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平成 28年 12月 3日 

富岡小学校 PTA会議室 

10:00～11:30 

 

 

12 月度拡大運営委員会 議事録 
【会長挨拶】 

 おはようございます。みなさん、お忙しい中でのご出席をありがとうございます。 

 本日は拡大運営委員会ですので、地域協力委員の皆さんもご出席くださっています。地域協力委員さんにお

いては、富小ＰＴＡの代表として、外部（所属団体）にてご活動いただき、ありがとうございます。所属団体

からの単Ｐに対するＰＲ事項等があれば、この運営委員会にてお伝えください。よろしくお願いします。 

 選考部においては、来年度の本部役員および地域協力委員の選考活動、ありがとうございました。来年度の

クラス委員の選考活動も、引き続きよろしくお願いします。また、「改革２：活動の手順化による負担低減」

の「チェックシート」の提出、ありがとうございました。確認させていただきます。 

 学級文化部においては、１～３年生の学級活動および芸術鑑賞教室の開催、ありがとうございました。今後

行われる予定の４～６年生の学年活動もよろしくお願いします。 

 校外部においては、10 月度定例運営委員会でお願いしました「学校より緊急メールが送信された場合の本

会の対応」の「基本的な対応」についてのご検討、文書化をありがとうございました。また、千葉県交通安全

推進隊（飯塚さんおよび岡本さん）の不在を受けて、適宜に臨時対応をしていただき、ありがとうございまし

た。また、「改革４：街頭指導の見直し」に関しても検討を重ねていただき、ありがとうございます。校外部

で検討してくださっている事項について、本部役員会から口出しをすることはありませんので、十分に検討を

してください。この改革の件については、後程ご説明くださるとのこと、よろしくお願いします。 

 「改革６：40周年予算検討」の特別委員会において、何か進捗などあれば、ご報告ください。 

 最後になりますが、学級文化部にての、「改革２：活動の手順化による負担低減」の「チェックシート」に

よる確認作業の進捗は如何ですか？確認作業が完了しましたら、「チェックシート」の提出をお願いします。 

 

＊学級文化部より、確認作業が完了しており、本日、「チェックシート」を持参している旨が伝達されました。 

 

【校長挨拶】 

 おはようございます。 

 先日の「富小フェスティバル」においては、雨天で足元が悪い中、多くの保護者の方に来校いただき、あり

がとうございました。子どもたちの「いきいきした姿」がご覧いただけたのではないかと思います。この富小

フェスティバルには、岩崎会長にも加わっていただいている学校評議委員の皆様にも来賓としてご来校してい

ただきました。フェスティバル後に開催された、学校評議委員会・評価委員会にて、学校評議委員の皆さまか

らも多くのお褒めの言葉をいただきました。 

 また、学級懇談会にも多くの保護者の方に出席いただき、２学期の子どもたちの様子を報告することができ

ました。ありがとうございました。 

 更に、「学校評価アンケート」へのご協力、「芸術鑑賞教室」や各学年の学年活動の開催およびご参加、朝の

街頭指導の臨時対応等、保護者の方には多くのご協力をいただき、ありがとうございます。 

 早いものでもう 12 月になり、今年の残りが１ヶ月となりました。学習のまとめなどをしっかり行って新年

を迎えられるようにしていきたいと思います。 

 

１．学校より  

（教頭先生） 

 既にご存知の方が多いとは思いますので詳細は割愛させていただいますが、事故により校門が一部破損して

おります。加害者が亡くなってしまっている関係上、今現在、修理に関しては進捗がない状態です。今後の状

況によっては、市を通じて修理を進めて行きたいと思っています。なるべく早くに修理が完了できるように対

処していきます。 

（磯野先生) 

 今後の予定としては、12 月には６年生の学年活動、１月には４年生および５年生の学年活動が予定されて

います。また、２月には、高学年の校外学習が予定されています。そして、学習の方では、「学年のまとめ」

に入っていきます。引き続きのご協力をお願いします。 

 また、「富岡小学校だより」にてお伝えしましたが、４月当初予定では３月１日に予定されておりました、

「６年生を送る会」が、３月２日（木）に変更されております。 
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２. 本校学校支援コーディネーター（６年生保護者、元本会副会長、現富中副会長） 

 今回、学校支援コーディネーターの和田さん（６年生保護者、元本会副会長、現富中副会長）が、担当交代

のお知らせを目的に本委員会にご出席され、後任候補のご指名がありました。 

＊委員会後、指名された永利さんが、ご了承されました。 

 

（参考） 

浦安市学校支援コーディネーターとは、子どもたちの健全な育成を行う地域団体を広く把握し、これらをつな

ぎ合わせ、ボランティアによる学校教育に対する支援を行うことを主な役割としています。 

「改革４：街頭指導の見直し」に係る「特別会員」を募集するにあたって、アドバイスをいただきました。 

 

 

 

 

３．本部役員会 

（１）活動報告  

10/1 (土)  市Ｐ連第３回運営委員会（18：30～ 正木） 

10/2  (日)  富岡幼稚園運動会（正木） 

10/2  (日)  市Ｐ連第４回運営委員会（18：30～ 正木） 

10/9 (日)  浦安市スポーツフェア (9：45～16：00 浦安市運動公園総合体育館 正木,和久井) 

