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平成 29年 3月 4日 

富岡小学校 PTA会議室 

10：00～11：30 

 

３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。各部会、地域協力委員のみなさまのご協力によって、従来の活動は計画通り実行す

ることができました。加えて今年度は、改革を進めましたので、運営委員会が長引いたり、資料が多かった

り、混乱したり、従来は行わない検討や作業をお願いすることとなりました。例年になく負担が多かった年

だと思います。ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

私の任期も残り少なくなりましたので、来年度の本部役員の方々のご意見を優先にして改革をまとめてい

きたいと思います。今後、少しでも富小ＰＴＡがよくなることを期待しています。 

 

【校長挨拶】 

 おはようございます。いよいよ３月を迎え、先週は授業参観および学級懇談会、今週は 6 年生を送る会が

行われました。いずれの行事にも多くの保護者の皆さまに来校いただきました。ありがとうございました。 

 ６年生を送る会ではどの学年の発表も心温まるもので、６年生の子ども達が、いかに１年生から５年生の

子ども達と関わって学校生活を送ってきたのかがよくわかりました。どの学年の発表も６年生への「尊敬」

の気持ちがあふれたものでした。このように子ども達の素晴らしい成長は、家庭教育の賜物だと感じており

ます。ありがとうございます。 

 先日の学級懇談会でも各担任よりお知らせをしましたが、来年度より登校時間が変更になります。ご対応

をよろしくお願いします。 

 この運営員会後に新旧役員顔合わせ会が予定されておりますが、今年度の役員の皆さまの任期も残り僅か

です。子ども達の健やかな成長のためには、学校、家庭および地域の協力が不可欠です。役員の皆さまには、

家庭と、学校および地域との橋渡し役を務めていただき、ありがとうございました。 

 

１．学校より  

（教頭先生） 

 この１年間、役員としての活動をありがとうございました。富小のＰＴＡは、「よいところが沢山ある」

と確信しております。今後もご協力をよろしくお願いします。 

ご心配をおかけしましたが、ようやく、市の負担による校門の修理工事も完了しました。修理が完了した校

門から６年生を送り出すことができます。 

 先日配布したおたよりにて、来年度の学校行事予定をお知らせしました。来年度も、学校行事にご都合を

合わせていただき、多くの保護者の皆さまにご参加くださいますよう、よろしくお願いします。 

 

 

２．本部役員会 

（１）活動報告  

２/４ (土)  学校評議会（11:00～岩崎） 

特別会員懇談会（13:00～岩崎、正木、山本、永利、下田、大隅、依田） 

市Ｐ連防犯セミナー（公募） 

       市Ｐ連第 5回運営委員会（18：30～正木、岩崎) 

２/６ (月)  学校体育施設光熱費の実施徴収に関する説明会(19:00～永利) 

２/10 (木)  市Ｐ連懇親会（ブライトンホテル 18：30～ 校長、教頭、岩崎、正木）→急遽中止 

３/４ (土)  本部役員会（9：00～)、拡大運営委員会（10：00～) 

       

 

（２）今後の予定 

３/４ (土)  新・現本部役員および地域協力委員顔合わせ会（11：00～） 

       ３学期 学年学級会計監査 

３/14 (火)  富岡中学校卒業式 

３/16 (木)  富岡幼稚園卒園式 

３/17 (金)  富岡小学校卒業式 

３/30 (木)  離任式 
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４/１ (土)  市Ｐ連新年度顔合わせ・市Ｐ連部会担当決め(17:00～美浜公民館) 

       第６回市Ｐ連運営委員会(18:30～美浜公民館) 

４/10 (月)  富岡小学校入学式 

４/11 (火)  富岡中学校入学式 

       保護者会・学級役員全体会 

４/12 (水)  富岡幼稚園入学式 

４/22 (土)  総会・拡大運営委員会 

 

＊各行事に参加くださった皆さま、ありがとうございました。また、これから予定されています行事にご参

加くださる予定の皆さま、よろしくお願いします。 

 

 

（３）出納報告等 

      ２月分   収入 なし 

         支出 55,464円（広報とみおか作成代、コピー用紙・インク代等） 

 

（４）市Ｐ連等の外部での活動報告 

・２/４に開催された「防犯セミナー」では、子どもがソーシャルメディアを使用する際に保護者がどのよう

な対応を取るべきかについて、講義がありました。「自衛が大切」とのことでした。 

 

