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2019 年 12 月 19 日 

並木小学校 PTA 運営本部 

2019 年度並木小学校 PTA 第 4 回運営委員会 議事録 

【日時】2019 年 11 月 30 日（土）11：46～13：43 【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 7 名（共同代表 Y, 共同代表 S，書記，会計 N，会計 T，教頭先

生，教務主任），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 Y 

PTA 共同代表挨拶 

 （共同代表 S）＊日の持久走記録会では校外生活委員と学年委員の立哨お疲れさまでした。こういう時に

PTA が役に立つと思いました。 

校長先生挨拶 

 今年度は 8 か月が過ぎましたが大きなけがやトラブルはありません。11 月から日課表を変えたり挨拶運

動を始めたりしました。ご協力に感謝します。12 月＊日のすす払いボランティアのご協力をよろしくお

願いします。 

 SNS（インターネットを介して人間関係を構築できるサービス）の危険性について保護者の皆さんにお願

いがあります。そろそろ，進学・進級に伴い，携帯電話やスマホの購入を考えるご家庭もあることでしょ

う。SNS による事故やトラブルに遭わないようにご家族で約束事を決めて気を付けてください。学校で

も約束づくりを進めていきます。 

学校から連絡（教頭先生） 

 ストーブについて，学校への PTA 助成費から図書室の石油ストーブを新調して，お下がりを PTA 室に持

ってきましたのでご活用ください。PTA 助成費から他に新しいリアカーを購入し，ベネッセの小冊子の送

料を支出しました。 

 ベネッセの小冊子「初めてのスマホ安心ガイドブック」を送料の負担のみで提供して頂きました。学級指

導で利用してから冬休み前に配布します。 

 学校諸会計費について，学校で現金を扱わないよう県から指導があったので集金方法を見直します。学校

の集金について，銀行引き落としができなかった時にはこれまで現金で受け取っていましたが，これから

はお手紙で連絡して学校の代表口座に振り込んで頂きます。学用品の共同購入についても，これまで現金

を入れた封筒を集めていましたが，これからは QR コードで業者に注文できるようにし，それに対応でき

ない業者には指定日に来てもらって直接集金をしてもらいます。指定日は授業参観などの行事に合わせる

ようにします。 

 継志式について，例年，低学年は長時間じっとしていることが難しい様子であり，練習時間による授業時

数確保にも苦慮しています。桜南小では自宅学習をしており，学園でそろえて，自宅学習にすることを検

討しています。 

 教職員の働き方改革について，既にボランティアに来ていただける方を頼りにするなどして進めています

が，さらに，学年だよりや保健だよりなどを学校のホームページで公開して紙の印刷をやめることを検討

しています。持久走記録会について，今年は＊日（＊曜日）実施で月曜日振り替え休日でしたが，来年は
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平日実施にしたいと考えています。 