10/17（月） 第２回青少年健全育成連絡会（18:30～20:00 富岡中学校 会長） 

10/24（月） 市 P連トリム実行委員会（18:30～20:30美浜公民館 会長） 

10/29 (土)  境川クリーン作戦（10：00～ 広報部より斎藤さん,佐藤さん） 

11/19 (土)  県Ｐ研究大会・葛南大会（八千代市）*富小フェスティバルと重なったため不参加 

11/19（土） 富小フェスティバル（来賓 会長） 

第２回学校評議員会・評価委員会（11:30～12:20会長） 

11/22 (火)  給食センター運営委員会（10：00～ 千鳥学校給食センター会議室 下田） 

12/3 (土)  本部役員会（9：00～） 拡大運営委員会（10：00～） 

 

＊境川クリーン作戦に参加いただいた広報部の斎藤さんおよび佐藤さん、ありがとうございました。 

 

（２）今後の予定 

12/3 (土)  ２学期 学年学級会計監査 

市Ｐ連第４回運営委員会（18：30～ 美浜公民館） 

1/14  (土)  本部役員会（9：00～） 

 

 

（３）出納報告等 

①10・11月出納報告 

 収入 ０円  支出 ２３８,１７２円（事務用品、コピー代、写真代、芸術鑑賞会等） 

 

②２学期 学年学級会計監査 

 運営委員会後に実施します。よろしくお願いします。 

③卒業記念品について 

 ＰＴＡからの卒業記念品の候補があげられ、運営委員会で決定いたしました。 

 

 

 

（４）市Ｐ連等の外部での活動報告 

 11 月 19 日に開催された、「県Ｐ研究大会・葛南大会」は、開催日が「富小フェスティバル」と重なったた

め、参加できませんでしたが、1300人程の参加があり、大盛況だったとのことです。 
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４．専門部会 

（１）活動報告および今後の予定 

 活動日 内容 

学 

級 

文 

化 

部 

実績 

  部会なし 

10/3(月)  「芸術鑑賞教室のご案内」配布 

10/6(木)  １，２年生 学年活動「ミニ運動会」 

10/7(金)  ３年生  学年活動「ドッジボール大会」 

11/2(水)  芸術鑑賞教室開催 

予定 

12/14(水)  ６年２組 学年活動「シェラトンホテル親子料理教室」 

12/15(木)  ６年１組 学年活動「シェラトンホテル親子料理教室」 

1/17(火) 3,4時間目 ５年生  学年活動「百人一首大会」 

1/26(木) 3,4時間目 ５年生  学年活動「1/2成人式」 

校

外 

部 

実績 

10/19(水)  
「富岡小学校の通学路について」を教頭先生に連携 

「街頭指導報告書まとめについて」配布 

10/20(木)  「街頭指導報告まとめについて」ＨＰアップ用連携 

11/4(金)  ヒアリング会 

11/8(火)  朝の街頭指導・緊急補充対応 

11/24(木)  

「富岡小学校の通学路について」就学時健診にて配布 

６年生保護者に対し街頭指導への協力をお願するお手紙を配

布 

12/1(木)  
６年生の学級懇談会で、街頭指導への協力依頼 

１～３年生の学級懇談会で、3学期の街頭指導の日程を連絡 

予定 

12/3(土) 11：00 第４回部会開催 

12/9(金) 16：30 冬季市内一斉防犯パトロールの実施 

 
 朝の街頭指導人員補充対応を３学期も継続するため『街頭指導

当番表の改定』など、必要業務を随時行う（下記（2）参照） 

選

考

部 

実績 

10/1(土)  部会開催 

10/19(水)  次年度の本部役員・地域協力委員の募集のお手紙の配布 

10/25(火)  役員届け出用紙回収 

10/31(月)  第１回目の本部役員選考 

11/7(月)  
臨時部会開催：内定者と落選者への連絡お手紙作成  

再募集のお手紙作成→配布 

11/14(月)  役員届出用紙提出締切り 

11/15～18  回収、集計期間 

11/19(土)  部会開催：再募集内定者選考 

予定 1/27(金)  部会開催：新旧顔合わせ会準備 

広

報

部 

実績 10/29(土) 10：00～ 境川クリーン作戦参加 

予定 12/5(月) 

 部会開催 

・「改革３：広報活動の見直し」に係る副会長さんと書記さん

との話し合いの結果の報告（次年度の広報部の活動の説明 

・「とみおか」の発行に関するスケジュール確認 

 

 

（２）校外部：朝の街頭指導人員補充対応 

千葉県交通安全推進隊の不在を受け、要員補充対策を実行中です。３学期も「見守り不足の無いよう街頭指

導活動を行う」という方針に基づき議論し、対応を下記のように決定しました。 

≪３学期の街頭指導活動≫ 

◇年度始めに予定していた街頭指導スケジュール(３学期担当:３～１年)を一部変更し、６年及び３

～１年を３学期の担当とする。 

＊今年度６年生は街頭指導当番が１回のみであった為、協力を依頼する。 

◇現行の朝の街頭指導当番枠(Ａ'１名、Ｂ２名)のＢ地点を増員。Ａ'１名Ｂ３名の計４名で朝の街頭

指導にあたる。 

◇６年生の街頭指導について、増員の件以外は通常の街頭指導の通りとする。 
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＊本部役員会から、校外部に対して、上記の対応に伴って年度当初予定の街頭指導スケジュールに変更が生じ

る、１～３年生および６年生保護者に対する説明（お手紙配布）を検討するように要請がされました。 

→後の校外部会で不要と決定し、会長へ報告し了承されました 

 

 

