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2019 年 9 月 18 日 

並木小学校 PTA 運営本部 

2019 年度並木小学校 PTA 第 3 回運営委員会 議事録 

【日時】2019 年 8 月 31 日（土）9:30～10：41 【場所】並木小学校 PTA 室 

【出席者数】運営委員会構成員 17 名【本部 5 名（共同代表 Y, 共同代表 S，本部書記，会計 N，教頭先生），

顧問 1 名（校長先生），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 S 

PTA 共同代表挨拶 

 （共同代表 Y）運営委員会をスムーズに進めるため協力をよろしくお願いします。 

校長先生挨拶 

 夏休み中の大きな事故・怪我の報告はないが，夏休み明けに学校に行くことがつらくなる子供がいるかも

しれないので，気づいたことがあったら知らせてください。 

審議事項 

1. PTA 個人情報取扱方針改定の提案 

 （本部書記）PTA 個人情報取扱方針について，個人情報の利用目的（第 2 節）の６項目に新たに「本会員

身分の有無の確認」を追加したい。PTA では会員ではない方を確認するために退会届を保管していて個人

情報が含まれているので，PTA 個人情報取扱方針を整合させる必要がある。←承認 

2.保護者用名札について 

 （共同代表 Y）保護者が懇談会で使っている名札について，劣化しているので本部予算で購入したい。安

全ピンは乳幼児連れの保護者にとって不安があるので首から下げるタイプの名札にしたい。←承認 

 （共同代表 Y）学年委員会の負担軽減のためと，不審者対策として保護者が来校時に着用できるようにす

るために，名札は学年委員会ではなく各家庭で保管して頂くことにしたい。←承認 

 （共同代表 Y）本部と学年委員会が学校と相談しながら名札の購入と整備を進める。 

3. 運動会保護者競技について 

 （共同代表 Y）来年度の運動会の保護者競技について，運営のために今年度にボランティアを募集し，応

募が集まらなければ休止にしたい。今年度は本部による運営を試してみたが，本部が忙しい時期に重なっ

て負担が大きかった。学校からも「保護者の負担になるなら休止して頂いて構わない」と回答を頂いてい

る。←承認 

 （共同代表 Y）ボランティアの募集アンケートを行い，そのアンケートで今後保護者競技が必要かどうか

も皆様にお尋ねしてみることにする。 

報告事項 

1. ベルマーク収集活動について 

 （夏祭り・ボラ）前回運営委員会で承認されたベルマーク収集活動のお試しについて，9 月上旬から 10

月下旬の間に収集を実施する。ベルマークの収集箱を学校のプレイルームと並木ショッピングセンターの

タイラヤ様店内に設置する。さらに「Web ベルマーク」の収集を積極的に行う。ベルマークはお菓子や文

房具の箱に印刷されているマークで，学校で集めると 1 点あたり 1 円と交換できて賛助企業の物品を購
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入できる。Web ベルマークとは，保護者がネット通販サイトで買い物をするときにベルマークのサイト