審議事項 

1. 本部役員募集の推進について（共同代表） 

 （共同代表 Y）来年度の人選を選考委員会さんが頑張っているが，本部役員の来年度候補者は足りていな

い。選考委員会は気負う必要はないものの，候補者の選出は選考委員会の仕事と規約にあるので引き続き

頑張って欲しい。本部や各委員会もうまく使ってほしい。 

 選考委員会以外の PTA 会員全ての方にも本部役員の選出にご協力を頂きたい。本部役員のなり手がいな

いと今まで当たり前のように行われてきた活動が継続できなくなってしまう。運営委員会に出席している

方は周りにいい人がいないか声をかけて欲しい。ご自身でできないかも考えて欲しい。 

 （共同代表 S）昨年度のこの時期の運営委員会では，足りない本部役員をくじ引きやじゃんけんによって

会員から選出することが決議されている。実際にやるかどうかは別にしてくじ引きに対する皆さんの意見

を聞きたい。 

 （1 学年委員会）人が足りていないのなら仕方がない。やらない人には事情があるのかもしれないが，誰

でも皆それぞれ事情がある。役を 1 回もやっていない人からくじ引きで決めるのが平等だろう。 

 （2 学年委員会）コメントするのが難しい。本部役員は大変なので事情のある方がしり込みするのも分か

る。 

 （3 学年委員会）平等でないことは納得できないが，強制することが平等と言えるのかには疑問がある。

家庭の事情，保護者の境遇や，メンタル面でこういう場には出てこれないという人もいるだろう。 

 （4 学年委員会）くじ引きも仕方がない。しかし，今まで仕事ができる人が担当していたから良かったが，

新 1 年生の保護者でよくわからない人が当たるなどしたら大変だろうと思う。 

 （5 学年委員会）くじ引きになるなら仕方がないが，本部のメンバーがその仕事をできない人ばかりにな

ったら怖いので何らかの推薦があったほうがいい。 

 （6 学年委員会）最終手段としてはくじ引きも仕方がないが，該当者が何人いるか分からないし，くじに

当たった人が本当に引き受けてくれるのか疑問である。 

 （文化委員会）最終的にくじ引きは避けられないと思うが，「もやもや感」がある。 

 （広報委員会）公平性ということでは仕方がないかと思うが，よくわからない人もいるので，できること

からやってみてうまくいく仕組みになればいいと思う。 

 （校外生活委員会）くじ引きになるのは仕方がないが，家庭の事情もあるだろう。まずは専門委員会を希

望して選考から漏れた方の中から選んでみてはどうか。 

 （本部会計）くじ引きは仕方がないと思うが，選ばれた人は後ろ向きの姿勢での取り組みになると思う。 

 （夏祭り・ボラ担当）本部以外にも一部の委員会に候補者が足りていないが，そういったところには他の

委員会の希望者に回ってもらえればいいと思う。 

 （3 学年）PTA から退会する選択もあると思うが，退会者はいまどのくらいいるのか？ 

 （共同代表 S）↑保護者全体の 1 割以下である。 

 （本部書記）くじ引きに参加してもいい人の希望をとってみてはどうか。人によって適性があると思う。 

 （共同代表 S）本部が停止する可能性を考え，選考委員会は最終的なくじ引きも視野に入れて今後の対応

を検討して欲しい。 

2. 人手不足で本部が動けない場合に備えた優先業務の整理について（共同代表） 
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 （本部書記）本部は現在最小限の人数で運営していて，現役員の全員が来年度も継続できるわけではない

ので，来年度は人手不足で本部が動けなくなる可能性がある。その場合に PTA 活動への影響を最小限に

して速やかに復旧できるように，本部休止を想定した緊急時計画を作っておきたい。 

 各委員会は，1 期の間，予算執行や決裁など本部のすべてが休止する事態を想定して，委員会の業務を影

響別で分類したリストを 12 月 24 日までに本部書記あてに提出して欲しい。分類項目は，本部が動かな

くても規模を縮小するなどして継続できる業務，休止させることができる業務，本部休止により新たに発

生する業務，止めることができずどうしても本部が必要な業務，の 4 つである。 

報告事項 

1. 前期会計報告（本部会計 N） 

 資料の通りである。内容を確認して欲しい。 

 後期会計の締め切りは最後の運営委員会である。例年は 2 月中に予算執行して 3 月に締めだったが，今

年度の最終の運営委員会は 2 月 29 日なので，例年より 2 週間ほど早く予算執行を進めて欲しい。 

 来年度予算案を策定するので各委員会からの予算請求額を出して欲しい。会計から全委員長にメールで予

算案のたたき台を送るので，増減の提案を回答して欲しい。 

2. ベルマーク収集活動報告（夏祭り・ボランティア担当） 

 現時点で 28563.6 点を収集した（1 点＝1 円）。目標は CD プレーヤー3 台分の 4 万点だったが，2 台は買

えそうである。実際の購入品と購入時期は学校と相談する。 

 悪評の高い集計作業の負担は「そこそこ」だった。来年度の実施は今回の状況次第で未定としていたが，

自分が担当して来年度も実施してもよい。タイラヤに並木小 PTA のベルマーク収集箱を置かせてくれる

ので置いてくる。 

 web ベルマークが分かりづらかったかもしれない。 

 ベルマークボランティア担当を置いてはどうか。 

（12:30 先生が研修の予定があるため退室） 

3. 専門委員のアンケート回収結果について（選考委員会副委員長） 

 結果のデータは各委員長と共同代表に送信している。 

 今年度は紙でのアンケート用紙を廃止し，オンラインでの回答のみとしたので簡単だった。Google フォ

ームでの回答ができない方にはメールで回答してもらった。 

 回答者から選出する方法は各委員会に一任する。2/21 までに選出された方に連絡をして欲しい。選外に

なった方への連絡は必要ない。 

 来年度の新 1 年生の保護者には 10/＊の就学時健診の時にアンケート用紙を配布してある。1～2 月の説

明会のときに回収する。選出作業をする期間が短いので気を付けて欲しい。 

 傾向として，1～5 学年委員会はわりと忙しいにもかかわらず人気である。一方，選考委員会と 6 学年委

員会では第 1 希望での提出者がゼロ，文化委員会も定員に足りなかった。卒業記念事業委員会は足りてい

るので，現 5 学年保護者の人気は 6 学年委員会からそちらに流れたようだ。昨年度とは逆の傾向である。 

 （昨年度文化委員長）昨年度は文化委員会の第 1 希望者がゼロで，第 2 希望以降で提出された方に対し

て他委員会に先駆けて連絡を取った。←（意見）希望の順番をひっくり返すのは問題ではないか？ 

 （結論）↑今年度は第 1 希望の委員会から順に声掛けをすることにする。各委員会は第 1 希望で選外に

なった方の情報を第 1 希望者数が足りていない委員会に速やかに共有して，選考委員会はさらにその情
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報のとりまとめをして欲しい。 

