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平成 30 年度並木小学校 PTA 第 4 回運営委員会・議事録 

 

 日時  ：平成 30年**月**日(*)**:00-**:30  場所：並木小学校 PTA 室 

 出席数：27名（本部９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，オブザーバー2名) 

 

PTA代表挨拶（**共同代表） 

音楽会で子供たちの頼もしくもかわいらしい姿が見られてよかったと思います。運営委員会はあと 2 回と

なりましたが，議題も多く残っているので宜しくお願い致します。 

学校長挨拶（**校長先生） 

本日は音楽会にご参加くださりありがとうございました。日頃子供たちの練習する歌声が聞こえていまし

たが，その成果が出せたかと思います。並木小のレベルはとても高く良い音楽会だったと思います。今日の

音楽会のことを是非ご家庭で子供たちと話をしてもらいたいと思います。 

議事事項 

1. 役員委員決めについて【選考委員会】 

10 月上旬に PTA 本部役員および各委員会の立候補者アンケートを行いました。ご協力ありがとうございま

した。今回の PTA アンケート回答率は 70%となりましたが，まだ定足数に満たない委員会があります。各委

員会において充足していない場合，お声かけを図るか，定員割れで成立可能か，追加募集を行うか検討して

ください。本部役員で不足している役員については追加募集を行います。 

不足している役員および委員 

本部：共同代表 1人，書記 1人，会計 2人，監査 2人/ 学年委員会：4学年と 5学年委員会 

追加募集アンケート  

10 月アンケートの未回答者，および回答者のうち役員委員未経験者を対象に，追加募集のための立候補ア

ンケートを実施します。追加募集のアンケートは Web ではなく紙ベースで行い，該当する方のみに学校の協

力のもと児童を介してアンケートを配布いたします。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

2. 本部役員の選出方法のご提案           

本部役員はここ数年決まり難い状況が続いています。人数の少ない他校では，役員が決まらない場合の選

出方法としてじゃんけん等を用いているところがあります。並木小学校も PTA 会員数が減っている中，本部

が決まらない場合の最終手段としてじゃんけんやくじ引等を取り入れていきたいと思います。今回の追加募

集アンケートで定員数が充足されない場合の対応策といたします。           

議論 

質問① 海外出身の方は対象となりますか？ 

→ 回答；対象となります。言葉の壁が少ない役員についてもらえたらと思います。本年度既に夏祭り

担当を担ってもらっている例もあります。 

また，親の介護をしている方，ご主人が単身赴任されている方等，正当な引き受けられない理由

がある方は，くじ引等の対象外となります。 

質問② くじ引の対象となる方の抽出基準は何ですか？ 

→ 回答；これまで役員委員経験のない方です。基本過去 5 年間の役員委員の経験歴をもとに対象者を

選びます。 

質問③ 役員委員は 6 年に１回という基準に誤解があり，1 回やったら良いと考えている人もいて立候補

者も少ないのではないでしょうか？ 

→回答；立候補者アンケートにはポイントについての説明文が記載されていますので，資料をよくご確

認いただけたらと思います。また，PTA の目的は，保護者と教職員が協力して，子供が安心して楽

しく生活できる環境を作ることにあります。「何回」に目を向けるのではなく，助け合いながらで

きる方が手を挙げてほしいと思います。PTA の活動が縮小していった場合の子供への影響も考えて

頂けたらと思います。 

→意見；保護者には PTA 参加に前向きではない方もいます。くじ引等を行う場合，方法をしっかりと周

知し，納得できる形で行うことが必要だと思います。そして，6 年に 1 回役員委員を担えばその後

は免除されることも，役員・委員に立候補をするための助力になることも踏まえ，説明していく必

要があると思います。 

結果 説明をしっかりした上で，立候補者が出ないときの最終手段としてくじ引等で選ぶことが賛成多数で

可決されました。 
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3. PTA 退会加入配布文章および配布時期について 

