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平成 30 年度並木小学校 PTA 第 3 回運営委員会・議事録 

 

 日時：平成 30 年 9 月**日(土) **: **: **  場所：並木小学校 PTA 室 

 出席数：23名（本部 7名，学校顧問１名, 保護者顧問 1名，学年委員会 6名，専門委員会 4名， 

他委員会 1名，夏祭り担当 2名，監査委員 1名) 

 

PTA 代表挨拶（**共同代表） 

美化活動ありがとうございました。途中で雨が降ってしまいましたが，きれいになりけがもなく安心しま

した。運営員会は今回を含めてあと 3回となるのでいろいろなご意見を頂けたらと思います。 

学校長挨拶（**教頭先生） 

美化活動ありがとうございました。夏休みを終えて児童が登校するにあたって，たくさん草が生えていた

のですが，美化活動を終えすっきりと気持ちよく過ごせるかと思います。来年は気持ちよく夏休み後に子供

たちを迎えられるように，8月中もしくは 9月上旬に実施したいと思います。 

ボランティア紹介 <読み聞かせボランティア> 

活動の目的 司書の**先生をフォローし児童の読書環境を整える事です。あまり固くならずに，井戸端会議

をしながら緩い感じで活動を心がけています。みんなが図書館に来てくれば良いなと思って活動をしてい

ます。 

ボランティア人数 登録者は 23名。各回で参加している人数は 5名程度 

活動日 月*回**：40～**：00 

活動内容 ①蔵書管理（新しい本に対する，バーコード貼り，カバーかけ，並木小はんこつけ，データベー

スへの登録），②学級図書(教室の後ろにある図書)の入替え等の手軽に本を読める環境整備，③図書館の

環境整備（季節の飾りつけ，図書室前の本入替え，カーテンの洗濯，カーペットを引く等），④年度末に

は 6 年生に記念のしおりプレゼント，⑤読み聞かせボランティアと共同で校長先生との茶話会や外部の先

生による講演の企画実施 

課題 ①昔に比べて活動人数が少なくなっています。新規図書の登録に時間がかかるようになりました。②

児童にも保護者の方にも存在があまり知られていない事です。 

[課題解決のための議論］ 

質問：人手不足との事ですが，1回当たりの人数は何人必要ですか？→ 1回の人数が 10人くらいです。 

提案：ボランティアの登録者以外でも，単発的にお手伝いが出来るよう保護者全員に連絡出来る体制が必要。 

対策案：①緊急メール→緊急連絡メールの汎用は出来ません。②並木小 PTA のホームページ→安全上具体的な

日程の記載は避けたい，③配布文章 

対応：③の配布文章による対応が現実的な事から，不定期な開催ではなく日程を決め半期ごとくらいにお手

伝い募集の資料を配布したいと思います。また運営委員会の皆様は図書ボランティアについて宣伝して下

さい。 

 

報告事項 

1. 夏祭りボランティア参加協力の御礼，および出店収支報告 

今年は多くの方に参加していただきありがとうございました。ボランティア募集のアンケートには，12 名

の方が登録して下さいました。加えて他のところからも多くの人が参加してくれました。たくさんの方から

ご支援いただき感謝です。6 年生等子供たちと保護者の方の手伝いもあり，収入もありました。来年も継続

していけたらと思います。また，実行委員より校外生活委員のスマートなパトロール支援に対して感謝され

ました。パトロール時に注意呼びかけすべきポイントを共有する等の課題も挙げられました。 

 

夏祭り内情 運営側の人不足もあり運営が厳しい状況です。 

並木小 PTA としての対応 夏祭りの運営が厳しい状況を踏まえて，並木小 PTA より模擬店を出店していきたい

と考えています。新規住宅が増え新しいコミュニティも出来ると思うので，子供会等に所属していない保

護者でもグループを作り参加出来るよう支援していきます。子供達が楽しみにしている夏祭りに，地域主

体の模擬店を増やす事が出来るよう支援していきたいと思います。夏祭り実行委員会からも機材を貸し出

してもらえます。 

模擬店出店方法 前回の配布資料で出店申請方法案を配布しました。具体的な手順については，さらに議論

し案内予定です。また，夏祭りを支援したい方は，夏祭り担当（本部）に入ってもらえたらと思います。 
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2. 学校保健安全委員会（*/**）の報告 