 広報，文化，校外生活，選考の各委員会で各学年からまんべんなく選出できないときは学年が偏ってもよ

い。←新 1 年生のアンケート結果を早く伝えて欲しい。 

 （質問）アンケートには児童の名前しかないが，連絡の宛名は「誰々の保護者様」でいいか？←OK 

4. 来年度夏祭り中止の報告（夏祭り・ボランティア担当） 

 来年度の並木夏祭りは中止するとの連絡を受けた。第 1 の理由は東京オリンピック開催により海の日の 3

連休がなくなり実施困難になったから。実行委員会の皆さんも高齢化でギリギリの状況のため，リセット

して整理するそうである。再来年度以降の実施は未定とのことである。 

5. 保護者名札について（共同代表 Y） 

 保護者名札について，古くなって傷んできているので新しいものをどうするか，学年委員会の負担，本部

の負担，予算，学年委員長の意見を元に共同代表で相談した。お試しで，各家庭で名札を用意して保管し

てもらうことにしたい。文字は手書きでよい。来年度から実施することにして，本部で連絡文書を作成し

て配布する。 

 （質問）外来者向けの入校証のことか？授業参観と学年懇談会の時に保護者が着用する名札のことか？ 

 （共同代表 Y）↑授業参観と学年懇談会の名札のことであるが，各家庭保管にするので保護者が入校する

ときにも使ってもらいたい。 

 （質問）手書きでもよいことにすると，不審者でも自分で書いて入ってこれてしまうのではないか？ 

 （3 学年）手書きだけでは不安なので簡単には用意できないものが良い。台紙に校章を印刷したものでも

いい。親の負担を軽減するために子どもの安全を損なっては本末転倒である。 

 （6 学年）連絡文書を配布しても用意しない保護者がいると思うが，どうするのか？ 

 （共同代表 Y）皆さんのモラルを信じて試したい。 

 （1 学年）全学年の学年委員会で買いそろえてはどうか？予算の問題については，1 学年の委員会費は使

っていないので余っている。 

 （共同代表 S）管理の負担がある。全学年で転校生に用意してあげなければならない。校章を入れた台紙

の印刷用データを引き継いでいけるか？ 

 （3 学年）各学年委員会の書記が CD-R に入れて引き継げばよい。そんなに大変ではない。 

 （共同代表 S）それぞれの学年委員会の予算は残っているか？ 

 （4 学年）半分残っている，（2 学年）多少使ったが残っている，（その他学年）使っていない。 

 （質問）両親で授業参観に来る場合もあるが，2 枚ずつ配るのか？運動会には兄弟も来る。 

 ↑＊幼稚園ではケース 1 つと台紙を 2 枚配っていた。＊幼稚園では申請すれば 2 枚目をもらえた。 

 （共同代表 S, Y）では，1 会員に名札ケース 1 つと台紙 1 枚を配ることにする。あとは学年委員の裁量に

任せる。台紙のデザインは本部書記が作り，各学年委員で引き継いで名前を入力する。記載するのは苗字

のみ。名札ケースは学校用品のカタログで選び，本部予算で本部が一括購入する。300 人強の会員数なの

で，5～6 万円で足りるだろう。費用は来年度の各学年委員会費を 2 万円から 1 万 5 千円に減額して回収

する。2 月の＊日と＊日の授業参観日に配布できるようにする。管理は各家庭でしてもらう。台紙の裏面

に「授業参観とそのほかの来校時に着用してください」と説明を印刷する。運動会の名札着用までは考え

ない。←（全会了解） 

6. つくば市 PTA 連絡協議会の報告（共同代表 Y） 
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 10 月 5 日につくば市 PTA 連絡協議会の定例会があった。行事の紹介やつくば市に提出した要望書の報告