1 月下旬に PTA 入退会希望届用のお知らせを配布します。入退会届用紙は並木小学校 PTA のホームページ

からダウンロードが可能で，2 月末までに提出してもらう形になります。新入生保護者用の入退会届出用紙

は，*/*の新入生説明会に配布いたします。 

 

4. 平成 31 年度予算案について 

平成 30 年度の会計は，概ね予算通りとなっています。児童数の減少に伴い，収入が少なくなる中，支出が

増えているので，来年度の繰越金が 5 万となるため予算の修正を行いたいと思います。PTA 会員費の値上げ

は反発も予想され難しいことから，支出を減らす方向といたします。親子視聴覚教室費の 20 万円を 10 万円

とし 2年に 1回の開催として準備をお願いいたします。 

 

5. 2019 年運動会 PTA 競技：学年対抗リレー等希望調査の検討【イベントボランティア】 

小学校運動会の PTA 競技について意見収集のためアンケートを提案します。横のつながりを強めるために

学年別対抗競技を取り入れることについて，またどのような競技が良いかについてのアンケートを取りたい

と思います。保護者が PTA の行事に参加できる良い機会であり，PTA への敷居を下げられたらと思います 

 

報告事項 

1. 修学旅行アンケート結果について【第 4学年委員会・本部】 

平成 30 年度第 3回 PTA 運営委員会にて，並木小学校では宿泊を伴う体験学習（修学旅行、以下修学旅行と

します）が実施されていないことについての議論を受けて，児童および保護者の修学旅行への意見を収集す

べくアンケートを実施いたしました。結果を報告いたします。児童用アンケートは先生の協力を得て学校で

朝の時間に実施しました。結果の詳細は添付資料をご確認ください。（参照 資料 1） 

[児童]  1 年生から 5 年生へのアンケートには，修学旅行に行きたいと答えた児童は 83%となりました。

「行きたくない」，「わからない」にその理由を記載してもらいましたが，その理由は乗り物酔いや眠ら

れなかった時の心配でした。6 年生にもアンケートに答えてもらいました。あった方が良いは 91%となり，

意見記載欄には多くの子が長文で修学旅行に行けなかったことへの残念な思いが記載されていました。

（運営委員会では，回答の紹介が２つありました。） 

[保護者] Web アンケートを主体に実施しました。回答数は会員数が 311 中で 230 人に回答していただけま

した。ご協力ありがとうございました。結果は，賛成多数となりました。また反対意見には，先生方の負

担を懸念する声が多くありました。 

[校長先生より] 

修学旅行についてのアンケートを実施して頂きありがとうございます。30 年前から並木小学校には宿泊

を伴う修学旅行はありませんでした。学校単独で修学旅行を行わないと決めたとは考えにくく，当時の保

護者からの要望があったか，実施できない実態があったのだと思います。この度のアンケートで児童およ

び保護者の意見を確認することができました。並木小学校は公立の学校ですから，このアンケート結果か

ら，保護者の代表である PTA 運営委員会より学校へ要望をいただけたら，市の教育委員会へ報告を行い修

学旅行の実施を検討していきたいと思います。中学受験をするお子さんが半分いる並木小学校で，修学旅

行の実施を想定した場合，実施時期は運動会後準備時間を考え 6 月になり，また予算は 2 万円弱になると

思います。これは正式なものではなく，今後先生方と修学旅行の実施時期および場所について検討してい

きます。現 4 年生は修学旅行費を集める時間に余裕はありますが，現 5 年生においては一括での集金が必

要となります。現 5年生の保護者にはこの一括集金でも実施するかの確認が必要になります。 

[議論] 

