧下さい。
４， ２／XX 新入生保護者説明会について
（会長）新入生保護者へ資料を配布しました。以前の配布資料を元に作成し，原点に立ち返ってＰＴＡとは何かをお伝
えました。一度も参加したことが無い方はＰＴＡは怖いというイメージをお持ちかもしれませんので，成り立ちなどを
説明しました。重要なのは，こういう組織で上に意見を挙げる仕掛けを持っているということです。もう一つは子ども
達をサポートしていく仕掛けです。サポートしていく中で，子どもが約４３０人，世帯数は約３２０ありますが，単純
に割り算すると 1.3 年分／世帯は平均で出てこないと委員会が回せないことになります。委員の数を減らすか，働き手
を増やすかの選択を迫られるため，皆で考えていかないといけません。調べてみると任意参加としているところはかな
り沢山ありますが，そうして潰れたというところはありません。任意としても工夫して切り盛りしているのだと思われ
ます。基本は任意の方向にあるということをご理解ください。但しこれまでの委員会の良い資産はうまく引き継いで，
負担を減らしながら子どもたちのサポートをして行けるようになればと思います。この説明会中に本部の女性２名が小
さな子供の保育を請け負っていました。これこそＰＴＡと感激しました。誰か手が空いている人が手を差し伸べる，そ
ういう動きを出して行きたいと思います。
５， ２／XX 市Ｐ連 第３回定期連絡会について
（会長）２５分間で終わりました。並木小広報委員の表彰や市や県に挙げた要望などの議論がありました。この配布資
料は並木小ＨＰ保護ページに挙げていますのでご覧下さい。来年の予定なども書かれてあります。
６， 卒業記念品について
（６学年委員）今年度学年委員と去年の学年委員などで相談して，電波時計を贈ることにしました。
その他
１，第８回運営委員会議事報告書 確認についてのお願い
（書記）今回の報告書は３／XX の継志式までに配布が必要ですので，確認を早めに行って頂けますようお願いします。
２，総会資料 製本作業について
（書記）年間活動報告書の作成ありがとうございました。総会資料が整いしだい，４月中旬までに総会資料の印刷製本
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を行なう予定です。製本作業については例年通り，新旧本部役員および新旧各委員会委員の方々にお手伝いをお願いい
たします。製本日については後日メールにてご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。
（書記）前回運営委員会でお話しましたが，４／XX（X）の総会までに各委員会の引き継ぎ完了をお願い致します。また，
新委員長さんから 2 種類の記入用紙（運営委員連絡先記入用紙とＰＴＡ委員名簿の作成について）を新クラスがわかり
しだい，４／XX（X）までに本部書記へご提出して頂きますようご連絡お願いいたします
（副会長）顔合わせ会は４／XX（X）懇談会終了後になります。詳しくは後日ご連絡いたします。
（＊＊＊＊教務主任）茨城県ＰＴＡ連絡協議会から家庭教育実践事例集「愛の記録」第５２集の原稿募集が来ています。
４００字詰め原稿用紙４～５枚，募集期間は７／１～９／５です。原稿を投稿頂ける方は＊＊までお願いします。
（書記）ＰＴＡホームページには保護ページがあります。パスワードは ＊＊＊＊ です。
（会長）三校連絡協議会の議事録を載せることを承認頂きたい。→承認されました。
保護ページ閲覧は原則会員限定です。三校連絡会議の議事録など時間が明記されているような文書はパスワード付の保
護ページに入れています。交通費などＰＴＡ支出がある会議の文書などもあり，会員はこの保護ページで確認できます
ので見て頂けたらと思います。パスワードは定期的に変更した方が良いと思いますので，インターネットボランティア
と話します。
＊＊＊＊教頭より
１年間ありがとうございました。あっという間の１年間でした。子ども達も色々な活動に取り組み，充実していたの
で，子どもたちにとっても早く過ぎたのかなと思います。本日学校便りを発行致しました。授業参観の様子や学校評議
委員会の写真も載せています。評議委員会は２／XX の授業参観の時に行われました。評議委員の方からは，校内があま
りに静かなので，子ども達はいるのですかと聞かれました。県南や市の教育委員会の方が来校された時にも同じような
ことを言われていました。集中力がありますねということでした。教員の不祥事が続いていますが，並木小ではコンプ
ライアンス研修を月一回開催しています。その点は評議員さんにも評価頂きました。学校教育アンケートを実施しまし
たが，その集計結果が出ました。学校便りには学校全体のグラフを掲載しました。昨年度と大きくは変わっていません。
保護者側は，良い言葉づかいをしていますかという点，持ち物を見ているという点が低い結果でした。桜南小も同様の
結果だったので，それが桜並木学園の課題ではないかと思います。子ども達は挨拶と発表，忘れ物の３つが低くなって
います。ただ忘れ物がすごく多いかというとそんなことはないと感じますので，子ども達の意識が高いということだと
思います。しかし忘れ物は無い方が学習には良いので，この状態を継続して指導していきたいと思います。発表に関し
ては，低学年はとてもよく手が挙がります。中学年になると自我が出てきて恥ずかしいという気持ちから手が挙がらな
くなってくるようです。他には読書が低く出ています。これは去年から学校の課題として取り組んでいますが，来年度
も引き続き重点的に取り組んでいきたいと思います。保護者からの意見も一部載せています。寄せられた多くは肯定的
な意見で学校への励ましの言葉も沢山頂きましたが，学校として成長するために挙げて頂いた改善に関する意見を一部
掲載させて頂いています。詳しくはお便りをご覧ください。並木小の子ども達は非常にのびのびと生活しています。本
日行われた六年生を送る会もとても良い会になりました。色々な行事に一生懸命取り組む子ども達が多く，学校も引き
続き頑張っていきますので次年度もご協力をよろしくお願い致します。
（副会長）今年度最後の運営委員会を終わりとします。一年間ご協力頂きありがとうございました。
次年度運営委員会引き継ぎ（顔合わせ）開催予定
４／XX（X）懇談会終了後（XX：XX～）ＰＴＡ室。各委員会から新委員長へお伝えください。
（議事録：運営本部書記 ＊＊＊＊／＊＊＊＊）
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（別表）委員会および本部主要活動報告と活動予定
委員会
活動報告
第１学年委員会
2/
懇談会，次年度委員選出打ち合わせ