 

 

３．専門部会の活動報告等 

 活動日 内容 

学級 

文化部 

実績 2/4(土) 11：00 

部会開催 

・今年度を振り返り、来年度に向けていくつかの提案があが

りました。その提案を含めてしっかりと引継ぎをしたいと

思います。 

予定    

校外部 
実績 

２月上旬  ６年生へ『防犯腕章返却のお願い』お手紙配布  

2/23(木) 

 学級懇談会にて６年生腕章回収 

・紛失をした家庭以外からは、全ての腕章が回収できまし

た。 

予定    

選考部 

実績 2/4(土) 11：00 
部会開催 

・新旧顔合わせ会および改革案の話し合い 

予定 

3/4(土) 

 部会開催 

・クラス役員選出について 

・お手紙印刷 

11：00 新旧顔合わせ会 

4/5(水) 

 部会開催 

・クラス役員選出について 

・お手紙配布 

4/10(月)  

 

 部会開催 

・調査票回収→集計 

4/11(火) 

 部会開催 

・クラス役員選出準備 

懇談会にてクラス役員選出 

広報部 
実績 

2/20(月)  広報「とみおか」発注 

2/27(月)  広報「とみおか」納品 

3/2(木)  広報「とみおか」配布 

予定    
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４．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 1/16 第４回推進委員会 

メモ 

【予定】3/6 第 5回推進委員会 

・4/1には、富岡交番近くに、地域包括支援センター「ともづな富岡」がオー

プンします。この「ともづな富岡」は、高齢者に関する総合的な相談窓口で

す。お知り合いの高齢者の方が何か困っているようであれば、是非、紹介し

てください。 

青少年相談員 

（体育部） 

（菱山さん） 

報告 

1/28 学習会(野外炊飯の実践) 

2/11 浦安市たこあげ大会 手伝い 

2/26 科学実験教室 

メモ  

青少年相談員 

(社会文化部） 

（大塚さん） 

報告 

1/28 

学習会 

・自然体験学習で行う飯盒炊飯を実際に行う 

第２回全体会 

2/25 体験学習 

2/26 科学実験教室 

メモ  

交通安全対策協

議会委員 

（柳瀬さん） 

報告 12/8 

冬の交通安全運動啓発キャンペーン 

・団結式 

・啓発物資等を配布 

メモ  

青少年補導員 

（遠藤さん） 

報告 
12/14 べかぶね編集会議 

地区パトロール 12/6,12/20,1/6,1/17,2/15 

メモ 
【予定】3/22 べかぶね編集会議 

地区パトロール（予定） 3/8,3/22 

防犯協会 

支部長 

（河手さん） 

報告 

12/8 

歳末特別警戒防犯キャンペーン 

・市内一斉防犯パトロール団結式 

・啓発物の配布 

12/9 

防犯パトロール 

・校外部、教頭先生と共にに富岡地区をパトロール 

・公園で遊んでいる子供たちがいたので帰宅を促した 

メモ  
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５．通年活動の活動報告等 

おはなし 

おはなし 

報

告 

１年生：1/23(三枚のお札) 

２年生：1/19,2/16(カチカチ山、ぶんぶく茶釜) 

３年生：1/16(初天神) 

４年生：1/26(スーホの白い馬) 

５年生：1/24,2/21(七福神、十二支のお話、山サチと赤い玉白い玉、初天神) 

６年生：2/10(空を飛ぶ金の羊) 

メ

モ 

来年度の代表も決まり、各学年の代表も現在決めてもらっています。 

引き継ぎは今年度中に行います。 

本のおたすけ隊 

報

告 

1/19 図書室の棚拭き作業 

2/17 図書室の本の修繕及びクリーニング 

メ

モ 

・3/9 最終活動予定(来年度の代表を決める予定) 