学校保健委員会の内容は，既に各ご家庭に配布されている保険だより（号外）で紹介されていますので確

認して下さい。成長期における睡眠の重要性について，小学校の担当医の先生がお話して下さいました。

「寝る子は育つが寝ない子はメタボ」だそうです。また，並木の子は虫歯が少なく，視力も悪くても眼鏡を

していると親の目が行き届いているというお話がありました。 

他の学校では学校保健安全委員会に学年委員会の方も出席されていました。もし興味があれば学年委員さ

んにも参加していただけたらと思います。 

 

3. 平成 30 年度県南地区 PTA 指導者研修会（*/***）の報告 

講演内容は，いじめがあった時の大人が子供に関わる事の難しさについてでした。いじめがおきた場合，

学校側に対応をお願いするばかりではなく，まず親が寄り添いませんかというお話でした。また子供達を理

解するには，自分たちも子供だった事を思い出してほしいというお話もありました。詳細は並木 PTA のホー

ムページに記載しますので機会があれば見て下さい。 

 

4. つくば市 P 連の報告 

つくば市 P 連で話し合われた重要な 2 点について報告します。①つくば市への要望書の提出は，**/**に決

まりました。本校からの要望も校外生活委員会で取りまとめられています。また別途要望している HP 作成に

ついては，今年はつくば市から回答をもらえる事になっています。②つくば市内の小学校において，役員の

なり手が少ないという事が問題点として挙げられました。詳細は，並木小 PTA ホームページにて報告したい

と思います。 

 

5. 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 

各会で活動報告におよび活動予定について確認されました。（一覧を最後に示します。） 

 

6. PTA 脱退時の互助会について 

本年度から PTA の入会は任意制となり，入退会が可能になりました。退会者の互助会（茨城県 PTA 安全互

助会；PTA 主催のイベント時のケガ等に対応した保険）の扱いについて，一般社団法人 茨城県 PTA 安全互助

会に確認を行いましたので報告します。互助会については，毎年年度始めに資料が全保護者に配布されてい

ます。互助会費は年間 120 円となっています。今年は脱退した人がいたのですが互助会費は，一括支払ため

退会者も支払っています。 

[教頭先生より理事会に問い合わせた結果報告]  

PTA組織の脱退未加入者の扱いについて理事会で協議された結果，互助会はPTAに加入している人がお互い

助け合うためのもので，未加入の人にはいかなる場合も給付出来ません。例外として，会員の祖父母が協力

者として活動時にケガした場合には，保険が適用されます。互助会とは別に，学校行事にお手伝いをして下

さった場合に起きた事故には，つくば市では学校ボランティア保険があり対応出来ます。 

[今後の対応] 

今後は，会員が脱退する際には，互助会には加入出来ない旨を理解していただいた上で退会してもらう事

になります。入退会の案内は 1 月末に配布予定になっています。配布資料には「退会された場合は，次年度

のPTA互助会（PTA活動時の児童・保護者の事故時に対する補償金・見舞金制度）の会員サービスが受けられ

なくなります。」と記入し，並木小学校PTA退会届（入退会手続に関するPTA規約(細則)，申合せ事項資料）

の退会確認書には「退会に伴い PTA 互助会保険が停止になります。」と追記します。入退会案内資料は 1 月

末配布を予定していましたが，再度学校側と加入者数把握時期について話し合い調整する事になりました。 

[細則様式変更への承認] 

並木小学校 PTA 退会届は，PTA 規約(細則)にある様式のため，運営員会で変更の承認を受けました。 

 

その他 

1. 今後の女ネット参加提案 

今回報告したように並木小学校外の研修会が行われています。これまで紹介したように，どの会もとても

参考になる良い話となっています。共同代表が行くだけではなく，学年代表が参加出来たらとても良い勉強

になると思います。女ネットは，「お母さんの口コミ力ってすごいよね」という事から始まっているそうで

す。バスで来ている学校もあります。他校のお母さんとの交流も出来る場所となっています。 

学年委員会の仕事量を増やしたいという事ではなく，母親として学べる良い機会ととらえ参加してもらえ

たらと思います。交通費は PTA から出ます。車の運転が出来ない方は，乗り合い等で参加する事も出来ます。 

運営委員会メンバーに女ネット委員会開催行事の案内をメールにて共有しますので，是非参加してみて下
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さい。また PTA 会員であれば参加出来ますので，運営委員会メンバーによる宣伝をお願いします。 