（３）校外部：旧ヘルスピア前の点字ブロックの剥がれの発見 

 旧ヘルスピア前の点字ブロックに一部剥がれがあり、児童がつまずいて転びやすくなっているのではないか、

との報告が挙がり、確認したところ、一部剥がれがありました。このような場合、どこに連絡をしたらよいの

でしょうか？との質問がありました。 

 →正木さんより、市役所に対して連絡してくださることになりました。 

 

「旧ヘルスピア前の点字マットの剥がれ」について 

 校外部から依頼があり、市の道路管理課に相談したところ、快く対応してもらえました。 

 現状の歩道は、仮の復旧状態（ガス工事に伴う掘削後の仮復旧）で剥がれかけた点字マットを釘で止めてあ

るようです。来年春頃点字タイルに改修されるそうです。 

 

 

 

 

 

５．地域協力委員の活動報告等 

社会福祉 

協議会支部 

推進委員 

（山本さん） 

報

告 

7/4 第 1回推進委員会出席 

7/15 ふれあい親子広場参加 

9/5 第２回推進委員会出席 

11/7 第３回推進委員会出席 

メ

モ 
【予定】1/16 第４回推進委員会 

青少年相談員 

（体育部） 

（菱山さん） 

報

告 

7/16 ブラックシアター説明会 

9/10 富岡中学校体育祭出席 

9/17 青少年つどい大会(なわとび＆つなひき) 

10/16 ブラックシアター発表会 

10/20 体育部会 

11/13 葛南地区課題研修会(野田メグミルク工場・千葉県西部防災センター) 

青少年相談員 

(社会文化部） 

（大塚さん） 

報

告 

9/28 

第３回社会文化部会 

・夏のキャンプの報告 

・10月開催予定のブラックシアター発表会についてなど 

10/16 ブラックシアター発表会 

10/26 
第４回社会文化部会 

・ブラックシアター報告 

11/12～13 県外研修 

メ

モ 

【予定】1/28全体会 

2/25体験学習 

交通安全対策

協議会委員 

（柳瀬さん） 

報

告 

7/11 
『浦安市交通安全対策協議会委嘱状交付式』 

『浦安市交通安全対策協議会定期総会』に出席 

9/16 『通学路における交通安全上の注意箇所 及び 検討結果報告書』を提出 

9/21 

『交通安全運動出動式』 

出動式後、新浦安駅前広場においてリーフレットと啓発物資を配布し、 

交通安全啓発キャンペーンを実施 

青少年補導員 

（遠藤さん） 

報

告 

7/2 非行防止キャンペーン 

7/29 県下一斉合同パトロール 

8/3 べかぶね編集会議 

9/1 早朝パトロール 

9/7 第２回ブロック会議 
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10/17 富岡中学校区青少年健全育成連絡会議 

10/22 市民まつりパトロール 

10/26 べかぶね編集会議 

11/16 べかぶね編集会議 

地区パトロール 

7/5,19,8/2,23,9/29,10/4,18,11/1,15 

パトロールには、肥田先生、富岡中学校の男性教諭および東

野小学校の男性教諭などが参加してくださっており、大変心

強いです。 

メ

モ 

【予定】12/14 べかぶね編集会議 

    12/6,20 地区パトロール 

防犯協会 

支部長 

（河手さん） 

報

告 

7/14～18 夏季防犯キャンペーン 市内一斉パトロール実施 

7/20 17：00～18：00 校外部、学校とともに富岡地区をパトロール 

9/29 

防犯支部長意見交換会 

中町地区では、従来から「自転車盗難」が多発していたのですが、近年

においては、それに加え、「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」の被害が

増加している傾向がある、との報告がありました。 

「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」は、皆さんのご協力によって被害を

防げる可能性が高い犯罪です。携帯電話を片手にＡＴＭを操作している

方（お年寄り）を見かけたら、その会話に耳をかたむけ、顔見知りでな

い人との会話ではないかな？と感じたら（電話の相手が顔見知りでない

人であることは、ほんの少しの会話を聞けば予想できるそうです。）、迷

わず声をかけてあげてください。もし、１人で声をかけることに躊躇し

たら、周りの方と協力して声をかけてあげてください。 

皆さんのご協力をお願いします！ 

メ

モ 

【予定】12/8～11 歳末特別警戒防犯キャンペーン 市内一斉パトロール 

12/9   16:30～ 校外部、学校とともに富岡地区をパトロール 

 

 

 

 

６．通年活動 

（１）活動報告等 

おはなし 

おはなし 

報

告 

1年生：9/8,11/9(こぶとりじい、さるとかに) 

2年生：9/13,10/13,11/15(子育てゆうれい、生きているかさ、絵姿嫁様)他 

3年生：9/12,11/14,12/12(饅頭こわい、石のこやしは三年くさい商法)他 

4年生：9/29,11/10(やまなしもぎ、ルンペンシュティルツヘン) 

5年生：10/20,12/6(酒と小便、海サチ山サチ、鳥飲みじいさん)他 

6年生：9/16,10/25,12/19(ペルセウスと怪物メデューサ)他 

メ

モ 

・各学年にあった日本や世界の昔話を選書し読みました。どの学年の子供たち

も真剣に聞いてくれ、時には微笑んだり、驚いたり反応が楽しいです。 

本のおたすけ隊 

報

告 

7/14 本のクリーニング 

9/16 図書室の棚拭き作業、本のクリーニング 

10/13 

 