・参加人数により、できる範囲内の活動を行いました。 

・今年度は図書室の修繕本が比較的少なかった為、冊数の増加があまりないよ

う  であれば、年間の活動回数も今後見直してもよいと思われます。 

緑の 

ボランティア 

報

告 

1/18 学童側フェンスの雑草取り 

2/7 今年度の改善点と来年度スケジュール決め 

メ

モ 

・年間 101 袋の雑草を取りました。毎回の参加人数は少ないですが来年度も声

をかけながら、楽しく活動をしていきたいと思います。 

季節を飾る会 

報

告 

12/20 お正月飾り 

1/12 しめ縄と門松の撤収 

2/1 お正月飾りの撤収、ひな人形飾りつけ 

3/6 ひな人形の撤収 

メ

モ 

来年度も子供たちに季節の素晴らしさ、楽しさ、意味を知ってもらえる活動を

します。 

ネット 

ボランティア 

報

告 

・ＰＴＡのＨＰ更新２回(だよりと議事録) 

・サーバー、ドメインの利用延長関連の手続き 

メ

モ 

 

 

ベルマーク 

報

告 

1/25 ベルマーク集計作業 

2/15 ベルマーク集計作業 

2/22 各クラスに置くショウワノートのベルマークシート作成 

メ

モ 
 

お父さんの会 

報

告 

12/10 富中ミュージックフェスタお手伝い 

メ

モ 
・３学期は特に活動はありませんでした。 

本の読み書かせ 

報

告 

1/17,24,31,2/7,14,21,28,3/7(全８回) 

・１，２年生を中心に毎回 10～20名前後が聞きに来てくれました。低学年の担

任の先生からの声掛けが大変有りがたかったです。 

メ

モ 

・3/7(５時間目)には、６年生への読み聞かせを行う予定で、２月より毎週火曜   

の通常活動前後に練習しています。 

トリムバレー 

報

告 
 毎週金曜日の練習に参加 

メ

モ 
・３学期は特別な活動はありませんでした。 
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６．ＰＴＡ改革の進捗報告 

街頭指導の見直し、情報発信の見直し以外は活動を完了しました。ご協力ありがとうございました。 

改革によって方法を変更した活動は、来年度以降実行していただきますが、問題があれば、必ず運営委員

会に報告し、更に改善したり、元に戻したりと、軌道修正を加えるようにお願いします。 
 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完了した 完了 

２ 
活動の手順化による 

負担低減 
会長 

・校外部の資料確認を実施、以下を提案した 

①運営要綱、街頭指導マニュアルの作成 

街頭指導に関する手順（事前日程調整ルールや街頭指導の手順など）

が定められていないため、日程調整の公平性に欠けるため改善が必

要、また、指導方法の質の向上に改善の機会がある。 

②校外部が管理する腕章を選考部に移管できないか？ 

名簿や腕章管理の部分で重複した作業が見られ、連携により効率化で

きる可能性があり、校外部と選考部とで検討していただきたい。 

・学級文化部、広報部に、進行表、手順書例を示した。今後、各部会でど

のように活用するかを任せるとし、改善検討完了とした。 

完了 

３ 広報活動の見直し 
広報部 

大隅/永利 

・来年度の人員削減は実行しない 

・来年度からは広報部にて「だより」と広報紙を作成する 

・書記から広報部への「だより」の引継ぎ完了 

完了 

４ 街頭指導の見直し 
正木/山本 

会長 

・2/4特別会員懇親会を開催し改善点を確認した 

・全会員に対して街頭指導アンケートを実施、結果をまとめた（添付資料

参照） 

・2/7「平成 28年度 1～3月の街頭活動（ご報告とお願い）」の配布 

・来年度の方針（提案） 

当番表の作成方法変更は見送り（未決） 

特別会員によるサポート体制見直し（未決） 

校外部の人員削減行わず負担低減を進める（2月既決） 

3月末 

継続中 

５ 情報発信方法の見直し 会長 
・ＨＰの変更作業中（作業遅れのため継続中） 

・webアンケート方式の導入（街頭指導 2件：実施、委任状：検討中） 
継続中 

６ 40周年予算検討 下田/永利/大隅 
・予算検討完了 

・「40周年予算検討特別委員会」解散 
完了 

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 他校からの賛同が得られなかった 

→改善方法見当たらず、検討終了する 
中断 

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」を掲載した 
完了 

10 庶務の増設 － 
・今年度は増設しない 

・本年度においては検討完了、但し、必要に応じて次年度にて検討再開 
中断 

 

