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2020 年度並木小学校 PTA 第 1 回運営委員会 議事録 

 

【日時】2020年 7月 4 日（土）9:30～11:30 【場所】並木小学校会議室 

 

【出席者数】運営委員会構成員 22 名【本部 8名（共同代表 3 名，書記 2 名，会計 1 名，教頭先生，教務主任），

夏祭り・ボラ担当 1 名，顧問 2 名（保護者，校長先生），学年委員会 6 名（1～6 年学年委員），専門委員会 3

名（広報，文化，校外），他委員会 2 名（選考，卒記）】，非構成員 6 名（監査委員 1 名，インターネットボラ

ンティア 1 名，読み聞かせボランティア 1 名，広報委員会オブザーバー2 名，学年委員会オブザーバー1 名） 

 

2020 年度活動費の配付 

▪ 運営委員会に先立ち，本部会計より各委員会・ボランティアグループに 2020年度の活動費が配付された。 

 

2019 年度功労賞の表彰式 

▪ 今年度の総会はオンライン開催となり，臨時総会も開催の目途が立っていないため，2020 年度第 1 回運

営委員会の冒頭において 2019 年度功労賞の表彰式が行われた。 

▪ 読み聞かせボランティアグループと前共同代表の S さんに賞状が贈呈された。また，長年お手伝い隊や

PTA 本部でご尽力いただいた M さんにも，在籍のお子さんが昨年度卒業のため，これに先立つ 3 月 18

日に学校経由で賞状が贈呈されたことが併せて報告された。 

 

PTA 共同代表挨拶 

▪ 共同代表 Fより冒頭の挨拶があった。 

今年度はこれまでにない形で PTA 活動がスタートしております。旧役員の功労をねぎらうとともに，

新役員への仕事の引継ぎを行う PTA 総会やゼロ会も満足に開催できていない状況であり，委員会の皆様

も不安を抱えておられることと存じます。それは我々本部役員も，先生も，子供たちも同じです。今年度

はやれる人がやれることをやるという最低限の活動とならざるを得ませんが，子供たちが小学校生活を幸

せに過ごすための組織・活動であるということを忘れず，ワンチームとなって進めていきたいと思います。 

 

校長先生挨拶 

▪ 校長先生より冒頭の挨拶があった。 

コロナ禍により２月末以降，学校の休業，卒業式，新入生の初登校日，自宅学習，分散登校，入学式，

学校再開とこれまで教職員一同，先が見えない中，手探り状態で対応して参りました。保護者の皆様には

学校へのご理解とご協力に大変感謝しております。これから遅れてしまった授業を取り戻していかなけれ

ばならず，夏休みも短くなってしまいます。1 学期に出来なかった学校行事等は，削りながらも，秋に持

っていくことになりますので，スケジュールが大変厳しい状態になっております。このような事態を乗り

切るためには，学校と保護者で緊密な情報交換と連携が必要だと思っておりますので，ご協力をお願い申

し上げます。 

 

議事次第の確認，運営委員会の構成員・定足数の確認 
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▪ 議事次第について，報告事項「3. 今年度の学校行事予定」は審議事項「1. 並木小学校 PTA 主要活動スケ

ジュール」と合わせて議論すること，報告事項に「5. 市への要望書提出（教頭先生）」を追加することと

なった。 

▪ 運営委員会出席者の自己紹介とともに構成員・定足数の確認が行われた。今年度は選考委員会，卒業記念

事業委員会，顧問，校長先生，教頭先生，教務主任を構成員・定足数に加えることとなった。その結果，

運営委員会の構成員は 23 名，定足数はその 3 分の 2 の 16(15.3)名以上となった。本日の構成員の出席者

数は 22 名であり，第 1 回運営委員会の開催成立が確認された。 

 

審議事項 

1. 並木小学校 PTA 主要活動スケジュール（報告事項「3. 今年度の学校行事予定」と合わせて審議）（本部） 

▪ 校長先生より今年度の年間行事予定表（資料-学校 1）について説明があった。今年度は，人が集まる 3 密

の状況を避けなければならないこと，学校の授業・行事のスケジュールが厳しい上に予定が不確実になら

ざるを得ないこともあって，基本的に人が集まる委員会活動は自粛していただきたいとの要請があった。 

▪ 放課後毎日，全教職員ですべての教室の机やいす，トイレ等の消毒作業を行っている。修学旅行，宿泊学

習，校外学習については実施方法を現在検討中である。授業参観も学校開放日を数日設けて分散化を図る

予定である。スケジュール表に記載されていない運動会は，11 月頃を考えているが，全学年での開催は

難しく，学年で分散した開催を検討中である。 

▪ 共同代表 J より 2020 年度並木小学校 PTA 主要活動スケジュール（案）（資料-本部書記 1）について説明

があった。スケジュールは学校行事に合わせて変更の可能性があること，今年度の人が集まる PTA 活動

は基本的に自粛の方向で進めることとなるが，この状況下でできることを考えていく方針が示された。 

▪ 第 4 学年委員より，現在検討を進めている星空観察会は開催できるか質問があった。校長先生より，人が

密集せず，屋外で実施される行事であれば可能との回答があった。雨天時にどうするかが主な検討課題と

して残された。 

 

