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2019 年 7 月 26 日 

並木小学校 PTA 運営本部 

2019 年度並木小学校 PTA 第 2 回運営委員会 議事録 

【日時】2019 年 7 月 5 日（金）15:24～17：35 【場所】並木小学校 PTA 室 

【出席者数】運営委員会構成員 19 名［本部 6 名（共同代表 Y, 共同代表 S，本部書記，会計 T，会計 N，教務

主任），顧問 2 名（校長先生，保護者顧問），学年委員会 6 名（1～6 学年委員），専門委員会 3 名（広報，

文化，校外），夏祭り・ボラ担当 1 名（夏祭り・ボラ），他委員会 1 名（選考）］，非構成員 2 名［監査委

員 1 名（監査），オブザーバ 1 名（オブザーバ）］ 

【司会担当】共同代表 Y 

PTA 共同代表挨拶 

 本日はお集まりいただきありがとうございます。今日は内容が多いので早速始めます。 

校長先生挨拶 

 早いもので再来週より夏休みです。修学旅行は PTA 皆様の思いが集まって実行できました。子供たちの

素敵な姿を見ることができました。ここまでありがとうございます。 

審議事項 

1. 準 PTA 規約細則の更新について 

 （本部書記）細則 11 条 2 項について，これまではインターネット公開文書の日付の記載はすべて伏せ字

にする規定になっていたが，子供の活動に関わるもののみ伏せ字として大人だけの活動は伏せ字にしなく

てもよい規定に更新したく承認をいただきたい。←（全会）承認 

2.並木小 PTA なんでも質問会で提案いただいたことについて 

 （共同代表 Y, S）6 月 15 日, 19 日, 24 日に並木小 PTA 何でも質問会を開催した。おいでいただいた方は

延べ 10 人。提案や質問を受けた事項について報告・審議する。 

(ア) PTA 会計、助成費について、ベルマーク利用提案 

 PTA 会計について（共同代表 Y, S）： PTA 会計について赤字が続いているのを改善すべきとの意見があ

った。現在は本部会計が予算項目の再確認をしており，赤字削減に先立って研修費やお茶代といった使用

されていない予算項目を洗い出して今年度予算を整理しようとしているところである。 

 助成費について（共同代表 Y）： 学校への 40 万円の助成費について，使途の細かい内容を学校から開示

してもらえないかという意見があった。←（校長先生）承知した。 

 ベルマーク利用提案について（共同代表 Y, S）： ベルマークは今並木小では利用していないが利用して

みてはどうかとの意見があった。今年 1 回試しにやって予算のたしにしてみてはどうか？  

 （夏祭り・ボラ）最初に団体の登録手続きをする必要がある。回収箱を PTA 室前に一定期間設置してお

くか，授業参観日を選んで設置するかして，回収したベルマークを PTA 室に皆で一日集まって集計した

い。集計作業が一番大変なので，ベルマークボランティアを募集するなどしたい。←（全会）合意 

(イ) 各委員の業務精査、広報紙について 

 業務精査について（共同代表 Y，S）： 各委員が行っている業務の必要性の精査について，去年やったか

ら今年もやるのではなく精査して欲しい。経験者から「これはやらなくても良いのではないか」という業

務を伺っていきたい。3 回/年行っている「家庭教育学級」について，文化委員会の負担は重いので整理し

てはどうかという意見があった。 
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 （共同代表 Y）家庭教育学級は市の企画なのでこれについて市の家庭教育学級担当者に聞いたところ，回

