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平成 31年度並木小学校 PTA第 5回運営委員会・議事録 

 

 日時  ：平成 31年 3月*日(*)**:**-**:**  場所：並木小学校 PTA室 

 出席数：29名（本部 7名，学校顧問１名, 学年委員会 7名，専門委員会 3名，他委員会 1名， 

夏祭り担当 1名，監査委員 1名，ボランティア 4名，オブザーバー4名) 

PTA代表挨拶 

今日で最後の運営委員会になります。総会に向けて分からないことがありましたら本部へご連絡ください。 

学校長挨拶 

いよいよ年度末となりました。先日は授業参観及び懇談会，また子供たちが日ごろお世話になっている

方々へのありがとう集会を開催しました。民生委員，図書ボランティアや日本語ボランティアの方々が学習

を支えてくださっています。長年開催したいと考えていました。また，昨日は 6 年生を送る会を行いました。

5年生が中心となり 6年生の卒業を祝ってお世話になった委員会活動やクラブ活動への感謝の気持ちを伝えま

した。6年生から 5年生へ並木バトンが渡され並木小の伝統を託しました。良い雰囲気で年度末を迎えられて

います。 

ボランティア紹介 

 インターネットボランティア 

≪活動内容≫ 並木小 PTA ホームページの運用をしています。ホームページの構成の変更や，記事をアップ

ロードしています。その年の本部の意向により，アンケートツールやメーリングリストを活用したり相談

事に答えたりしています。 

 → 読み聞かせの活動報告等アップして下さいましてありがとうございました。 

→ 今まで担当してくださった方は今年度で最後になりますが，後任が決まりました。 

 日本語ボランティア 

≪活動内容≫ 日本語教室に取り出し授業にやってくる子供の勉強のお手伝いをします。同じ時間に，異な

る学年，日本語能力もさまざまな子供たちが来るような場合，ボランティアが入り 1 対 1 で見ています。

親の立場で子供の宿題を見るように，その子のペースでプリントを仕上げたり，音読を聞いてあげたりし

ます。英語力や教員の資格，特別な知識等は必要ありません。現在 12 名が登録していますが，人員は足り

ない状況です。日本語ボランティアに参加するには，学校を通して日本語指導ボランティアに登録し，守

秘義務について誓約します。学校が持っている予算の範囲で依頼があり，謝礼がもらえます。ただ予算の

枠外でも活動させていただいています。子供たちが安心して過ごせるように活動していきたいと思います。 

 お下がり交換会 

≪活動内容≫ 不要となった物（体操服や鍵盤ハーモニカなど）を大切にし，必要となる人のために有志が

集まり交換会を開いています。4月の PTA総会や授業参観の時に開催しています。継志式の後，玄関の脇に

白い箱を置きます。離任式の時に回収しますのでご協力お願いします。 

審議事項 

1. 委員・役員選考について 

選考委員からの報告 1月に在校生保護者を対象に追加募集メールアンケート，2月に新 1年生保護者を対象

にアンケートを行いました。本部書記 1名は充足しませんでしたが，他は決定しました。 

選考委員からの提案  

 今年度は在籍 6 年に対し 1 回が目安となっていましたが，児童数の減少によりそれでは充足できない

と考えます。次年度以降在籍児童 1人に対し一役（以上）を目安とするのが妥当と思います。 

 外国籍の方日本語を母国語としない方への対応について，いくつかの委員会から問い合わせがありま

した。それぞれの母国語，使用言語等で得手不得手があるかと思いますが，PTA の理念に基づき助け

合いながらご参加いただけると良いと思います。 

 立候補者が複数の場合，どのように選考をしたら良いか質問がありました。基本的には各委員会に選

考をお願いしましたが，次年度以降ある程度ルールがあると良いと思います。 

 選考後決まらなかった方への連絡をどうするか，明確な決まりがあると良いと思います。 

 選考委員としてどなたが委員・役員に内定したのか把握していませんでした。各委員会へ内定者をご

報告いただけるようにお願いしましたが，次年度どうするかは課題となります。 

 学年委員の選考について，従来はクラス分け決定後に均等になるようにしていましたが，集まらない

場合もあるためクラス均等でなくても良いとしました。 

各委員会からの問題点 

 広報委員・・・希望者が多数で，どういう基準で選考すれば良いか悩みました。広報は学年が関係あ

りません。納得のいく選考をするためにルール作りが必要と考えます。落選した方について，「なん
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で落とされたの？」と連絡が来た人が 2 名いました。選考の希望者リストにはありませんでした。情