2. 運営委員会の申し合わせ（準 PTA 規約細則）の合意決議 （PTA 個人情報取扱方針含む）（本部） 

▪ 共同代表 Fより 2020 年度運営委員会申し合わせ（準 PTA 規約細則）（案）（資料-本部書記 2）の説明が

あった。全会一致で同細則が承認された。 

▪ 個人情報の取り扱いについて，原則として PTA 活動で得た個人情報は年度内に廃棄することが周知され

た。ただし，選考委員会については例外とすることを確認した。 

 

3. 従来型広報紙の発行取りやめと PTA 公式サイトの活用について（広報） 

▪ 広報委員会より並木小学校 PTA 広報委員会からの提案（資料-広報１）について説明があった。これまで

年に 2 回の広報紙を発行してきたが，経費の削減と情報発信の迅速化を主な理由として，2021 年度か

らは従来型の広報紙の発行を原則取りやめること，「会員，地域社会及び関係機関に対して情報を伝達し，

意見の交換を促進する」活動について今後は主に PT A 公式サイトを活用して行うことが提案された（昨

年度からの継続審議）。また，今年度の前期の広報紙について，コロナ禍の影響により，発行しないこと

が提案された。 

▪ 広報委員会がやりやすいようにしていただければよいとの意見が大半であり，従来型広報紙の廃止と今年
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度前期の広報紙の発行中止について異論は出なかったが，今後の広報委員の活動について議論が行われ

た。 

▪ 先生紹介は楽しみにしている，やはり紙で読みたい，概要を紙面配付・詳細を PTA サイトに掲載する，

PTA サイトに先生紹介を出すのはパスワードをつけたとしても個人情報保護の観点から問題にならない

かなど色々意見が交わされた。先生紹介については学校だよりに掲載することとなったが，今後の広報委

員の活動について運営委員会だよりを通じて会員に意見を求めることとなった（継続審議）。  

※ ご意見がございましたら，広報委員までご連絡ください（8 月 10 日まで）。   

namikiepta.kouhou2020【A】gmail.com （【A】の部分を＠としてご利用ください。） 

 

4. 今年度の親子視聴覚企画の開催について(開催の可否)（文化） 

▪ 文化委員会より並木小学校文化委員会からの審議（資料-文化 1）について説明があった。今年度は隔年で

開催している親子視聴覚企画の開催年であり，どのような開催にするかについて提案があった。 

▪ 審議 1. に従い，今年度の親子視聴覚企画の開催は見送ることとなった。親子視聴覚企画に使う予定であ

った予算（＊＊＊円）については次年度に繰り越すことで合意した。※親子視聴覚企画の予算は，数年前

まではつくば市からの補助であったが，現在は並木小独自のものであるため，繰り越しは可能である。 

▪ 資料に基づき，現在の状況のまま推移したときの来年度以降の開催方法について議論された。学年ごとの

分散開催になるのであれば，それぞれの学年に応じた企画も可能である一方，大道芸など経費はかかるが

全学年共通で楽しめる大がかりな企画にも価値があるという意見があがった（継続審議）。 

 

報告事項 

1. 今年度の家庭教育学級の在り方（文化） 

▪ 文化委員会より並木小学校文化委員会からの提案（資料-文化 2）について説明があった。 

▪ 今年度の家庭教育学級の開級は困難であり，運営委員会だよりでその旨を配信することとなった。 

 

2. 臨時総会 

▪ 共同代表 J より臨時総会について新旧役員・本部で話し合った経過の報告があった。 

▪ 総会は会員の意見を広く伺う場であるため開催しない選択肢はないが，現在の状況では人が一堂に集まる

形での開催は難しいため，今回の運営委員会での臨時総会の開催決議は見送られた（審議先送り）。 

▪ 今後の総会の開催方法について議論が行われた。現在の状況のまま推移すれば，来年度の総会も従来の形

での開催は難しい。今年度の総会は，コロナ禍が発生してから開催までの時間が短く，緊急措置的な対応

を取らざるを得なかったが，来年度も同じというわけにはいかない。委任状の電子化，総会のオンライン

化，これらに必要な規約の改定などを検討する必要があるとの意見があがり，まずは本部で今後検討して

いくこととなった（継続審議）。 

 

3. 今年度の学校行事予定（学校・共同代表） 

（審議 1.に同じ） 
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4. 市 P連定期総会，県 P連定期総会，市 P連第１回定期連絡会 （共同代表） 

▪ 共同代表 Yより標題について報告があった。いずれも書面開催であった。 

 