4 年後は本校が女ネット委員を担当する順番になります。興味がある先生，聞いてみたい・知りたいと思

うテーマについて講演してもらえる良い機会となります。 

 

2. 個人情報保護対応 

PTA規約（細則）にあるPTA個人情報取扱方針について，第1回運営員会で紹介しました。各会で取扱いが

困らないよう，個人情報取扱い方法例を紹介します。 

（質問) 保管方法に紙で管理している場合は「鍵のかかる場所に保管する。」とありますが，鍵のかかる場

所がありません。 

（対応)本部で PTA室に鍵のかかる場所を整備します。 

 

3. 調整池の亀と金魚の住みか 

前回並木小手伝い隊の方から，調整池の亀と金魚の住みかは今のままで良いか子供達に意見を聞いてほし

いと要望がありました。亀が触られるとかわいそうなので，いまのままが良いという意見がありました。 

 

4. 修学旅行について[第 4 学年委員会からの要望]  

今年の 6 年生保護者が，修学旅行について先生と話し合ったと聞きました。中学生や大人になって修学旅

行が話題になった時，行っていないとなるとかわいそうだと思います。子供たちも行きたいのではないかと

思います。修学旅行についてどう考えているのかアンケート調査を実施し，修学旅行を行ってほしいという

意見が多かった場合には，修学旅行を検討してもらえないでしょうか。 

 

[校長先生の回答] 修学旅行がない経緯は正確には把握していませんが，保護者の方から 6 年の時には受験

があるのでやめてほしいという希望があったと聞いています。そのため宿泊学習を 5 年生で行うようになっ

たようです。数年前にも保護者の方からやりたいという話がありました。つくば市では並木小学校だけが一

泊する修学旅行（規定は，最後の遠足）をしていません。 

修学旅行は費用が掛かるので，積立期間が必要となりすぐに行う事は出来ません。5 年生からの計画が必

要となります。アンケートを通して保護者の修学旅行に対する意見を聞く事は可能ですが，年によって違う

対応は難しいので，アンケートは全学年を対象とした実施をお願いします。 

[委員の意見] 時期は受験と被らないようにしてほしいと思います。秋の行事で陸上競技会もあり子供には

負担になっています。 修学旅行には費用が掛かるので各家庭の経済的な事情も考える必要があると思います。

修学旅行が並木小学校にはないという事を知らない人もいるので，アンケートを行う事で周知する事も出来

ると思います。5 年生にある宿泊学習が修学旅行になるのも良いと思います。とても繊細な質問なのでアン

ケート作成は慎重に行ってほしいと思います。30 数年前から並木小学校には修学旅行はなく，ないものだと

受け止めていました。 

[対応] 4 学年委員と本部でアンケートを実施します。修学旅行は子供の意見を反映するべきなので，保護

者だけではなく子供も対象としたアンケートを作成します。第 4 回までにアンケート実施し運営員会で議論

したいと思います。修学旅行は費用も労力もかかり多くの意見があると思います。また多忙な先生への負担

も大きいので，学校任せではなく保護者がサポート出来る体制が必要かと思います。 

 

5. 第 1 学年の第 2 回親睦会と合唱フォーラムの日程が重なっている事について[6 年生保護者からの要望] 

子供が 1 年生と 6 年生の保護者は，両方のイベントに参加する事が難しい状況です。時間が重ならないよ

うに，第 1学年第 2回親睦会の日程を調整して下さる事になりました。 

 

6. 文化委員会主催の親子視聴覚教室開催についての PR 

親子視聴覚教室が，**/**（火）**：10 から大道芸の TOMI さんをお呼びして開催されます。詳細について

は，10 月上旬に資料を配布します。市からの補助がなくなった事もあり，お金と労力がかかるため毎年の実

施は難しくなっていますが，子供達がとても楽しみにしている行事です。今回は文化委員会委員さんが TOMI

さんに予算内で講演いただけるように交渉してくださり，快諾して頂けた事で実現しています。是非ご参加

ください。 

 