報の一元化と落選したのかどうかの情報が必要と考えます。 

 文化委員・・・そもそも希望者が足りず学年ごとに何人，とするのは難しいです。少ない希望者の中

で決定しましたたが，後から新 1 年生で第一の希望の方が出てきました。新 1 年生の情報をもっと早

く取得できないでしょうか？ 

 校外生活委員・・・5 年生まで第一希望のいる学年は，授業参観の時にじゃんけんで決めるという意

識がありました。もっと早くやった方が良かったのか，新 1 年生の希望者がいなかったらどうするの

か等悩みました。 

 選考委員・・・各学年 1人で決定しましたが，1人引っ越しされることになり他の学年で補いました。 

 卒業記念対策委員・・・そもそも PTA の委員なのかどうかが不明確です。昨年度はボランティア扱い

で募集しました。仕事内容が分からないから集まらないのでは？と思います。第 5 学年の最後の懇談

会等でなり手が少ない状況を説明し,また仕事の内容を紹介するなどして対象の保護者にダイレクトに

協力を呼びかけた方が良いと思います。 

→ 仕事内容・・・卒業対策費の管理，卒業アルバムの写真を選ぶ，記念品や卒業製作品を選ぶ，卒

業を祝う会（6年最後の授業参観）の時の企画等 

→ 卒業対策委員は PTAの委員になります。（※規約第 6章） 

今後の対策案 

 学年委員以外の委員については，学年に紐づけない選考の方が良いと思います。 

 まず本部役員を決定，次に専門委員（広報・文化・校外）および選考，次に学年委員という順番で決

めた方が良いです。 

 本部役員を二役相当分にした方が集まりやすいと思います。 

決定事項 

 1児童につき一役以上（卒業記念対策委員も一役です。） 

 本部は二役に相当（監査は除く，共同代表，書記，会計） 

毎年，最後まで本部役員が決まらない状況になります。来期は春先から選考活動をして行きます。 

2. 今年度決算案，次年度予算案について 

会計より，H30 年度決算案と，H31 年度予算案が示されました。イベント V グループが休会するので予算は

0円とすることが報告されました。また，来年度の入学祝として名札を 3枚とすることが決定しました。 

3. 会計仕事内容の見直し，簡素化 

会計の業務が重いため，簡素化を検討することが提案されました。具体的に会計担当は 1 人が物品の買い

出し，1 人が出納管理をしています。物品調達については今後ネット購入も視野に入れます。納品先は学校

でも可能であることを確認しました。（PTA 宛てであることを明記すること。）また，通帳と金額を合わせ

るために，何枚も引出票を用意して銀行に行っている現状があります。これについては，簡素化が可能かど

うか来期の検討課題となります。 

4.学年委員の運営委員会での書記兼任（書記希望が不足する場合） 

来期の書記 1 名です。もう 1 名決まらなかった場合は，学年委員で分担し議事録作成にご協力お願いする

事にします。来年度はみんなでフォローして行きましょう。新委員さんへ引継ぎの時お話してください。 

報告事項 

1. 修学旅行アンケート結果について【第 5学年委員会】 

5 学年を対象に，1 月にアンケートを行いました。（修学旅行費を一括集金することが実施の条件となるた

めです。）回答結果は，希望する 76名，希望しない 2名，未回答 1名でした。 

 校長先生より補足・・・ 

→ H31 年度から修学旅行を実施することになりました。日程は*/**,**の 2 日間，鎌倉大仏→鶴岡八幡

宮→アクアラインを通りホテル三日月に宿泊→東京へ向かい国会議事堂→江戸東京博物館,一人当たり

20,000 円，これを提示した上で 5 年生へアンケートを行いました。ホテル三日月には修学旅行専用の

部屋があります。春休みに職員を派遣して下見し，保護者に説明する準備を整えています。 

→ 6 年生への説明について・・・出張のため学年主任にメッセージを託しました。6 年生が話題にして

くれたおかげで実施の運びとなったことについての御礼と，現 6 年生の実施が叶わなかったことへの

謝罪を申し上げました。 

→ アンケートには学校の先生方の負担を懸念する声も多く，時代は働き方改革(※)，行事は削減の方

向です。修学旅行は宿泊を通し同じ釜の飯を食べることにより子供同士と先生との関係を非常に親密

にします。準備に時間がかかったとしても教育的効果があるものです。行事を増やすというのは時代

に逆行しますが，子供たちにとって非常に効果的です。運営委員会での審議ありがとうございました。 
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※教員が多忙で働き方改革が求められています。狙いは 2 つ，雑務を整備し子供と向き合う時間を増