5. つくば市への要望書提出（教頭先生） 

▪ 教頭先生より標題について報告があった。 

▪ 通学路安全確保について校外委員会の協力のもと踏査して 3 カ所要望を提出（遊歩道の街灯設置と樹木

の伐採，学校西側の樹木の剪定とカーブで見通しが悪いことへの対策，セブンイレブンに向かう通りの交

差点への信号機設置）。その他，ブロック塀があるところについても地震対策の要望を提出。 

▪ 学校施設の修繕の要望として，B 棟の網戸設置（コロナ対策の換気と蜂への対策）については採択された。

コロナ対策のために作った第 2 保健室のエアコン設置についても要望を出したが，採択されなかったた

め，可能であれば PTA 予算から支援をお願いしたい。 

▪ アーチ門付近の樹木で根が盛り上がっているところがあり，つまずく危険性が高いため，要望を出したと

ころ，経費が高いため 3 カ年工程で伐採・撤去されることとなった。 

▪ 構内の樹木伐採についても年 3 回程度の要望を出している。今後も引き続き，美化活動・ボランティアに

ご協力をお願いしたい。 

▪ 校長先生より，学校が動くよりも，保護者から声を上げてもらった方が要望は通りやすいときもあるので

PTA の協力をお願いしたい。挨拶運動について，今年度も 9 月頃から実施したいと考えている。夏休み

にあたり，110 番の家に挨拶回りを行い，子供たちの見守りをお願いしたい。さらに，地域の方々に回覧

板等を使って，子供たちに声かけ・挨拶をしてくださいと学園として呼びかけようと思っている。地域で

子供たちを育てていく環境を形成したいと考えている（「知らない人に声かけられたら・・・」と方向性

が異なるものだが，地域で声を掛け合う環境は防犯効果があるだろう）。 

 

その他 

▪ 次回（第２回）運営委員会開催予定 9 月 5日（土）9 時 30 分から 

美化活動の後に開催。美化活動が延期された場合は 6 日（6 日の美化活動が延期になったとしても，運

営委員会は 6 日に開催）。 

（議事録：本部書記） 

 

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 6月上旬 名札作成  

第 2学年委員会   

第 3学年委員会   

第 4学年委員会 5/7  第 4学年親子親睦会(星空観察会)開催の有無
を学校側と確認 

5/14 星空観察会講師の方とご連絡 

5/19 星空観察会を 10/23(金)開催予定で学校側か
ら承認を得る 

8月下旬 星空観察会開催に向けて打合せ 

第 5学年委員会 4月中旬 引継ぎ 

6月中旬 転入生分名札作成 

 

第 6学年委員会 3/21 引き継ぎ（並木交流センター） 
6/3  卒業記念品業者問い合わせ 

7月上旬 卒業記念品決定 
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6/10 卒業記念品カタログ受け取り 

    卒業記念品打ち合わせ 

広報委員会 3/22      2019年度委員より引継ぎ 

3/23～    メールにて記事内容について協議 

3/29      印刷業者に見積り依頼 

4/3       広報担当の先生に原稿依頼 

4月初旬  6月末発行予定の延期決定・今後の活動
について検討 

5/23      広報委員会開催 

5/23～    運営委員会への提案内容のまとめ 

5/29      担当の先生より原稿受領 

6/11      運営委員会への提案書送付依頼 

 

文化委員会 4～7月   前年度委員から引き継ぎ 

          (役職別にメール又は、短時間の対面) 

7/20  家庭教育学級指導員及び A 先生(文化委員
担当教諭)との顔合わせ指導員との打ち合わ
せ 

校外生活委員会 3/18     引継ぎ 

4/20     並木交番訪問 

6月下旬 防犯プレート設置の許可を市へ申請 

7月上旬 「安全パトロールご協力のお願い」等の文    

       書作成・配付 

安全パトロールセットを各クラスに配付 

7月中旬 「見守り腕章」「パトロールプレート」協力 

者アンケート回収，防犯プレート設置 

7月下旬 「見守り腕章」「パトロールプレート」協力者
配付，校外生活委員会便り No.1作成 

安全パトロールセット回収および確認 

8月中旬 安全パトロールセット準備 

8月下旬 校外生活員会便り No.1配付 

安全パトロールセットを各クラスに配付 

選考委員会 6/24 業務内容確認 

今後の選考スケジュール確認 

 

卒記委員会   

本部 4/5  総会資料印刷・製本 

4/28 定期総会(Webにて) 

5/17 本部顔合せ 

6/20 美化活動 

 

（共同代表） 
3/18 継志式 

3/27 離任の先生へ花束をお届け 

4/22 総会委任状の回収・集計 

5/7  学校三役と顔合わせ 

5/30 旧本部との話し合い，引継ぎ 

6/9  日本語ボランティアの学校との打ち合わせ(オ
ブザーバー参加) 

6/13 入学式 

 

（夏祭り・ボランティア） 
日本語ボランティア募集の配付文書決裁 

図書ボランティア募集の配付文書決裁 

 

（会計） 
4/12新旧引き継ぎ 

6/4 県・市 PTA共催事業負担金振り込み 

茨城県 PTA安全互助会費振り込み 

PTA室用の除菌用品購入 

7/4 委員会活動費配付 

 

（書記） 
4月中旬  メールによる引継ぎ 

5/1 テレビ電話(Whereby)による顔合わせ＆引継ぎ 

 

（顧問） 
5/30 新本部共同代表と臨時総会について話し合い 

9/5  美化活動（雨天時 9/6） 
 

 

 