のほかに，ブロックごとに集まって話し合いがあった。並木小 PTA は「東部ブロック」に属する。この

話し合いの内容について以下に紹介する。 

 つくば市 PTA 連絡協議会，茨城県 PTA 連絡協議会，女性ネットワーク委員会の活動が形骸化しているの

ではないか，つくば市 PTA 連絡協議会が関わっている教育講演会は必要ないのではないかという意見が

あった。 

 （共同代表 S）PTA の任意化に移行したのは並木小 PTA だけであり，移行したら戻れないため皆戸惑っ

ていて並木小の状況を知りたがっている。HP で公開しているので参考にして欲しいと伝えた。 

 桜南小 PTA が，PTA の上部団体の退会が全国で進んでいる現状を調べた資料を用意して配布した。（並木

小 PTA のような単位 PTA の上部団体として市 PTA 連絡協議会があり，その上には県 PTA 連絡協議会が

あり，その上に日本 PTA 全国協議会がある。） 

 （質問）桜南小 PTA が市 P 連からの退会を検討しているという話はどうなったのか？ 

 （共同代表 S）↑総会での決議が必要だろうからいずれにせよ来年度の総会の後の話になるだろう。さら

に PTA をボランティア化しようとしているようであるが，先にまず任意化をするのではないか。 

 （共同代表 Y）↑桜並木学園の PTA は 3 年後に市 P 連の事務局の当番で，並木中の PTA 本部が会長にな

ると予想される。負担が大きいので，いずれ並木小 PTA でも PTA の上部団体との関わり方について議論

になるのではないか？ 

 （共同代表 S）↑並木小 PTA は桜南小 PTA とは体質が違うので退会の話が出るとは限らない。桜南小

PTA は単独できちんと活動できているので他 PTA との連携を見直す機運になるのだろう。 

その他 

1. PTA 室の不用品処分について（共同代表） 

 PTA 室にある不用品の処分をお願いする連絡を近日中にメールで各委員会，ボランティアグループ宛て

に流すので対応をお願いする。 

 

次回（第 5 回）運営委員会開催予定 2020 年 2 月 29 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 9/9, 13, 17, 19 親睦会打ち合わせ 
9/＊ 親睦会「親子ドッチボール大会」 
10/24 名札準備 
11/＊ 持久走記録会立哨 

 

第 2 学年委員会 9/10 親子親睦会案内文書配布・打合せ 
9 月下旬 親子親睦会出欠確認・集計，先生との

使用物品確認 
10/初旬 親子親睦会物品買い出し 
10/＊ 親子親睦会 

 

第 3 学年委員会  2/＊ 授業参観・懇談会 名札準備・司会 
第 4 学年委員会 9/6 星空観測会打ち合わせ 

10 月上旬 星空観測会お便り配布，回収 
10/＊ 星空観測会 

11/＊ 持久走記録会 立哨協力 

第 5 学年委員会 11/＊ 親子懇親会（救急講座）開催 11 月＊日 持久走大会補助 
第 6 学年委員会 9/13 卒業記念品正式発注 

10/1 卒業記念品デザイン校了完了 
10/16,30,11/11 茶話会打合せ 

11 月中 花束正式発注 
11/＊ 持久走記録会立哨ボランティア 
12 月上旬 茶話会手紙作成 

広報委員会 9/28 後期広報会議 
9/30 広報担当教諭との打ち合わせ 

11 月下旬 修学旅行アンケート依頼・集計 
その他行事に関する依頼 

 
文化委員会 9/4 第 2 回家庭教育学級打合せ 

   講師との打ち合わせ 
9/11 指導員と打合せ 
   案内文書 作成決裁 
9/19 案内文書 印刷・配布 
   出席票回収 
   保育依頼・案内文書印刷配布 
   買い出し 
10/23 事前準備 
10/＊ 第 2 回家庭教育学級 実施 
11/13 第 2 回家庭教育学級 報告書提出 

12/未定 第 3 回家庭教育学級打合せ 
1 月～2 月上旬 事前準備 
2/＊ 第 3 回 家庭教育学級開催 

校外生活委員会 9 月上旬 安全パトロールセット準備・配布 
9 月中旬 学校地域防災連絡会についての三校打

ち合わせ参加 
11/20 学校地域防災連絡会参加 
11/＊ 持久走記録会手伝い 

1２月上旬 校外生活委員会便り No.2 配布 
12 月中旬 危険箇所アンケート回収 
12 月 次年度委員選出 
1 月 110 番の家ご協力のお願い，同お礼を配
布 
2 月 校外生活委員会便り No.3 配布 

選考委員会 10/23 新入生対象アンケート配布 
11/1 専門委員会募集アンケート配布 
11/5 Web アンケートメール配信 
11/22 アンケート回収・結果集計作業 

 

卒記委員会 9 月 卒業アルバム用写真選定 
10 月 卒業記念品(学校，個人)選定 

12 月 業者との打ち合わせ 
1 月 卒業アルバム用の写真選定 

本部 9/14 夏祭り運営委員会（反省会） 
9/20 ベルマーク収集のお知らせ配布 
9/20～11/1 ベルマーク収集 
10/5 つくば市 PTA 連絡協議会 第 2 回定期連絡会 
10/29 文書配布(運動会ボランティア募集，運動会

保護者競技アンケート) 
11/5～7 ベルマーク集計作業 
11/20 学校地域防災連絡会 
11/30 前期会計報告 

12 月 ベルマーク送付 
12/＊ すすはらい大掃除ボランティア 
1/＊ 新入生保護者説明会 
2/8 つくば市 PTA 連絡協議会 第 3 回定期連

絡会 

 