古本市の準備(回収した本のクリーニング、ジャンル分け、冊数や

本棚の確認、富フェスの担当分け、看板＆ポスター作り) 

11/18 前日準備(ポスター及び看板の設置) 

11/19 当日(古本市の準備、実施、後片付け) 

メ

モ 

・古本市は 318冊中、在庫が 45冊となり、大盛況で終える事ができました。 

【引き継機事項】 

今年はＰＴＡ会議室前で古本市を実施しましたが、お茶を待つ方との列が会議

室前を越して体育館側に延びていた為、先生方了承のもと、急遽古本市の場所

を異年齢交流教室前に移動しました。来年度以降も同様に実施するのであれば、

場所の検討を視野に入れた方が良いと思われます。 

緑の 

ボランティア 

報

告 

7/11 異学年交流教室前の草取り 

9/21 グリーンのカーテン撤去、職員室前の笹刈り(3名) 
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10/13 境川クリーン作戦お手伝い(健全育成)花壇の畑耕し(4名) 

10/20 小学校クリーン作戦参加(4名) 

10/24 幼稚園側フェンスからはみ出た草刈り(5名) 

10/27 体育館裏の草刈り(2名) 

11/7 防災倉庫裏の草刈り(4名) 

11/9 学年畑奥の草刈り(4名) 

12/5or7 日生側フェンスから出た草刈りの予定 

メ

モ 

・活動場所が広いのにも拘わらず、参加人数が少ない為に時間内に終わらず 

週 2回での活動になってしまった。 

・2回ほどのスポット参加をしてくださった方がいたので助かりました。 

・境川クリーン作戦前の準備のお手伝いは、毎回午後から(健全育成の為)にな

り、幼稚園のお迎えと重なり、参加できないメンバーがいる為、ほぼＯＧさ

んとなっています。スポット参加していただけるようにアピールしていきま

す。 

季節を飾る会 

報

告 

7/7 笹の撤収 神社に奉納 

7/15 天の川の撤収作業 

9/5 お月見飾り 

9/29 お月見飾り撤収 ハロウィン飾りつけ 

11/2 ハロウィン撤収 

11/28 Happy winter飾り付け 

メ

モ 

12月にお正月飾り予定 

 

ネット 

ボランティア 

報

告 

富小ＨＰ更新７回 

・運営委員会だより、議事録、会則・細則の掲載 

・広報部アンケート 掲載 

・市Ｐ連スポーツ大会 掲載 

・街頭指導報告まとめについて 掲載 

・各通年活動のページの更新 など 

ベルマーク 

報

告 

7/6 回収したベルマークの郵送作業 

9/28 ベルマーク集計作業 

11/30 ベルマーク集計作業 

メ

モ 

・夏休みに送付したベルマーク点数を追加して、33,807円になりました。 

・ベルマーク回収の協力案内を学校メールにお願いし忘れ、声掛けなどで回収

しました。 

・来年度は、テトラパックの回収も増やしていきたいです。 

お父さんの会 

報

告 

9/3,4 校庭キャンプ 参加者：129名 サイト数：48サイト 

10/29 境川クリーン作戦 当日準備からお手伝いとして参加 

  

メ

モ 

・校庭キャンプでは、多くの方に参加いただきました。 

子供たちが自由に作るピザやカレー。数年ぶりに復活したプールを使ったサ

スケ。キャンプファイヤーや肝試し。大変、盛り上がりました。 

・サンコーポ高層、低層自治会祭りの出店 

・12/10 ミュージックフェスティバルのお手伝い 予定 

本の読み書かせ 

報

告 

9/6,13,20,27,10/4,11,18,25,11/1,8,15,22(全 12回) 

・各日 10～20名前後の子供たちが楽しんでくれました。 

・9/20は低学年が校外学習だった為、3、4年生中心のちょっと怖い話を読む企

画をしました。4年生全員が来てくれました。 

メ

モ 

・12/6 ２学期最後の活動(クリスマススペシャル) 

・3学期は通常の活動と共に 6年生への読み聞かせ準備＆練習をしていきます。 

トリムバレー 

報

告 

9/19 市Ｐ連スポーツ大会参加  

10/14 トリム体験会開催 

11/25 トリム体験会開催 

メ

モ 

・体験会は数名の保護者とたくさんの先生方が参加してくださり、楽しく活動

しました。引き続き、気軽に参加できる体験会を実施していきます。 
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（２）緑のボランティア：メンバーおよびスポット参加者募集 

 メンバーが少ないことから、広い活動場所を順次美化していくためには多くの活動日を要しています。その

ような中でも、「子ども達に気持ちよく学校で過ごして欲しい」との思いから、活動を行っています。スポッ

ト参加でも構いませんので、ご協力をお願いします！ 

 活動予定などは「富小ＰＴＡのＨＰ」に掲載されています。こちらをご覧いただき、ご都合が付く日があれ

ば、是非！ご参加ください！よろしくお願いします。 

 

 

７.教頭先生より：街頭指導協力の申し出者について 

 ２日前に学校に電話があり、朝の街頭指導に協力したい旨の連絡がありました。退職をして時間ができたの

で、自身の健康のためにも是非とも協力をしたい、とのことです。近日中に、お会いして、申し出に対するお

返事をしたいと思っています。もし、ご協力をいただくことになった場合には、万が一の場合の保険（学校ボ

ランティアに関する保険）が適用されます。 

 

