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2020 年度並木小学校 PTA 第 2 回運営委員会 議事録 

 

【日時】2020年 9月 5 日（土）9:30～12:00 【場所】並木小学校分室 1 

 

【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 2 名（監査委員 1 名，広報委員会オブザー

バー1 名） 

 

PTA 共同代表挨拶 

▪ 共同代表 J より冒頭の挨拶があった。 

本日は，美化活動のあとのお忙しい時間に，暑い中お集まりいただきまして，ありがとうございます。

6 月と本日，２回の美化活動へのご協力も大変ありがとうございます。今年度は，このような状況下で様々

な行事が中止となり，美化活動が中止になっている学校も多いです。しかし，学校環境を整えることも大

切なことであり，子供たちの安全のことも考え，今年度は感染症予防に配慮した形に変更して，計画させ

ていただきました。たくさんの方に集まっていただき，学校がきれいになりました。みなさんありがとう

ございました。なにぶん初めての試みで不慣れな点もあったかと思います。お気づきの点やご意見等がご

ざいましたら，共同代表までお願いします。運営委員会もよろしくお願いいたします。 

 

校長先生挨拶 

▪ 校長先生より冒頭の挨拶があった。 

暑い中，美化活動にご協力いただき，ありがとうございました。例年より短い夏休みとなりましたが，

大きな事件・事故もなく，子供たちが元気に学校に戻ってきてくれたことを大変うれしく思っております。

また，消毒ボランティアも開始され，保護者の皆様のご協力に大変感謝しております。コロナウィルスへ

の対応・ガイドラインをはじめ，物事や生活が色々と変わっている次第で，教職員も初めてのことなので，

あれこれ戸惑いながらも進めている状況です。子供たち，保護者の皆様，教職員が一丸となって新しい生

活様式を実践していきたいと思っております。それとは別に，学校が始まって子供たちに心配事がござい

ましたら，遠慮なくご相談いただけたらと存じます。 

 

審議事項 

1. 消毒ボランティア，下校見守りボランティアについて（共同代表・学校） 

▪ 共同代表 J，教頭先生より標題についての説明があった。昨日（9/4），初めての消毒ボランティアが行わ

れ，ビデオ上映を通じて活動内容が報告された。ガイドラインが変わって机やいすの消毒作業はなくなり，

子供たちがよく触るドアノブ，スイッチ，蛇口，階段の手すり等が消毒の対象となった。学校で掃除があ

る日はその時間に教職員が消毒作業を行うが，掃除がない水曜日と金曜日に消毒ボランティアをお願いし

たい。下校見守りボランティアについては，できるときに自宅周辺で子供を迎え，また，道を通る子供た

ちへの声かけの協力をお願いしたい。 

▪ 消毒ボランティアについては，少し状況が変わり，つくば市から予算が認可されたため，消毒作業を業者
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に依頼することとなった（9 月の第 3 週から 2 ヶ月間，水曜日と金曜日の週 2 回で経費は 1 ヶ月＊＊円

程）。消毒ボランティアは，9 月の第 2 週まで行い，業者が入る 2 ヶ月間はお休み，その間にまたガイド

ラインが変わるかもしれないが，2 ヶ月後に再開をお願いしたい。 

▪ 消毒ボランティアは無理のない範囲でその日に集まれる人だけで実施するという形で進めていきたいが，

ボランティアの登録者数が少ないことが課題となっている。できれば 20 人くらいの登録者を集めたい。 

▪ 人数が集まらない理由として，子供が下校した後の参加は難しいという意見があがった。長期的な対応を

可能とするため，放課後だけでなく子供が学校にいる時間帯にも実施できないか，当番制にしてはどうか，

ボランティアの参加状況を確認できる Web カレンダーを導入してはどうか等の意見が寄せられた。PTA

予算で業者の消毒作業を継続することも検討されたが，経費が高額であるため，現実的には難しいのでは

ないかとの意見があがった。業者が入る 2 ヶ月間で方策を検討することとなった。 

▪ 下校見守りボランティアについては，消毒ボランティアと同様に当番制にしてはどうか，当番制は設けず

に可能な範囲で子供たちの下校を見守るなどの意見が寄せられ，今後検討することとなった。 

 

2. 2021 年度定期総会の開催方法・PTA 規約改正の基本方針（案）（本部） 

▪ 共同代表 Y，本部書記 H より標題（資料-本部書記 1）についての説明があった。コロナ禍が収束しなか

った場合を想定した 2021年度定期総会の開催方法とそれに必要な PTA規約の改正について基本方針（案）

が本部より提示され，議論された。 

▪ 2021 年度定期総会の開催方法について，コロナ禍が収束した場合は従来どおり一堂に会した形での開催，

収束しなかった場合は書面開催とする方針で合意した（会員全員が参加・アクセスできるテレビ会議シス

テム等の利活用についても引き続き検討する）。 

▪ 総会の議決について，従来の委任状ではなく，会員が議題ごとに賛成・反対の意思表明が可能な議決権行

使書を導入することで合意した。 

▪ 議決権行使書が現在の PTA 規約に明記されていない問題については細則に追記することで対応すること

となった（全会一致で承認）。PTA 規約の改正については，他の条文の改正も含めて，本部で再度必要の

有無を検討することとなった。 

 