数を減らすのは問題ないが，ゼロにはしないで欲しい，という回答を頂いた。文化委員会では検討して来

年度に引き継いで欲しい。←（文化）了解。似たものに「親子視聴覚教室」があり精査の余地がある。 

 （保護者顧問）親子視聴覚教室について。マンパワーが必要で，20 万円程度の経費が掛かる。開催頻度

は 2 年に 1 回になっているが，決まっているわけではなくて翌年度の開催の有無を毎年運営委員会で決

議することになっている。以前は市からも毎年 10 万円の補助があったので予算 10 万円で毎年開催して

いたが，6～7 年前から補助がなくなったので隔年の開催が慣行になった。今年は非開催である。 

 （夏祭り・ボラ）開催頻度が 3 年に 1 回になって間が 2 年空くとノウハウを引き継げないのではないか。 

 （共同代表 S）昨年度の親子視聴覚教室は担当者に恵まれて非常にいいものになった。人の巡りあわせに

よるところが大きいので，来年度の文化委員が決まってから新旧委員で方針を話し合って来年度の開催の

有無を運営委員会に提案して欲しい。予算の計上が間に合わなければ余剰金から都合する。←（文化）了

解 

 広報紙について（共同代表 Y, S）：PTA の会計が赤字になっている現状で広報紙の発行の予算に 14 万円

を割り振る必要がないのではないかという意見があった。 

 （広報）印刷代が値上がりするので 14 万円では足りなくなるかもしれない。予算を削減するには，安い

業者を探す，ページ数を減らす，後期版を廃止して 1 回/年の発行とする，PTA 室印刷機を使って製作す

る，Web での電子版の公開のみにして印刷を廃止する，といった対応が考えられる。 

 （保護者顧問）他の学校で使っている業者で安いところがある。複数社から相見積りを取った方がよい。 

 （共同代表 Y＋保護者顧問）広報委員長と連絡をとって業者に相見積もりを依頼してみることにする。印

刷部数を教えて欲しい。←（広報）了解 

 (ウ)学年委員定数を３名にしたらどうか 

 （共同代表 Y, S）本部に人が足りないのに学年委員が各学年 4 人は多いのではないかとの意見があった。 

 （各学年員）4 人がよい（3 委員）。4 人がよいが 3 人でもよい（3 委員）。 

 （保護者顧問）1 学年と 6 学年は仕事が多いので減らさない方がよい。 

 （夏祭り・ボラ）皆さん事情が異なるにも関わらず 1 人 1 役めやすで役員・委員をお引き受けいただくか

らにはある程度仕事に余裕のある役職も必要なので，人数を切り詰めるべきではないとは思うが、一方で

専門委員に比べて定数が多くも感じる。 

 （共同代表 S）学年委員の枠を減らしたからと言って本部の希望者が増えるわけではない。学年委員は減

らさずに，本部を助けてもらいたい。←（全会）合意 

3. PTA 事業のコア・ノンコア事業の仕分けについて 

 （オブザーバ・提案者）コア・ノンコア事業仕分けの提案者を招待いただき発言の機会を頂いて感謝する。

提案の趣旨をおさらいすると，コア事業とは PTA 事業に必須と思われる事業で，ノンコア事業とは必須

ではないが児童の学校生活がより豊かにより安全になる事業である。コア事業は PTA 会員が公平に分担

し，ノンコア事業は有志が実施して有志がいなければ休止するものとする。背景として，今後は児童数の

減少が見込まれ，これにより予算も会員数も減少する状況に PTA は弾力的に対応する必要がある。配布

資料は仕分けの対象にする PTA 事業のリストである。校外委員会と文化委員会は経験しているため詳し

く書いた。 

 （保護者顧問）PTA とは何なのかに関わる問題である。PTA は大人の社交場だと考える。そこには助け
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を求められる互助があり，団結する力がある。必須でない事業を整理していけば何も残らないかもしれな