＊「改革４：街頭指導の見直し」に係る「特別会員」としての参加ではなく、学校が管轄する協力者とされた

が、千葉県交通推進隊、学校協力者、PTA会員及び特別会員と、同じ場所に管轄の違う見守り要員が混在す

るため、今回の協力者は PTA特別会員への一元化できないかと、会長が提案した。 

→委員会の後、校長先生が会長案をご了承された。 

 

＊特別会員はＰＴＡ保険の適用が可能かを確認する要請が会長から出された。 

→委員会の後、会計から「問題なく適用できる」と報告があった。 

 

 

 

８．ＰＴＡ改革 

（１）進捗報告 

 改革テーマ 担当 進捗 完了日 

１ 活動目的の見直し 会長 ・改革２の作業と同時に進める 1月末 

２ 
活動の手順化による 

負担低減 
会長 

・11/13 各専門部会にチェックシート配布、広報部および校外部は確認作業

完了、学級文化部および選考部は確認作業中 
3月末 

３ 広報活動の見直し 
広報部 

大隅/永利 

・広報部、担当副会長、書記で人数削減や広報部の活動方法の見直しにつ 

いて、打ち合わせを計画中 

①人員削減 

②web版への移行 

③広報部内に「学校担当」を設置 

④「だより」と「広報紙」の役割分担 

3月初 

４ 街頭指導の見直し 
正木/山本 

会長 

・10/17青少年健全育成連絡会で応援を要請した 

・12/3本部会、委員会で理想論を題材に課題整理、方針、方法を議論する 

・民生委員、自治会長へ協力要請するための書面を準備中 

3月末 

５ 情報発信方法の見直し 会長 ・進捗なし 2月初 

６ 40周年予算検討 下田/永利/大隅 ・検討を進めている 3月末 

７ 事務費の削減 会計 ・現状把握を行い、削減検討は効果が少ないと判断し完了とした 完了 

８ 
児童文化振興活動の 

拡大 
正木/会長 ・進捗なし 4月初 

９ 専門部会活動の広報 広報部/書記 

・「だより第５号」で「本部役員等の紹介」実施した 

・広報「とみおか」に「各部会の紹介」を掲載する予定 

・各部会にアンケート実施する予定 

2月 

10 庶務の増設 － ・検討を次年度以降に延期 中断 
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（２）改革４：街頭指導の見直し 

・校外部から、街頭指導事前アンケートの回答の分析結果（３年１組のみ）が説明され、街頭指導の事前調整

が重要である、との考えが示されました。（添付資料参照） 

 

・岩崎会長より、プロジェクターを用いて「改革４」を提案した経緯が、添付資料を用い説明されました。 

説明の途中、校外部から、「校外部の廃止」への異論があり、その理由が説明されました。（添付資料参照） 

 

・学校支援コーディネーターの和田さんから、次のアドバイスがありました。 

① 富岡小学校が大規模校から適正規模校になった際、専門部会構成を必要に応じ変更してきた経緯がある。 

② 専門部を廃止するためには、先ずは仕事量を減らしていくことが重要である。 

 

・校外部、和田さんからのご意見を聞いた後、岩崎会長から改革４の経緯の説明が続きました。 

①会則に「１子１年以上」の義務とあるが、各学年の会員数に対し役員数が６年間で１２～１３人の方が２

回役員を務める必要があり、既に現実となっている。複数の児童を持つ保護者は、更に負担が大きい。 

②今後、ＰＴＡ不要論、会員の減少という脅威があり、更に①が悪化する。 

③上記①、②に対応する選択肢として次の２つがあるが、効果を考慮すると「改革３・４」を選択した。 

・現在の役員の仕事を減らし、会員数を減らさない努力を行い、現状を継続する 

・広報部および校外部の廃部（部員削減）を行い、役員自体を削減する（改革３、４） 

④役員の削減を進めるためには、改革４「街頭指導の見直し」が必要であり、「当番表の作成方法改善」「特

別会員による見守り率の維持・向上、保護者の負担低減」という具体策を提案した。 

⑤校外部の異論は、街頭指導の継続・向上を目的とした内容であり、そもそも検討の方向が違う。「校外部

の縮小・廃止」によって「見守り率の低下」「参加率の低下」が想定されるため、この対策を見つけるこ

とが検討の目的である。 

 

・委員会の時間が長引いたため、本部役員会で更に提案内容を詰めて、２月の運営委員会で報告することとし

た。 

 

（３）専門部会へのお願い 

 これまで活動してきた中で「減らせるのでは？」との業務があれば、是非、提案してください！ 

 

 

９．運営委員会だより掲載事項の確認 

・改革の進捗報告表 

・本のお助け隊より、古本市の報告 

・給食センター運営委員会の報告 

 

以上 

出席者（敬称略）：橋本校長、福山教頭、磯野先生、岩崎、下田、永利、大隅、正木、依田、樋山、相木、長

谷川、濱田、和久井（委任状出席）、井上、小幡、佐々木、小川、田中（選考部長代理出席）、伊藤（選考部副

部長代理出席）、黒石、天野、山本（千春）、菱山、大塚（委任状出席）、柳瀬、遠藤、河手、丹羽（構成員以

外の会員、校外部員）、内山（構成員以外の会員、校外部員）、和田（構成員以外の会員、本校学校支援コーデ

ィネーター） 

欠席者（敬称略）：山本（由香） 
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（添付資料：岩崎会長提示資料） 

役員の削減

＜平成28年12月本部・運営委員会資料＞

平成28年12月3日
岩崎

 