3. 役員・委員選考に関する指針について（選考委員会） 

▪ 選考委員会より「並木小学校 PTA 選考委員会より選考に関する指針について」（資料-選考 1）の説明が

あった。2021 年度の役員・委員選考は基本的に昨年度と同様の方法で進めることが選考委員より提示さ

れ，承認された。 

▪ 本部役員の夏まつり・ボランティア担当は 1役相当か 2 役相当かの議論が行われた。夏まつり・ボランテ

ィア担当が導入された当初は 2 人で担当していたこともあり，1 役相当とされた。現在は 1 人で務めてお

り，仕事量もそれなりにあるため，今後当面は 2 役相当にすることで合意した。 

 

報告事項 

1. PTA 室予約について（共同代表） 

▪ 共同代表 Fより 2020 年度並木小学校 PTA 室予約方法について（資料-共同代表 1）の説明があった。PTA

室の予約は役員，委員，ボランティアいずれも職員室前の「PTA 室予約表」で行うこととなった。 
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2. 保護者用名札の予算について（共同代表） 

▪ 共同代表 Yより保護者用名札の予算について（資料-共同代表 2）及び保護者用名札の概要（資料-共同代

表 3）の説明があった。保護者用名札の購入費については，今年度は本部活動費より支出すること，来年

度以降は「保護者用名札」予算を新設することとなった。 

▪ 保護者用名札は学年委員が管理・運営することがあらためて周知・確認された。 

 

3. 広報委員会からの報告（広報委員会） 

▪ 第 1 回運営委員会だよりを通じて行った今後の広報委員会の活動に関する意見募集について，会員から

意見は寄せられなかったことが広報委員会より報告された。今後の情報発信は PTA 公式サイトを通じて

行うことを基本として進めていくこととなった。 

 

4. 今後の学校行事予定（学校） 

▪ 教務主任より標題についての説明があった。 

▪ 学校公開日については 10月 14 日と 15 日の 2 日間に分けて行うこととなった。保護者の皆様の教室への

入室に 5～6 人・10 分程度の人数・時間制限を設ける予定である。 

▪ 運動会については 11 月 20 日に 2 学年ずつに分けて密にならないように実施する。当初の年間行事予定

では持久走大会であったが，今年度は実施しないこととなった。 

▪ 校外学習については行き先を変更して，5・6年生は宿泊を伴わない形で実施することとなった。 

▪ 校内音楽会については，まだ検討中ではあるが，今年度の実施は難しいと考えている。 

▪ 11 月 13 日の県民の日は休校。冬休みの期間は例年どおりとなる見込み。 

 

その他 

▪ 教頭先生より，コロナ対策のために新設した第 2 保健室のエアコンを PTA の「助成費」予算を使って設

置することが報告された。経費は＊＊円程であり，今後の故障等の修繕費は学校経費から支出する。 

▪ 次回（第 3 回）運営委員会開催予定 12月 12 日（土）13 時 00 分から（校内音楽会後） 

校内音楽会が中止となった場合は時間帯を変更する可能性がある。 

（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 7/22  先生へ名札配付のお願い 

8/3～ 個人面談にて名札配付(先生から保護者へ) 

 

 

第 2学年委員会 7月  転入生名札作成  

第 3学年委員会   

第 4学年委員会  10月中旬 星空観察会 開催予定 

第 5学年委員会   

第 6学年委員会 7/5   打合せ（メール） 

7/13  継志式花束の花屋問い合わせ 

7/13  卒業記念品決定 

7/22  卒業記念品注文 

7/30  卒業記念品デザイン校了 
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広報委員会 前期委員 

7/27 運営委員会だよりで広報委員会の活動につ 

いて意見募集 

8/10 意見募集締め切り 

8/11 来年度委員募集について協議（メール） 

8月 後期委員に引継ぎ（メール） 

後期委員 

7/22  後期広報紙の発行形態、発行時期、内容に 

ついて協議(メール) 

8/20  広報紙の記事内容についての詳細を協議 

(メール) 

後期委員 

8月末～9月上旬 

・発行までのスケジュールの詳細を確定 

・広報担当の先生に原稿を依頼 

・印刷業者と今後のスケジュール確認 

 

文化委員会 7/20 指導員及び委員会担当教諭との顔合わせ(説

明会含む) 

 

校外生活委員会 7/4   文書印刷 

7/6   文書配布 

7/8   安全パトロールセットクラス配布 

7/13  防犯プレート設置許可を市から取得 

7/20-28 三校連絡協議会引継ぎ(メール) 

7/29  見守り腕章・パトロールプレートアンケー 

ト集計 

8/3   防犯プレート点検・設置 

8/18  安全パトロールセット確認・補修 

8月下旬 安全パトロールセットクラス配布 

9月上旬 校外生活便り No.1発行 

9月下旬 危険個所改善アンケート集計 

 

選考委員会 7/30～ 選考における指針を作成（本部と相談済） 

8/7～  ボランティア活動に関して委員会メンバ 

ーとメール協議 

9/16 各募集アンケートについて協議予定 

 

卒記委員会  9月〜10月 卒業アルバム関連、卒業記念品(個

人用)打ち合わせ 

本部 （全員） 

8/22  本部打合せ(定期総会と規約改定) 

 

（共同代表) 

8/5  教頭先生と面談 

 

（書記） 

7/27  第 1 回運営委員会議事録作成・HP公開 

7/27  運営委員会だより第１号作成・配付 

 

（夏まつり・ボランティア） 

7/29 日本語ボランティアの来年度予算に関する 

相談 

（共同代表) 

10/10 市 P第 2回定期連絡会 

 

（書記） 

9月 第 2回運営委員会議事録作成・HP公開 

運営委員会だより第 2号作成・配付 

定期総会企画書・規約改定案の作成 

 

 