いが，その総体としての PTA の必要性を意識するべきである。 

 （共同代表 S）前回会議では，アンケート調査をしてコアとノンコアに仕分けをすることはしないが，事

業の業務効率を精査すること，それから役員・委員に手を上げやすいように業務内容を開示すること，で

合意した。事業を廃止するのは簡単だが，いったん廃止したらもとに戻せなくなるので，廃止につながる

判断は慎重であるべきだ。今は並木小 PTA が在り方を大きく変えている過渡期なので事業はできるだけ

保存して将来世代に引き継ぎたい。←（オブザーバ・提案者）了解 

 （校長先生）世代交代を経た数年先まで考えながら改善を進めた方がよい。PTA は昔からあって当たり前

と思っていたので存在意義まで考えたことはなかったが，負担を押してまでやる意味はないので負担なら

止めたほうがいい。皆さんはもっと楽にやってもらえばいいと思う。これまで拝見して，PTA 広報紙はボ

リュームが過剰だと感じた。職員の顔写真を（学年ごとの）集合写真にする等でページと負担を減らせる

のではないか。せっかくの職員紹介の記事も，新年度開始からしばらく経った 7 月発行の広報紙ではタイ

ミングとして遅いと感じる。もっと簡単なつくりのものを 5 月ごろに配布してはどうか。校外委員会便り

で新規に作成して頂いた 110 番の家マップはここまで作りこまなくてもいいのではと思う。作業が大変

なのでもっと大雑把で良いのではないか。 

 （共同代表 S）PTA のすべての業務のリストを作って業務の見える化をしたい。提案者が作成した PTA

事業リストの項目立てがよくできているので，これに従って本部・各委員会は業務の一覧表を作って欲し

い。締め切りは夏休み前としたい。総会資料として作成した本部・各委員会の活動リストが参考になるだ

ろう。会議後に本部書記から詳しい注文をメールする。←（全委員会）了解 

4. 卒業記念品の予算について 

 （6 学年委員）予算項目の「卒業記念」について，児童数 77 人見込みの計算で 178,000 円を計上してい

るが，実際は 80 人なので人数の差分が不足する見通しである。使途は花束と記念品の購入である。 

 （共同代表 S）購入を認める。予算の不足分は余剰金を充てる。 

報告事項 

1. 運営委員会の構成人数の訂正 

 （本部書記）前回会議で役員（運営委員会の構成員）を決議したときに定足対象出席者数を 18 人とした

が，20 人に訂正したい。学校職員について，校長先生以外は随時参加と伺ったので定足対象出席者数を

1 人と数えたが，随時参加であっても教頭先生と教務主任は本部役員なので定足対象出席者数に数えて 3

人としなければならなかった。訂正後も前回会議と今回会議は出席者数が定足数を超えて成立するので問

題ない。←（全会）承認 

2. （前回運営委員会報告内容の一部訂正）通学路危険箇所改善要望書の市への提出ルートについて 

 （校外）つくば市に提出する危険箇所改善要望書について、これまで三校連絡協議会と並木小学校の 2 ル

ートに同じ内容のものを提出していたが今後は並木小学校のルートに一本化することとなったことは前

回報告した通り。前回は並木小学校ルートについて、並木小から直接つくば市に提出すると説明したが、

つくば市 PTA 連絡協議会（以下，市 P 連）を経由して市に提出することになるので訂正する。なお、市

P 連経由で提出する改善要望箇所については各校３か所程度という上限がある。上限を超えた緊急性・重

要性の高い要望については随時並木小からつくば市に直接上げて頂けることを教頭先生に確認した。 

3. 桜並木学園三校意見交換会について 
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 （共同代表 Y）桜並木学園 3 校の PTA で意見交換会をしているので情報共有をする。発端は，市 P 連と