７．議事事項 

（１）街頭指導アンケート集計結果から抽出した課題の報告がありました。ＨＰに掲載します。 

＊このアンケートは、全員を対象に実施ししましたが、回答率が４８％と過半数にも至りませんでし

た。アンケート回答者は、意見の内容や方向は別に、本改善活動に対し協力的であったり、興味が

あったりする会員と考えることができます。総じて「協力的な会員」という偏りのある集団の意見

であって、過半数のそうでない方（または、回答できない方）の意見は反映できていません。よっ

て、本会の全体を表す結果ではなく、アンケートの有効性はないと判断しました。 

 

（２）来年度の街頭指導方法の決定 

街頭指導アンケート結果と校外部資料の調査に基づき、下記の①～③の提案がありました。しかし、

すべて審議が十分でなく採決に至りませんでした。このため、後日メーリングリストアンケートメー

ルで採決することを承認しました。 

①街頭指導の参加は「強制か否か」、本会の方針を決める 

＊現状は「義務(強制)」の傾向がある 

＊今年度の方針は来年度見直すのは可能であり、今年度の方針は示したい 

②街頭指導運営要綱を作成する、作成されるまで運営委員会が運営状況を監視する 

街頭指導の運営方法（目的、日程調整ルールなど）の作成によって、当番表作成の公平性を保ち、

街頭指導手順の作成によって質を向上させるため、作成が必要と考える。 
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また、要綱が作成されるまで、ルールが不明確な街頭指導の運営状況は、運営員会が監視する必

要がある。 

＊校外部による運営が、定められた運営方針に従ったものであるのかを十分に確認していく

必要がある。特に、今年度の街頭指導に関する混乱発生の反省を踏まえ、先ずは、定めら

れた運営方針が校外部部員に十分に周知されていることを随時確認し、その上で、校外部

から会員の皆さんに対して適切な説明がされていること、および、会員の皆さんに定めら

れた運営方針が十分に周知されているのかを随時確認し、運営方針が周知されないことに

よって様々な混乱が生じることを防ぐ必要がある 

③事前の日程調整を継続する 

アンケートからは「賛成が多数」と見られるが、上記のとおり参考と判断するのが妥当。校外部

の反対意見に対し事前の日程調整を廃止する理由が見いだせず、来年度の日程調整は継続する。 

④特別会員による街頭指導サポートは中断する 

従来の日程調整作業を継続する場合、特別会員を必要とした理由がなくなり、サポート体制は不

要となるため、一旦中断する必要があると考える。 

但し、変更理由を明確に示すことができれば、特別会員のサポートを継続することは可能である

と考え、３月末までに策を講じる。 

 

（３）ＨＰ変更承認方法と開設時期の確認 

改定作業が最後の運営委員会に間に合いませんでした。完成した新ＨＰを、メーリングリストのアン

ケートメールで審議し、採決することが承認されました。 

 

（４）平成 29年度活動計画案、予算案について 

別紙資料により説明がされました。 

 

（５）会則改定案について 

別紙資料により説明がされました。 

（審議する時間がなかったため、後日、メーリングリストのアンケートメールで採決します） 

 

８．報告 

・街頭指導アンケート集計結果から抽出した課題の報告 

 別紙資料により、集計結果および抽出された課題が説明されました。 

・ＰＴＡ役員アンケート結果(別紙参照) 

 ◎御礼とアンケートの取り扱いについて 

  →各部の皆さま、地域協力員の皆さまにご協力いただきありがとうございました。 

  →アンケート結果は個人特定など詮索はしないでください 

  →来年度の業務改善の為に使用ください 

  →部長、副部長のみ配布 

  →抜粋版をＰＴＡ会員に配布予定(３月中旬) 

 

９．運営委員会だより掲載事項の確認 

・地域協力委員からのお知らせ（あれば） 

・改革の進捗報告表 

・本部より会員の皆様へＰＴＡ活動へのお礼掲載 

・街頭指導アンケートのお礼、結果報告 

・来年度の街頭指導運営方法 

 

＊だより掲載事項については、書記に、3/5(日)までにご連絡いただければ幸いです。 

以上 

 

出席者（敬称略）：橋本校長、福山教頭、岩崎、下田、永利、山本（由香）、大隅、正木、依田、樋山、相

木、長谷川、濱田、和久井、井上、小幡（委任状出席）佐々木、小川、池田、川原崎、黒石、天野、山本

（千春）、菱山、大塚、柳瀬、遠藤、河手、 

欠席者（敬称略）：磯野先生 

 