役員数の課題

対策 改善ポイント 難易度

１ 現行を継続する 「1子1年以上」の理解 高

２ 役員数を減らす 仕事を減らす 削減するレベルで変わる

・6年間に全会員が役員を担当し、更に「一子一年」以上に役員を担うケースが発生
・二子以上を持つ会員にとっては、同じ年に役員を兼務することがないため、役員を担当
できる時期の選択範囲が狭く、また、役員となる回数が多いという負担がある
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負担感

理
解
度

高

高

参加しない

苦労・工夫
参加

楽しく参加

そういうもの
割り切り参加

＊負担感：時間的な負担、難しい、不安など

１．現行を継続する 課題：会員の理解を受け続ける

理解度が高く、負担感が少
ない方は、PTA活動にやりが
いを感じ、楽しく参加している

理解度は高いが、負担感が高
い方は、PTA活動に苦労や工
夫しながら参加している

理解度も負担感も高い方は、
PTA活動に参加しない

理解度は低いが、負担感が
低い方は、割り切ってPTA活
動に参加している

高

高

・「役員は全員参加、だから平等な負担である」は、運営側の考え方
・会員ひとり一人の環境は違い、同じモノサシで測ることは不可能
・会員側から見れば決して平等とはいえない

脅威：全国で広がるPTA論議の影響、毎年入会する会員
会員の家庭環境や考え方の多様化、不参加者の増加

 

理解度

負
担
感

苦労・工夫
参加

割
り
切
り

楽しく
参加

参加しない

高

高

対策：多様化に対応した運営方法
魅力あるPTA活動の実行
会員の理解を得る広報活動

・「割り切り参加」や「苦労して」が多い場合、口コミなどの広報活動が機能せず、
新たな会員に「参加しない」が増加する懸念あり

・「参加しない」へ移行した保護者に対する意識の復旧は困難

参加しない予備軍

参加しない（できない）予備軍

１．現行を継続する 課題：会員の理解を受け続ける
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活動の手順を文書化する、
効率化によって負担感が
低下する場合がある

追記：本会全体（岩崎推測）

本会は「割り切り参加」が多く、今後は「苦労して参加」が増加すると推測
運営側に偏った考え方を改善しなければ、本会自体の存続に影響する

入会する会員への説明、定期広報による啓発、
活動の効率化や「楽しく見える化」は、重要な課題

理解度の向上は、広報紙や口コミ
などの広報活動が手段となる

負担感

理
解
度

高

高

参加しない

苦労・工夫
参加

楽しく参加

そういうもの
割り切り参加

 

・役員の削減は、単なる人数の削減ではなく、仕事の削減が並行して実施する
・目的を逸脱せず削減する仕事、対象となる役員は？

２．役員数を減らす 課題：どの役員を減らし、どの仕事を減らすか

必要人数（家庭数）
補足

学級毎 学年毎 6年間

クラス委員
４
(4)

８
(8)

４８
(72)

1学年2クラスの場合、48会員
（1学年3クラスの場合、72会員）

本部役員 ― ― １２
6年間で入学単位の学年毎に本部役員全員を選出すると仮定
会長1名、副会長5名、書記3名、会計3名

地域
協力委員

― ― ６
同上、会計監査２名（内1名は兼防犯）、相談員2名、
補導員1名、社会福祉1名

合計
６６
(90)

1学年2クラスの場合、66会員
（1学年3クラスの場合、90会員）

役員数が最も多い、クラス委員の削減が効果あり
消去法で広報部、校外部が対象、１部会廃止で12~13役員の削減が可能
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２．役員数を減らす 課題：どの役員を減らし、どの仕事を減らすか

1部会削減によって全学年の「1子1年役員担当」が成立する
 

・街頭指導
・腕章管理
・防犯パトロール板
・一斉パトロール
・通学路案内
・アンケートの集計・報告
・特別会員連絡

２．役員数を減らす 課題：どの役員を減らし、どの仕事を減らすか

課題：仕事の削減では、スケジュール管理方法の変更による街頭指導の質の低下
仕事を移管された役員の負担増加

郊外部の役員削減の場合

郊外部の仕事

対策：特別委員による見守りの質の維持、当番表作成方法の合理化
備品管理方法の合理化、防犯パトロール等の担当分散化
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２．校外部を廃止する 課題：街頭指導の質を維持する

特別委員による見守り強化

対策：特別委員による見守りの質の維持、当番表作成方法の合理化
備品管理方法の合理化、防犯パトロール等の担当分散化

①富岡地区を対象とし、本会の特別会員として入会
＊民生委員、各自治会長に募集活動の協力要請（回覧板、掲示板、直接訪問してPR）
＊平成29年1月から募集開始
＊平成29年3月末までを試行期間とし、応募順に活動を開始
＊その都度、課題を確認し改善を行い、正式な活動開始は平成29年4月初旬

②特別会員の参加ノルマ、当番制なし、時間帯、場所指定なし
＊現在の一般会員の当番制は継続

③入会後、文書化した資料を用いて、活動方法の教育

④見守りで気付いたことの報告、本会が各家庭教育や学校教育に繋げるよう伝達、学校の
教育方針に従った、指導項目を提示

⑤活動中のけがや事故等に対する保険への加入

 

２．校外部を廃止する 課題：街頭指導の質を維持する

当番表作成の合理化

対策：特別委員による見守りの質の維持、当番表作成方法の合理化
備品管理方法の合理化、防犯パトロール等の担当分散化

1 2 3

4年1組 氏名 4年2組 氏名 3年1組 氏名

0411 ミッキーマウス 0421 綾波レイ 0311 リトルツインスターズ 

0412 ミニーマウス 0422 スコーン 0312 ぼんぼんりぼん 

0413 ドナルドダック 0423 南雲 鉄虎 0313 シナモロール 

0414 デイジーダック 0424 紫之 創 0314 ポムポムプリン 

0415 グーフィー 0425 真白 友也 0315 KIRIMIちゃん. 