質問① 先生方の負担が懸念されますが，実務として大丈夫なのでしょうか？ 

→（校長先生）行事を削減している中，修学旅行を行事として増やすのは逆行していますが，子供と保護

者が望んでいることなので調整していきたいと思います。行事を削減しているのも子供と先生との接す

る時間を増やすことが目的となっています。教員の負担は増えることにはなりますが，何のためかを考

えると実施して然るべきだと考えます。また，来年度から学習指導要領が変わることにより，授業の時

数が増えていく方向になるので，行事は形を変えて組み込んで行くことになると思います。 

質問② 反対意見もあるが，修学旅行に参加しないという選択肢はあるのでしょうか？ 

→ 学校行事となりますので，全員参加になります。金銭面が理由となる場合，生活保護を受けている方

については，補助が出ますので個別に学校側から提案することは可能です。 

質問③ 修学旅行に行けない 6 年生の無念さに対応できないか？学校や親への不満，またアンケート実施時

期が遅かったことに対しての不満が回答に記載されていました。修学旅行実施への要望を出す機会がな

かった事が原因で，学校の先生も保護者も行かせたくなかったわけではないことを伝え誤解を何とか解
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けないでしょうか。 

→ (校長先生)この件については，担任の先生に任せてもらえないでしょうか。納得してもらうように説

明していきたいと思います。 

質問④ 6 年生の保護者にボランティアを募って修学旅行に代わることはないが何か企画できないでしょう

か？ 

→ 学校の修学旅行の趣旨とは異なり，また問題の解決にはならないと思います。子供の意見を聞くと，

何とかしてあげたいと思いますが，今は不満があっても数年後に受け入れられるようになり，それが糧

になると思います。家庭でも 6 学年生の親御さんには修学旅行についての話をしていただき，誤解があ

ったら話し合ってもらえたらと思います。また，6 年生以外の保護者には今回修学旅行が実現できるよ

うになった背景に，6 年生の声があったことと 6 年生への感謝の気持ちを忘れないよう話していただけ

たらと思います 

[決定事項] 

アンケート結果を受け，保護者の代表である PTA 運営委員会として並木小学校に宿泊を伴う修学旅行を実

施していただけるよう，本部が準備する要望書を提出することが議決されました。5 学年の実施は修学旅行

費を一括集金が実施できることが条件となりますので，保護者への意見を収集するため第 4・5 学年委員さん

でアンケートを実施することになりました。 

 

2. 学校送迎の車の交通マナーについて 

学校へ車でお子さんを送迎されている方のマナーが悪く危険です。横断歩道の上での停車やプール門側の

T 字路での停車，携帯電話で通話しながら運転している方が見受けられます。事故につながらないように，

また児童の安全のためにマナーを守った送迎をお願いいたします。 

3. 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   

各会における活動報告および活動予定について確認されました。（参照 資料 2） 

4. 鍵について 

第 3 回運営委員会の議題として個人情報の保管方法を紹介しましたが，紙ベースの個人情報を保管するカ

ギのかかる場所がないという問題が挙げられました。対応策として PTA 室にカギのかかる場所を用意しまし

たので，こちらをお使いください。 

5. PTA 室の時計について 

PTA 室の時計が壊れていたため，新しく電波時計を購入しました。 

6. つくば市 P連の報告 

つくば市 P 連の来期会長を選ぶ臨時委員会が開催されます。並木小 PTA としては，会長役を引き受けない

ようしてきます。 

7. 市 P 連女性ネットワークについて 

子供がコミュニケーション能力をつけるために大人が出来ることを学んできました。前回の運営委員会で

もご紹介いたしましたが，とても良い学びの機会となりますのでご希望のある方は参加してみてください。 

8. 県南地区女性ネットワーク研修会 

「自立心と思いやりを育てるコミュニケーション」というテーマの研修会でした。元教師の富沢先生が講

師として講演してくださいました。親が子供役になったロールプレイングがあり，とても勉強になりました。

先生方にも参加していただきたいと思いました。 

 

その他 

1. 総会資料用活動報告作成依頼 

2. 各委員会に配布された予算について 

各会に配布された予算について，余らせると次年度予算を減らされる等の誤解があるようです。各委員会

で引き継がれてきている予算についての誤解や質問がありましたら書記まで連絡してください。次回運営委

員会にて質問とその解答について共有したいと思います。 

3. 懇親会について 

委員と役員および先生とのコミュニケーションは重要だと考えています。そこで今年度は懇親会を実施で

きたらと考えています。年末に実施できたらと思いますが，先生方は年明けでないと都合が取れないことか

ら 3 月ごろに企画したいと思います。 

 