やす，教員の仕事を魅力的にすることです。現在教員希望者が減っています。希望者が少ないと教員

の質が低下するため問題となっています。たくさんの人が先生になりたいと思えるように改革が求め

られています。 

2.市 P連活動報告 

市への要望書への回答があったことが報告されました。校外生活委員会（三校連絡協議会）からも要望書

を上げていますが，回答を頂いていないと伝えてきました。回答が来なかったら催促しましょう。 

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 1） 

4.本部役員・委員会「追加」募集にメッセージを記載した件（*/**配布分） 

共同代表鈴木よりメッセージを記載しました。共同代表は今年度分担して業務を担ってきました。今後は

書記や会計についてもフォローしあえる関係を築いていきたいと思っています。 

その他 

1. 新委員名簿調査について 

本部では名簿を 2つ作っています。 

①運営委員構成員連絡用名簿・・・アンケートフォームで調査します。 

②PTA委員名簿・・・旧委員の方へメールを送りますので新委員の方へ転送お願いします。 

2. 学年委員引継ぎについて 

 学年委員の引継ぎは始業式の新クラス発表後に行うことになります。活動内容の引継ぎも行ってください。

引継ぎは別日でも大丈夫です。 

3. 来年度運営委員会開催日程について 

先生方と平日仕事をしている役員・委員の負担軽減のため，主に土曜日の PTA 美化活動や土曜日授業に合

わせて 5回開催予定です。来期の本部役員と学校との話し合いで決めていく予定になっています。 

→ 学校より・・・市の行事については確定しているはずですが，まだ学校に届いていません。日程につ

いては今後相談させてください。また今年度あった土曜日授業ですが来年度はありません。土曜日に授

業があった場合は振替をとることになります。 

4. 運営委員会 PTAサイトの件 

 各委員会からの活動報告の提出ありがとうございました。総会資料を本部にて作成しておりますので，去

年のように監査が終わった後に製本のお手伝いを宜しくお願いします。 

 昨年は本部役員の候補者が少なかったこともあり，情報共有と業務効率化のため運営委員会用サイトを運

用してきました。来年度も配布文書の決裁や活動報告の提出，決裁方法や印刷機の使い方の共有，PTA 室の

鍵の予約に使用していきたいと思います。サイトを使う条件としては Google アカウントが必要になります。

アカウントの引継ぎをお願いします。分からない方はフォローします。 

5. 校長先生より 

 ①市の大きな行事の中で変わるものがあります。 

 文集つくば・・・来年度から廃止されます。作った文集を授業の中で活用できないことが理由です。 

 合唱フォーラム・・・ノバホールで 3 日間行われてきましたが，全員参加ができないことや，ノバホ

ール近辺の交通状況を考慮し，来年度からは学園単位で全員参加の形で開催される予定です。 

 陸上記録会・・・筑波大の陸上競技場で行われていました。選手に選ばれた生徒以外は 100 メートル

走しか出番がなく，ほぼ 1 日中テントの中にいることになってしまいます。これも学園単位で実施さ

れることになりました。実施場所は並木中になります。6 学年委員がお手伝いすることはない予定で

す。保護者の方に見に来てもらえる行事にしますのでお子さんの様子を是非ゆっくりご覧になってく

ださい。詳細は体育主任が集まって協議します。桜並木学園ではどうするか，文書にてお知らせする

予定です。 

 ②PTA の活動についても是非見直しをお願いします。例えば，各学年の親子親睦会は学年委員にかなり負

担をかけているのではないかと思います。削減あるいは規模縮小をしても良いと思いますので，先生に

相談してください。先生に相談していただければ学校全体で検討します。実施可能なものをやっていき