0416 プルート 0426 葵 ひなた 0316 ぐでたま 

0417  水越眞子 0427 高峯 翠 0317 日下部 みさお

0418  鷺澤頼子 0428 カーズ 0318 峰岸 あやの

0419 アイシア 0429 サリー 0319 小早川 ゆたか

4110 ピグレット 4210 マイク 3110 岩崎 みなみ

4111 ティガー 4211 R2-D2 3111 田村 ひより

4112 イーヨー 4212 C-3PO 3112 ロビーラビット 

4113 カンガとルー 4213 BB-8 3113 ベンジャミンベア 

4114 ラプンツェル 4214 彩珠ななこ 3114 蓮巳 敬人

4115 アリエル 4215 月城アリス 3115 天祥院 英智

＜富岡小学校PTA＞

街頭指導　１学期　当番表

月日 曜日

4月1日 金

4月2日 土

4月3日 日

4月4日 月

4月5日 火

4月6日 水

4月7日 木 ミッキーマウス ミニーマウス ドナルドダック デイジーダック グーフィー プルート

4月8日 金  水越眞子  鷺澤頼子 アイシア ピグレット ティガー イーヨー

4月9日 土

4月10日 日

4月11日 月 カンガとルー ラプンツェル アリエル シンデレラ ベル オーロラ

4月12日 火 白雪姫 ジャスミン モカ プリン  黒田光  甘露寺七海

4月13日 水  加藤乙女 ブラン ミッキーマウス ミニーマウス ドナルドダック デイジーダック

4月14日 木 グーフィー プルート  水越眞子  鷺澤頼子 アイシア ピグレット

4月15日 金 ティガー イーヨー カンガとルー ラプンツェル アリエル シンデレラ

4月16日 土

4月17日 日

4月18日 月 ベル オーロラ 白雪姫 ジャスミン モカ プリン

4月19日 火  黒田光  甘露寺七海  加藤乙女 ブラン 綾波レイ スコーン

4月20日 水 南雲 鉄虎 紫之 創 真白 友也 葵 ひなた 高峯 翠 カーズ

4月21日 木 サリー マイク R2-D2 C-3PO BB-8 彩珠ななこ

4月22日 金 月城アリス 胡ノ宮環 桂言葉  西園寺世界  清浦刹那 キャプテン・アメリカ

担当
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役員数

保護者参加率

見守り率

保護者の負担

街頭指導街頭指導

街頭指導

会の運営

高い

高い

低い

低い

目標

・街頭指導は見守り率、参加率が高く、
それでも保護者の負担が低い

・運営側は役員数が少ない

１．理想

（例）改革４ 街頭指導と役員数削減

 

役員数

保護者参加率

見守り率

保護者の負担

街頭指導街頭指導

高い

高い

低い

低い

目標

現状

・見守り率、参加率は目標に至らず、
保護者の負担は高い。

・運営側は役員数が多い。

街頭指導

会の運営

２．現状

（例）改革４ 街頭指導と役員数削減
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役員数

保護者参加率

見守り率

保護者の負担

街頭指導街頭指導

高い

高い

低い

低い

目標

現状

改革

ここが問題

・見守り率は特別会員により達成
・参加率は逆に低下（施策なしの場合）

・保護者の負担はやや改善
・役員数は大幅に削減

街頭指導

会の運営

３．改革４

（例）改革４ 街頭指導と役員数削減
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（添付資料：校外部提示資料） 

＜平成 28 年度 12 月本部・運営委員会資料＞ 

 

 

≪街頭指導の問題点≫ 
街頭指導活動の負担感・ＰＴＡ校外部への不信感（クラスメートの父兄への不信感）につながる為、問

題を認識する都度、全て検討を重ね対応しています。 

 

○ルールの周知徹底不足 

→毎年『交通安全街頭指導について（４月配布・年度内保管）』・『希望日時アンケート』で周知徹底を

はかっているが不十分である印象。当番時に確認できるよう『当番表（裏面）』にも一部ルールを記

載するよう変更。 

※２学期４年生より使用を開始（２学期最後の当番のため結果は３学期に確認） 

 

○街頭指導をどのようにすればいいのか分からない 

→正しい街頭指導の方法・注意する点などをイラスト付きで分かりやすくまとめた資料の作成を検討

中。（街頭指導に立つ場所の優先順位も盛り込みたい。）配布する場合、初年度は全学年配布・転

入生セット、それ以降は新１年生・転入生セット。 

 

○街頭指導をしていても、他の当番の人が来ない 

 →当番忘れ・協力拒否の方がいる為。また下校時については、時間帯が『５校時終了後・６校時終了

後・帰宅時パトロール』の３つに人員が分散する可能性があるという点の認識不足の可能性もある。

認識不足については、当番表へのルール記載に加え、１２／１懇談会アナウンスでの周知徹底を

はかった。合わせて、３学期試験期間は街頭指導の時間帯を５校時終了後の下校時刻のみとし人

員の分散を減らす。帰宅時パトロールの方については当番表で分かるように当番表作成ルールを

変更。 

 