を経由することで指定の学校に加点される仕組みの電子的なポイントである。まもなく並木小がベルマー

クのサイトに登録されて加点先として選択できるようになる。 

 （夏祭り・ボラ）タイラヤ様が 1 万点ほどのベルマークを集めて保管しており，並木小 PTA に譲ってく

ださった。 

 （意見）保護者に文書を配布するときに目標とする物品と得点を掲載すればやる気が出るのではないか？

3 万点くらいを目標にしてみてはどうか。 

 （校長先生）購入目標とする品については、購入可能品が掲載されているベルマークの Web サイトが参

考になる。 

 （意見）得点の獲得状況がリアルタイムで見えるとやる気が出るのではないか？ 

 （夏祭り・ボラ）並木小 PTA 公式サイトにベルマーク収集のマニュアルを掲載しようと思うが，獲得得

点の表示も考えてみる。 

2. 広報紙の印刷業者検討について 

 （共同代表 Y）前回運営委員会で宿題となっていた広報誌印刷代の見積り比較について，あるインターネ

ット業者の見積もりを取ったところ現在の業者より大幅に安くなった（約 9 万円→約 1 万円）。しかし現

在の業者は紙面デザインの作業から受託してくれるのに当該インターネット業者はレイアウト済み原稿

の印刷を受託するのみだった。乗り換えると広報委員に大きなパソコン作業が発生するため，情報を来年

度の委員に引き継いて判断を任せたい。 

 （意見）現在の業者に状況を説明してもう一度見積もりを出してもらってはどうか？ 

 （広報）了解。今年度の後期の広報誌の印刷があるのでその時に聞いてみる。 

3. PTA 活動内容見える化の報告 

 （共同代表 S）本部・各委員会から活動内容見える化のための活動内容リストを提出して頂いた。比較し

てみると，学年委員は PC スキルよりコミュニケーションスキルが重要で，本部役員と専門委員はコミュ

ニケーションスキルより PC スキルが重要になることなどが見えてきた。この活動内容リストは業務の必

要性精査と PTA 役員・委員募集に生かしていきたい。業務の必要性精査については，だいぶスリム化し

ているように見えるが，次期委員がやりやすいように自分たちに合わせて調整するのに使って欲しい。さ

らに将来 PTA がボランティア活動に分解していった時に最低限のマネジメントとして何の仕事が残るか

をこのリストを使って考えてみることもできる。PTA 役員・委員募集については，このリストを PTA 公

式サイトに公開して，委員募集のアンケートの時に QR コードを付けて参照できるようにする。 

 （意見）入学前の新 1 年生の保護者は活動内容リストを見ただけでは目的が分からなそうなので説明し

たほうが良いのではないか？ 

 （意見）↑「活動に参加する意義」という意味での目的については人それぞれなので誘導しない方が良い。

「委員会の活動の趣旨」という意味での目的については各委員会のページで大まかに説明されているので

分かると思う。 

 （意見）紙で貼りだして誰でも見られるようにした方が良いのではないか？ 

 （共同代表 S）↑拡大コピーして PTA 室の窓に貼ろう。 

 （意見）活動内容リスト全部を読んで傾向をつかむのは大変なので，トータルの所要時間や PC 作業のパ

ーセンテージなどを一覧できるように数値化できないか？ 
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 （意見）↑数値化は難しいかもしれないが，ことばで各委員会のセールスポイントを示すことはできる。 