ましょう。前の委員から引き継いだものをやらなくてはいけない，という認識でなくて大丈夫ですので

是非相談してください。 

6. 運動会についての意見 

運動会で徒競走がなくなったのが残念だったという声が周囲から多く聞かれました。学校にご負担がなけ

れば実施して欲しいです。 

7. 図書ボランティアより 

 図書寄贈ありがとうございました。100冊以上集まりました。 
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資料 1 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 2/* 次年度第 2 学年委員選出の案内メール 
2/* 学年懇談会司会 

3 月初旬新第 1学年委員選出の案内 
4/* 新第 2学年委員選出 
4/* 新第 1学年委員選出，引継ぎ 

第 2学年委員会 1/* 新委員の内定 
2/* 懇談会の司会 

4/* 新委員選出，引継ぎ 

第 3学年委員会 2/* 学年懇談会司会 4/* 新委員への引継ぎ 

第 4学年委員会 1/* 修学旅行実施希望調査 
(５学年保護者向け)作成，印刷，配布 

1/* 希望調査 集計 
2/* 学年懇談会(名札準備) 

  新５学年委員希望者への引継ぎ案内配布 

4/* 新４学年委員への引継ぎ 

第 5学年委員会 1/* 修学旅行に関してのアンケート集計 
2/* 学年懇談会司会 

4/* 新委員選出，引継ぎ 

第 6学年委員会 1/* 茶話会手紙印刷（11日配布，21 日回収） 
1/* 茶話会打ち合わせ 
2/* 茶話会，菓子・お茶等買い出し 
2/* 茶話会 
2/* 卒業を祝う会受付，学年懇談会司会 

3/* 卒業記念品納品受け取り 
3/* 卒業式（継志式）花束納品受け取り 
3 月中 新役員仕事引継ぎ 

広報委員会 11/*-* なみき 94号に掲載する写真などの情報提
供を学校へ依頼 

12/* 広報なみき 94号に掲載する並木小学校から
の情報提供を受領 

12/*-* 94号に掲載する記事の作成および印刷業
者とのメール審議 

1/*  初稿となる原案を印刷業者に提出 
1/* 印刷業者から初稿の提示 
1/*-* 学校および PTA各位にメールにて回覧 
1/* 学校からの訂正事項を踏まえ最終稿の原案を
提出 

2/* 印刷業者から最終稿の提示 
2/* PTA 共同代表への決裁依頼 
2/* 学校側の決裁完了を確認，印刷業者への印刷
を依頼 

2/* 納品日の提示。学校側と配布日に関する打ち
合わせ 

2/* 広報なみき 94 号の配布 

3/*までに会計報告書の作成。 
3/* 並木地域交流センターにおいて，
次年度への引き継ぎ会を開催。 

文化委員会 2/* 平成 31 年度保育ボランティア募集のお知らせ
配布 

3 月上旬 家庭教育アンケート実施予定 
3 月上旬 引継ぎ 

校外生活委員会 1/* 安全パトロール開始 
1/*「こどもを守る 110番の家」募集 
2/* 校外生活委員会便り NO.3発行 

3/* 新旧委員引継ぎ 

選考委員会 1 月 全員アンケート，新 1年生アンケート実施， 
2/* 選考委員会 

次年度へ引継ぎ 

本部 1/* 選考委員，本部，顧問打合せ 
1/* 書記打合せ 
2/* 新入児童保護者説明会 
2/* 市 P連定期連絡会 
次年度予算案作成，決算案作成，収支簿作成 

3/* 継志式 
3/* 離任式（花束手配） 
3/* 会計監査 
4 月 本部引継ぎ 
4/* 入学式（新入生記念品準備） 
～4/* 総会資料準備 
決算書作成，収支簿作成 

  

平成 30 年度最後の運営委員会議事録となります。一年間ご協力頂き，ありがとうございました。 

 

（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/)  