〇都合が悪くなっても交代してくれる方を探せない。連絡できない、したくない。 

→当番表に記載の『活動出来ない場合は同時刻同地点の方に連絡を入れて頂けると助かります』

文言なくし、『当事者同士で交代して頂いても構いません。』の文言のみにとどめる。 

   ※Ｂ地点について、『十分な見守りができる人数』に可能な限り近づけて当番表を作成してある為、

活動出来ない方が急遽出た場合でも、見守りが０になることばかりではない。見守りがなくなっ

たことが即事故につながるわけではない点も含めて考えると、日常的に安全に関する声かけが

あるということが大切。 

 

○活動に参加するのが大変。めんどう。 

→活動時間帯が主な問題。現行ルール『担当期間中、登校時１回・下校時１回の計２回』を、３学期

については『担当期間中２回（時間帯の限定なし）』とし、それぞれの方がより活動しやすい時間帯

を選べるよう配慮。それにより当番表の作成業務の負荷についても減少すると予測。 

   ※３学期、各クラスの当番表作成状況を確認し、来年度以降の街頭指導についての検討材料と

する。また高学年の街頭指導は今年度ほぼ終了している為、来年度の当番を待って検討する

よう申し送りを行う。（各時間帯の当番枠の増減・街頭指導活動の存続など検討予定） 
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街頭指導活動の事前調整と参加率について 
 

≪Ｈ２８年度 ３年１組≫ 
【状況】 

○３ 年 １ 組 ２６名中、対象者２５名（対象外の１名は、双子対応の為３年２組で当番） 

○担 当 期 間 ６月１７日（金）～２７日（月）の７日間 

○当番の枠数 ４７（最大４８） 登校時Ａ’＝７、Ｂ＝１４ 

下校時Ａ＝７、Ａ’＝２、Ｂ＝１７（最大１８） 

 

【希望日時アンケート結果】 

○当 番 ア ン ケ ー ト に あ っ た ×の 数→１４１個／３３６枠（約４２％） 

○登校時もしくは下校時、全て×の人→  ７名／２５名（２８％） 

○特定の日（１～２日）以外全て×の人→  ４名／２５名（約１７％） 

○７日間中、規則性なく半分以上×の人→  １名／２５名（４％） 

○アンケート未提出者（督促するも未提出）→  １名／２５名（４％） 

 

※本人のアンケート記入ミスにより、当番表配布後に日程の調整をした人１名 

※アンケート未提出者は、増員対応日のＢ地点に当番１回（当番表配布後にＴＥＬ有・街頭指導説明済み） 

 

【街頭指導当番および報告書の状況】 

○指定の当番日に出来ず別の日に活動した人→ ２名 

○下校時でなく帰宅時パトロールをした人→ ３名 

○報 告 書 未 提 出 者 （ 督 促 は な し ）→ ３名 

 

【参加率】…不明。一部を除き、概ね活動をしたと見なすことができる。 

 

 

 

≪その他の状況≫ 
○学年が上がるにつれ、アンケートの×が増える→日程の事前調整が難しい 

○全て×で提出する方も１名いた（１年１組・その方は街頭指導なし）→１回のみ・帰宅パト等個別に確認 

○義務感はあるが、年４回の活動だから取り組める→６回に増やすと児童が複数いる家庭は厳しいかも 

○数年前の状況と比較すると、近年は活動が浸透して有意義な見守り活動を行えている 
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≪校外部廃止により、街頭指導活動で発生すると懸念される問題点≫ 
 

 

◇校外部廃止後の街頭指導方法（案）の確認◇ 
 

１・校外部は廃止し、街頭指導活動については担当副会長１名を配置。 

２・担当副会長は、Ｅｘｃｅｌファイル上で機械的に当番枠を埋めた形（出席番号順等）で当番表を作成。 

３・全学年の当番表を年度の初めに配布。 

※当番表記載の日程で活動できない場合、他の方と当番を入れ替えるなど個人で対応。 

 

 

 

 

◇発生が懸念される問題点◇ 
 

○半数近くの当番枠に関して、調整が必要と予測されることについて 
→現状、親しい間柄でなければ個人的に連絡を取り合うことがない為、調整そのものが負担。＜負担感↑＞ 

→個人間での調整が当番表に反映されない為、交代をお願いする相手が分からない。＜不信感↑＞ 

→個人間での調整が出来ずに、自分の予定をなんとかやりくりして活動。＜負担感↑＞ 

→個人間での調整が出来ずに、活動をしない方が増加。＜街頭指導活動の形骸化＞ 

 

○担当副会長１名で当番業務が滞りなく行われるよう通年対応することについて 
 →調整難航する方からの問い合わせを『調整は個人で』とした場合、ＰＴＡへの協力感情が減少。＜不信感↑＞ 

→問い合わせや調整依頼、要望などを担当副会長１名で通年対応することは負担が過大。 

→クラス担当が不在の為、調整や欠席の連絡が担任の先生に連絡帳で報告されてしまう。 

 

 

街頭指導の意義 

 
〇子供を安全に登下校させる 

〇子供の『安全に対する意識』を育てる 

〇親の『安全に対する意識』を育てる 

〇親に声をかける経験をしてもらう 

〇児童の『地域協力の意識』を育てる 

〇地域の防犯効果（期待） 

〇地域の方達が活動を目にすることで、小学校や児童・父兄への親近感を持っても 