➢ 次回運営委員会開催予定 

平成 31 年**月**日（*）**:30～**:00 PTA 室  
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資料 2 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 回親睦会打合せ 
**/**第 2 回親睦会「親子ドッチビー大会」開催 
**/** 持久走記録会の立哨 

**/** 次年度学年委員立候補者への案内配布 

第 2 学年委員会 **/**親睦会の打合せ  
**/** 第 2 回親睦会(親子ドッヂボール) 
**/** 持久走記録会の立哨 

**/**次年度学年委員立候補者への案内配布 

第 3 学年委員会 **/** 持久走記録会 立哨協力 **/** 学年懇談会 司会進行 

第 4 学年委員会 **/** 修学旅行アンケート 打合せ 
**/** 天体観測会資料 印刷 
**/** 天体観測会開催 
**/** 修学旅行アンケート打合せ 
**/** 修学旅行アンケート印刷 
**/** 持久走 立哨 
**/** 修学旅行アンケート(児童用) 集計 

**/** 学年懇談会 
新 5 学年委員の選考準備 

第 5 学年委員会 **/** 持久走大会立哨協力 
来年度委員について打合せ 

**/**卒対委員追加募集のお便り配布(仮) 

第 6 学年委員会 **/**卒業記念品正式発注 
**/** 卒業記念品デザイン校了完了  
**/**茶話会打合せ 
**/** 卒業式花束発注 
**/** 持久走記録会立哨ボランティア 
**/** 茶話会手紙作成 

**/** 茶話会手紙配布（**/**回収） 
**/**茶話会打合せ 
**/** 茶話会菓子等購入 
**/**茶話会 
**/** 卒業記念品納品受取 
**/** 卒業式花束納品受取 

広報委員会 **/** 印刷業者と打合せ。日程の確認 
**/** 後期活動開始。 

広報誌並木９４号の原案をまとめる 
**/** 文化委員会主催 親子視聴覚会への 

取材と記事作成中 
**/** 合唱フォーラム のための取材と記事作成
中 
**/** **教頭先生と教育広報コンクール 

について打合せ 
**/** 持久走の取材と記事作成中 
**/****先生への校外活動に関する 

写真提供の依頼 
**/****先生への「縦割り班」の活動紹介 

に関する依頼 
**/****先生への「茨城国体２０１９での 

**先生の取組」の紹介に関する依頼 

**/** クラブ活動への取材 
**/** 森川先生の国体への取り組み，および縦
割り班に関する記事作成 
**/** クラブ活動へのアンケート集計。年内に原
稿を入稿 
**/**  原稿の確認。PTA への決裁，回覧を依
頼 
**/** 広報なみき９４号の配布予定 

文化委員会 **/**第 3 回家庭教育学級および閉級式実施 
**/** 親子視聴覚教室実施 

**/** アンケート実施 

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

**/** 「子供を守る 110 番の家」募集 
**/** 安全パトロール開始 
**/** 校外生活委員会便り No.3 発行 

選考委員会 **/**アンケート実施，**/**第 3 回委員会 1 月から 2 月に新一年生向けアンケートを実施 

本部 **/**文化委員会 親子視聴覚 挨拶 
**/** 修学旅行アンケート 学校側と打合せ 
**/** つくば市 PTA 連絡協議会 第２回女性ネット

ワーク委員会 
**/** 県南地区 PTA 連絡協議会 女性ネットワー

ク委員研修会 
**/** 修学旅行アンケート実施・結果集計 
**/** 後期予算配布，前期決算書作成，来年度

予算案作成 

**/** 新入生保護者説明会 
**/** 市 P 連女性ネットワーク 
**/** 総会資料準備 
**/** 決算書作成，次年度予算案確定，新入
生記念品準備 

 （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/)  