おわりに 

 校長先生のあいさつ 

本日の美化活動は，途中からあいにく雨となり大変になりましたがご協力ありがとうございます。並木小

の保護者は学校行事にたくさんの方が参加してくださりすごいと感じております。例年美化活動は夏休みの
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直後に行っていましたが，中学校の行事と重なったり，3連休が続いたりしたので9月下旬となってしまいま

した。来年はまた夏休み直後に行いたいと考えています。 

 

 最後に 

先生方が美化活動の前に，夏休みの暑い中，草をかって下さっていました。子供達のために環境整備をし

てくださり感謝です。 

平成 31 年度の PTA 役員・委員の募集・選出のアンケートが実施されます。運営委員会メンバーを通して多

くの方にご協力頂けますよう口コミで宣伝していただけますようお願いします。 

 

 次回運営委員会開催予定 

平成 30 年**月**日（*）校内音楽会後**：00 PTA 室  

 

 

（資料）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  **/** 第 2 回親睦会開催 

第 2 学年委員会 
**/**  親睦会打合せ 
**/**親睦会の案内を印刷・配布 

**/** 親睦会打合せ 
**/** 第 2 回親睦会(親子ドッヂボール) 

第 3 学年委員会 特になし 特になし 

第 4 学年委員会 

**/** 講師と打ち合わせ（メール) 
**/** 天体観測会打ち合わせ 
**/**「天体観測会のご案内」印刷 
**/** 「天体観測会のご案内」配布 

**/** 天体観測会 開催 

第 5 学年委員会 
**/**親子親睦会開催日決定 
**/** 親子親睦会案内文書の配布 

**/**親子親睦会開催 

第 6 学年委員会 

**/** 卒業記念品品目決定，見積依頼 
**/** 卒業記念品見積書受領 
**/** 陸上記録会等ボランティア募集要項印刷，配布 
**/**週目 卒業記念品正式発注 
**/** 陸上記録会打ち合わせ，ボランティア人数調整 
**/** 陸上記録会当日お手伝い 

**/** 卒業記念品デザイン依頼 
**/** 持久走記録会お手伝い 
1**/** 茶話会手紙作成 

広報委員会 

**/** 広報委員：後期メンバーによるメール会議 
（後半の予定の確認） 
**/** 広報委員：印刷会社と連絡 

**/** 広報なみきの取材対象の決定。 
写真撮影を行うイベントを特定 
1**/** 並木小学校との協議（記事の原案） 
**/**まで 広報なみき原稿作成と初稿完成。 
**/** 学校および関係者による閲覧 
**/** 原稿完成。印刷会社へ提出 
**/** 印刷 

文化委員会 

**/** 第 2 回家庭教育学級開催 
**/** 第 3 回家庭教育学級に向けての打ち合わせ 

**/**第 3 回家庭教育学級開催 
**/**旬 親子視聴覚教室に向けての打ち合わせ 
**/** 親子視聴覚教室開催 

校外生活委員会 

**/** 夏祭り巡視 
**/** 防犯プレート設置完了 
**/** 安全パトロールセット回収及び確認 
**/** 安全パトロールセット準備 
**/** 校外生活委員会便り No.2 作成 

**/** 校外生活委員会便り No.2 発行 
**/** 危険箇所改善アンケート配布集計 

選考委員会 **/**第 2 回打ち合わせ **/**ごろに来年度アンケート予定 

本部 

**/**第 3 回並木夏祭り運営委員会 
**/** 市 P 連教育講演会 
**/** 並木夏祭り 
**/** 市 P 連理事会 
**/** 学校保健安全委員会（桜南小） 
**/** 平成 30 年度県南地区 PTA 指導者研修会 
**/** 第 4 回並木夏祭り運営委員会（反省会） 
**/**インターネット更新費納付，清掃用品購入納付，
運営委員会時支払い分引き落とし 

**/**～PTA 会費前期分入金確認，前期決算報
告書作成，次年度予算案作成，入学祝い承認取り 
**/** 市 P 連第 2 回女性ネットワーク委員会 
（研修会/ワークショップ） 
**/** 県南 P 連女性ネットワーク委員会 

     
 （議事録：平成 30 年度 PTA 運営委員会書記) 

 

 

参考:並木小 PTA ホームページ( http://namiki-pta.sakura.ne.jp/)  