 （共同代表 S）↑セールスポイントの作文を各委員会の宿題にする。詳細は本部書記から連絡する。締切

は 9 月第 2 週の金曜としたい。 

4. 本部役員募集の状況報告 

 （選考）現在の回答数は 100 名ほど。 

 （共同代表 S）本部役員の募集は今年も難航しそうなのでいい人がいたら声掛けをして欲しい。 

5. 吾妻小学校 PTA 会長から任意化について質問ありの報告 

 （共同代表 S）並木小 PTA の任意化と共同代表制についてつくば市 PTA 連絡協議会で五十嵐市長から紹

介された件について，吾妻小学校 PTA 会長から質問があった。これに対して移行を検討した当時の議事

録を見直すなどして回答した。どのくらいの人数が退会しているのか，物品はどうしているのか，PTA 会

員とそうでない家庭の児童に差は付くのか，といった質問だった。退会者については 1 割に満たず，退会

される方は確固たる考えの持ち主のようであると説明した。つくば市の他の PTA では任意化と共同代表

制を飛び越してボランティア化を検討しているところもあるようなので，並木小 PTA の事例を積極的に

発信していきたいと思う。 

 （意見）PTA 各委員の役職決めも共同代表制のように柔軟にできないか？希望者のいない役職がくじ引

きになる結果，自分ができない役職にあたってしまう。 

 （共同代表 S）できないことはできないと言った方が良い。役職については，連絡先になる代表者とお金

に責任をもつ会計係は決めた方がよいものの，それ以外の役割は複数人で共同したり不要なものを廃止し

たり，委員会の中で話し合って柔軟に見直して欲しい。このことを選考のアンケートで説明しておくとい

いと思う。 

6. 桜並木学園三校懇親会の報告 

 （共同代表 S）桜南小 PTA がつくば市 PTA 連絡協議会からの退会を検討している件について意見交換を

するため，並木小，桜南小，並木中，の 3 校から校長先生，教頭先生と PTA 役員の有志の方が集まって

居酒屋「鳥吉」で懇親会を行った。PTA の活動の何かをなくしてしまうと元に戻すのが大変なので，誰か

が元に戻したくなった時に戻せる形で残すのが良いと思う。3 校と情報交換を続けてまた進捗があれば報

告する。 

7. 高学年昇降口脇にある「PTA めやす箱」の撤去について 

 （共同代表 S）高学年昇降口脇に「PTA めやす箱」と書いたポストが置いてあるが，だれも引継ぎしてお

らず，管理されておらず，設置の経緯も分からない。「PTA めやす箱」を撤去して良いか？←承認 

 （意見）2 階図書室前の配布物仕分け棚の上にも PTA めやす箱が置いてある。 

8. 並木夏祭り報告 

 （夏祭り・ボラ）並木小保護者 20 名の方に並木夏祭りの運営のお手伝いいただき，夏祭り実行委員会か

らお礼のことばを頂いた。来年度の開催はどうなるか分からないが，またよろしくお願いしたい。 

9. 給食のサポートボランティアと PTA 助成金監査委員の募集 

 （教頭先生）現在の 4 年 1 組，4 年 2 組の教室にエアコンがついていないので 9 月から低学年棟 1 階，2

階のエアコンのある空き教室に引越しする。お昼の給食コンテナを低学年棟 2 階に上げるのに貨物用エ

レベーターを操作する大人が必要なので，給食の先生で間に合わなければサポートボランティアを募集す

る文書を配布するかもしれない。 
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 （教頭先生）学年の会計について，これまで学校だけで監査をしてきたが，外部の方の監査を入れるよう

に指導を受けたので学年委員の誰かに監査委員お願いしたい。2～3 月頃に依頼の文書をお送りする。 

その他 

1. 校長先生からコメント 

 PTA の存続について，PTA というものはあって当たり前だという認識だったが，改めて，そのありがた

みを感じている。PTA がなくなってしまうと学校から保護者に想いを伝える機会，それから保護者から学

校に考えを伝える機会が減ってしまうのではないかと心配している。PTA 活動はやらなければいけない

という義務感で続けると無理が出るので，できる人ができることをやる形でうまくいくように検討して欲

しい。 

 

 

次回（第 4 回）運営委員会開催予定 11 月 30 日（土）11 時 15 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 7/10.12 親睦会打ち合わせ 
7/16, 18, 19 活動の見える化調査 
7/25, 26 文書決裁 
8/9 印刷 

9/2 親睦会手紙配布 
9/30 親睦会 

第 2 学年委員会 7/12 活動内容見える化調査 
8/30 親睦会配布手紙作成 

9 月上旬 親睦会お知らせ配布予定 
9 月中旬 親睦会打合せ 
10/8 親子親睦会開催 

第 3 学年委員会   
第 4 学年委員会 7/31 星空観測会講師打ち合わせ 

8/1 星空観測会講師打ち合わせ 
8/5 星空観測会について委員打ち合わせ 
8/9 学校保健安全委員会 出席 

9/6 星空観測会 委員打ち合わせ 
9 月中旬 保護者向けお便り配布 
10/＊ 星空観測会 

第 5 学年委員会  11/6 push 講習会 
第 6 学年委員会 7/5 授業参観・クラス懇談，二月茶話会実施日検

討，卒業記念品決定 
8/9 学校保健安全委員会 

9 月中 卒業記念品正式発注 
11 月中 卒業式花束発注，茶話会打合せ 

広報委員会  9 月 後期広報委員打ち合わせ 
12 月 印刷準備作業（原稿作成、決裁等） 
1 月 納品及び配布 

文化委員会 7/16 第 3 回打合せ（今後の活動予定＆業務量軽
減についての意見交換） 

 

9/4 第 4 回打合せ 
9/19 第 2 回講座準備（印刷配布等） 
10/23 講座準備 
10/24 第 2 回講座開催 

校外生活委員会 7/10 安全パトロールセット回収および確認 
7/10 防犯プレート設置 
7/14 並木夏祭り巡視 

9 月上旬 安全パトロールセット準備・配布， 
9/10 3 校打合せ 
10 月下旬 校外生活委員会便り No.2 配布 
11/＊ 持久走記録会手伝い 

選考委員会 7/17 本部役員アンケート配布準備 
7/19 アンケート配布 

9 月上旬 アンケート回収、集計作業、各委員
会募集アンケートに向けて話し合い 

卒記委員会 7 月中旬 卒業記念品について学校と打ち合わせ 
7 月下旬 （業者）＊＊と打ち合わせ 

8 月 アルバム用写真選抜 

本部 7/7 市 P 連教育講演会（運営委員会メンバーが出
席） 

7/上旬 並木夏祭りお手伝い応募者への対応 
7/＊ 並木夏祭り 
7/23 桜並木学園三校懇親会 
8/1 ベルマーク財団に参加申込書提出 
8/9 学校保健安全委員会 
8/30 共同代表学校面談 
8/3 県南地区 PTA 指導者研修会（運営委員会メン

バーが出席） 

9/中旬 ベルマーク活動のお知らせ配布 
9/下旬～10 月末 ベルマーク収集（回収ボック
スを学校に設置） 
10/6 つくば市 PTA 連絡協議会② 
11/上旬 ベルマーク点数集計・提出（ボラン

ティア募集予定 

 