茨城県 PTA 連絡協議会（以下，県 P 連）の活動が形骸化しているとして桜南小 PTA が脱退を検討しはじ

めたことである。桜南小 PTA より「桜並木学園として他の 2 校に迷惑がかからないように」との申し出

があり，6 月 22 日と 29 日に 3 校の代表者が意見交換会を行った。すぐに答えが出る問題ではないが，並

木小 PTA として今後どのようなスタンスを取るか考えていきたい。 

 （校外）関連して三校連絡協議会の状況を報告する。桜並木学園 3 校の PTA は毎年 8～9 月に三校連絡協

議会を開催しているが，桜南小が横連携から撤退する姿勢のため今年開催する必要があるのかどうか意見

がまとまっていない。三校連絡協議会の機能の大きな部分は通学路危険箇所改善要望書のとりまとめをす

ることだったが，先の報告の通り今年からやめたので集まる意味が薄れているとの意見もある。桜南小は

今年度の危険個所改善要望書を教頭先生からつくば市に直接提出したそうである。個人的には突然廃止す

ることには抵抗があるので廃止は慎重に判断し，今年度は見直すべき点がどこにあるのかを考えた方がよ

いと思う。 

 （オブザーバ・校外生活員，保護者顧問）集まりを開くかどうかにかかわらず，並木・大角豆地区の安全

を守る情報網として強力なので 3 校の連絡協議会をなくさないほうがいい。←（校外）了解 

4. 茨城県 PTA 連絡協議会、つくば市 PTA 連絡協議会について 

 （共同代表）県 P 連の総会が 5 月 26 日に笠間で開催された。例年通りの内容だった。市 P 連の定期連絡

会が 6/22 に開催された。こちらの変更点について，要望書の市への提出ルートのとりまとめを今後市 P

連は行わないことになった。今日の校外委員会の報告の続報となる。学校から直接市に提出して欲しいと

のことである。 

 （校外）そのような情報は初めて聞いたので困惑している。先に修正説明した要望書の提出ルートについ

て、並木小学校からつくば市への直接の提出ということで、再修正が必要になると理解した。 

5. PTA 公式サイトの更新についてお知らせ 

 （本部書記）PTA 公式サイトの「各委員会・ボランティア Gr 紹介」のページが総会資料の活動紹介の内

容を追加して更新されたので，各委員会・ボランティア Gr では内容を確認して，修正・更新があればイ

ンターネットボランティアに連絡して欲しい。PTA が運用しているウェブサイトの呼ばれ方がまちまち

なので，公開しているサイトを「並木小 PTA 公式サイト」，役員向けの連絡用に使っているサイトを「並

木小 PTA 役員掲示板」として呼称を統一したい。 

その他 

次回（第 3 回）運営委員会開催予定 8 月 31 日（土）9 時 30 分から PTA 室 

（以上） 
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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 5/31 親睦会日程打合せ 
7/5 親睦会打合せ、学級懇談会司会 

8 月下旬 親睦会手紙作成 
9 月上旬 手紙配布及び打合せ 
9/＊ 親子親睦会 

第 2 学年委員会 6/14 親子親睦会日程調整 8 月下旬 親睦会配布手紙作成 
9 月上旬 親睦会お知らせ配布 打合せ 
10/＊ 親子親睦会 

第 3 学年委員会 7/5 名札準備・第二回懇談会司会  
第 4 学年委員会 5/18 星空観測会講師へ電話にて依頼 

5/19 星空観測会講師と日程調整 
5/27 星空観測会講師、学校側と日時決定??10/＊ 

8 月下旬 星空観測会講師と打ち合わせ 

第 5 学年委員会  7/5 懇親会の内容とスケジュール調整 
第 6 学年委員会 5/18 卒業記念品業者問合せ  

6/7,10 2 月茶話会，講師・内容等打ち合わせ 
6/22 卒業記念品業者カタログ受取 
7/5 名札準備回収 

7 月中 卒業記念品品目決定，見積依頼 
7 月中 2 月茶話会，講師を教育相談センター

の先生に決定 
9 月中 卒業記念品正式発注 

広報委員会 4/18-5/23 ボランティア活動・スポーツ少年団の
広報紙掲載内容確認 

5/9- 修学旅行記事作成 
5/＊ 運動会撮影 
5/27 印刷会社へ入稿（運動会データ以外） 
5/28 学校へ児童の運動会感想依頼 
5/31 学校より運動会感想受取・データ化 
6/3 印刷会社へ運動会データ提出 
6/4 印刷会社より初校受取・確認 
6/5 学校へ初校確認依頼 
6/12 印刷会社へ初校修正依頼 
6/13 印刷会社より再校受取・確認 
6/19 印刷会社へ下版依頼 

6/28 広報紙「なみき」発行 

文化委員会 5/31 つくば市家庭教育学級合同説明会 
6/6 第 2 回打合せ（指導員と合同） 
  ・年間計画立案 
  ・各回講座依頼 
6/12 家教設立報告書提出（学校・市） 
6/14 第１回講座準備（打合せ・印刷配布）   
7/5 第 1 回講座開催 

7/16 第 3 回打合せ 

校外生活委員会 5/24 「見守り腕章」「パトロールプレート」協力
者へ配布 

7/4 校外生活委員会便り No.1 発行 

7 月上旬 安全パトロールセット回収および確
認 

7 月中旬 防犯プレート設置 
7/＊ 並木夏祭り巡視 
8 月下旬 安全パトロールセット準備 

選考委員会 5/12 役割確認と今後の活動内容検討 
6/15 第 2 回打ち合わせ 

7 月上旬本部役員選考アンケート実施 
7 月中旬？アンケート回収・集計作業 

卒記委員会   
本部 5/＊ 運動会前日ライン引き 

5/＊ 運動会（PTA 競技） 
5/26 県 P 連総会 
6/1 並木夏祭り実行委員会 第一回 
6/15 並木小 PTA なんでも質問会 
6/19 並木小 PTA なんでも質問会 
6/22 つくば市 PTA 連絡協議会 第一回定期連絡

会 
6/22 桜並木学園三校 第一回意見交換会 
6/23  第１回市 P連女ネット委員会 
6/24 並木小 PTA なんでも質問会 
6/26 並木夏祭りお手伝い募集（メール配信/フォ

ーム） 
6/29  第３回並木夏祭り実行委員会 
6/29 桜並木学園三校 第二回意見交換会 

7/7 市 P 連教育講演会 
7/＊～＊ 並木夏祭り(テント貸出，パトロー

ル)  
8/9 学校保健安全委員会 

 