4/
4/
4/下旬

活動予定
新 1 学年委員選出
第 2 学年委員選出
新１学年委員へ引き継ぎ

第２学年委員会

2/

年間活動報告書作成
次年度学年委員引き継ぎ文書作成（22 日配布）

第３学年委員会

1/
2/

3/
4/

引き継ぎ資料作成
第 4 学年委員選考
第 3 学年委員へ引き継ぎ

第４学年委員会

2/
2/

運営委員会打ち合わせ
名札準備，学年懇談会司会，次年度第4 学年委員希望者へ選考
案内配布，28 年度会計処理
総会資料年間活動報告書提出
打ち合わせ

第５学年委員会

2/

学年懇談司会，卒業記念委員選考

4/

新６学年委員選出，新５学年委員へ引き継ぎ

第６学年委員会

1/
1/下旬～2/
下旬
2/
2/中下旬
12/
1/
1/
1/
1/
1/

学年委員会（茶話会準備等）
茶話会準備，先生と打ち合わせ
第 1 回親睦会（講話，茶話会）
卒業式準備

3/下旬

卒業式準備

初校完成，校正依頼
念校完成
納品
講座に関するアンケート印刷，配布
引き継ぎについて打ち合わせ
アンケート回収

3/

引き継ぎ

3/

次年度への引き継ぎ，新委員役割分担

1/下旬

平成 29 年度「こどもを守る 110 番の家」ご協力のお願い分担
事業所へ配布
平成 29 年度三校連絡協議会における要望書アンケート 回
収・集計
校外生活委員会便りNo.3 文書検討，作成，確認
校外生活委員会便り No.3 印刷，つくば桜並木学園「こどもを
守る110 番の家」への協力について（お礼）印刷
校外生活委員会便り No.3 配布，つくば桜並木学園「こどもを
守る110 番の家」への協力について（お礼）協力者のみ配布
つくば桜並木学園「こどもを守る110 番の家」への協力につい
て（お礼）協力事業所に配布
新入生保護者説明会にてアンケート回収，集計
来年度選考委員選出，各委員会に新1年生候補者名簿配布

3/

次年度委員への申し送り

3/

次期選考委員へ引き継ぎ

市Ｐ連 女性ネットワーク委員会講演会
次年度総会資料と名簿の準備
第７回運営委員会報告配布
青少年健全育成茨城県推進大会
新入児童保護者説明会
市Ｐ連 第３回定期連絡会
第８回運営委員会

3/中旬
3/下旬
～
4/上旬
4/中旬
4/

第８回運営委員会報告配布
次年度本部役員へ引き継ぎ
総会案内，総会資料作成
会計監査
総会案内印刷，総会資料製本，配布
ＰＴＡ総会

広報委員会

文化委員会

校外生活委員会

1/ ～
2/上旬
2/
2/
2/下旬
選考委員会

2/
2/ ，

本部

1/
1/下旬～
2/
2/
2/
3/
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