
                                       平成 29年 2月 4日 

                                       富岡小学校 PTA会議室 

                                       10:00～11:30 

 

２月度 定例運営委員会 議事録 

【会長挨拶】 

 ＰＴＡ活動へのご参加ありがとうございます。各専門部会の活動は、概ねピークを越えたところだと思います。

今後は、来年度の役員の方々に少しでも効率よく活動にご参加いただけるような工夫の提案や、手順の文書化を

進めてください。本日は、議題が多くありますので、活発にご意見を出していただくよう宜しくお願いします。 

 

【校長挨拶】 

 本日はお忙しい中ご出席くださり、ありがとうございます。 

 先週、市内ではインフルエンザ様疾患による学級閉鎖措置が取られた学校があり、心配しましたが、富岡小学

校では、インフルエンザによる欠席児童数は数名にとどまっています。 

 現在、学校では、子どもたちが、休み時間や体育の時間に、寒さを吹き飛ばすくらい元気に長縄に取り組んで

います。 

 ２月に入り、先週は５年生の校外学習があり、今後は、３年生、４年生、６年生の校外学習が予定されていま

す。また、６年生を送る会の準備も始まります。２月は学校行事が盛りだくさんです。 

 保護者の皆さまにおかれましては、本年度のＰＴＡ活動も終盤となり、年度のまとめや引継ぎ等で更にお忙し

いこととは思いますが、よろしくお願いします。 

 

 

１．学校より 
（教頭先生） 

 ご不便をおかけしていましたが、２月１０日からようやく校門の工事が開始されます。なお、工事は、市の負担に

より行われます。 

 

（磯野先生） 

 ２月下旬には、授業参観および学級懇談会が予定されています。 

 また、３月上旬に開催される「６年生を送る会」は、６年生の保護者の方だけでなく、他の学年の保護者の方も参

観していただけますので、是非、ご来校ください。 

 

 

２．本部役員会 

（１）活動報告 

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～) 

12/8  (木)  臨時本部役員会（富岡公民館 19:00～21:00） 

12/16 (金)  臨時本部役員会（富岡公民館 19:00～21:00） 

１/14 (土) 本部役員会（9：00～13：00） 

２/３ (金) 給食センター運営委員会（市役所新庁舎 13：30～ 下田） 

２/４ (土) 本部役員会（9：00～）定例運営委員会（10:00～) 

 

（２）今後の予定 

２/４ (土) 学校評議会（11:00～会長）、特別会員懇談会（13:00～） 

        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) 

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～) 

        新・現本部役員および地域委員顔合わせ会（11：00～） 

 

３．本部役員会 

（１）市Ｐ連関連 

・本日、防犯セミナーが開催されます。 

  



（２）出納報告（会計） 

収入  12月、１月  なし 

支出  12月 324円（保存ファイル）、１月 540円（街頭安全特別会員名札） 

 

＊12/3に実施した「２学期 学年学級会計監査」にて、適正な会計処理が行われていることを確認しました。 

 

 

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 

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 ４年生  学年活動「1/2成人式」 

2/3(金)  「いのちの教育講演会」の受付等のお手伝い 

予定 2/4(土) 11:00 部会開催 

校

外 

部 

実績 

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 

予定 
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 

選

考

部 

実績 

1/10(火)  書記作業、新旧顔合わせお手紙作成 

1/26(木) 

 部会開催、新旧顔合わせ会お手紙印刷、配布、書類準備 

改革案話し合い 

新年度クラス役員選出についての話し合い 

予定 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 

広

報

部 

実績 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 

予定 

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 

 

 

５．ＰＴＡ改革の進捗報告 

 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 3月末 

２ 
活動の手順化による 

負担低減 
会長 

・全部会のチェックシート確認完了した 

・学級文化部、広報部、選考部は、実際の資料の確認を実施した 

・学級文化部、広報部は、進行表、手順書等の具体例を作成、提案中 

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、書記で広報部の活動方法の見直しについて、打ち合

わせを行った。主に、下記の①～④の事項について検討した。 

① 人員削減 

②web 版への移行 

② 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  

（審議）来年度の人員削減は実行しない 

→本運営委員会にて承認 

（審議）広報部にて「だより」と広報紙を作成する 

→本運営委員会にて承認 

3月初 

４ 街頭指導の見直し 
正木/山本 

会長 

・民生委員、自治会を通じ募集活動を開始（特別会員８名の応募があり） 

・「特別会員による街頭指導実施要綱」を作成した 

・現在６名の特別会員が活動中、2/4懇親会を開催し改善点を確認する 

（審議）当番表の作成方法変更テスト、街頭指導の現状把握アンケート 

3月末 



→本運営委員会にて承認 

（審議）本部提案、来年度の削減は実行しない、負担低減を進める 

→本運営委員会にて承認 

５ 情報発信方法の見直し 会長 

（審議）ＨＰの変更 試作ページの紹介と掲載方法の確認 

       →本運営委員会にて承認 

（審議）webアンケート方式の導入（街頭指導 2件、委任状など） 

       →本運営委員会で承認  

2月初 

６ 40周年予算検討 下田/永利/大隅 

・特別委員４名で活動中、他校調査実施、方針検討中、報告書参照 

・周年行事を行った南小に協力を得て、式典予算、および式典内容等につい

てヒアリングを行った 

・ＰＴＡとして何か協力することができないか？ということを、学校と相談

させていただきたい 

（審議）40周年予算検討特別委員会の解散 

        →本運営委員会にて承認 

本日の承

認をもっ

て完了 

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。） 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 － 

・今年度は増設しない 

（審議）来年度の役員選考に合わせ「庶務を加える会則改定」を行うか 

        →本部運営委員会からの提案取り下げ 

          →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 

 

 

６．その他：報告と審議事項 

（１）報告 

Ａ．総会準備状況の報告と依頼 

・各専門部会にて、本年度の活動報告および来年度の活動案の確認をお願いします。 

 

Ｂ．予算策定の途中経過報告 

・会計より、資料「予算案のたたき台」が提示され、その資料に基づいて説明がされました。 

・各専門部会の会計宛てに各専門部会来年度予算案を提示しますので、今月末までに検討をお願いします。 

 

Ｃ．体育館の光熱費負担についてのお知らせ 

・現在、通年活動による体育館使用時の光熱費について確認を行っています。 

 

（２）審議事項 

Ａ．40周年予算検討特別委員会の解散 

・本員会での報告および報告書の提出をもって全ての会務を完了が宣言され、40周年予算検討特別委員会の解散

が承認されました。 

 

Ｂ．総会議案 会則改定 

・本部役員会より、下記の①～③の事項に関して会則・細則改定を検討して３月の運営委員会にて提案をしたい

旨が打診され、承認されました。 

①臨時運営委員会におけるメーリングリスト審議の規定追加 

②臨時総会の紙面総会（会員の皆さんを招集することなく、書面やＳＮＳを利用して開催する総会）開催の追加 

③運営委員会回数の変更 

 

Ｃ．総会準備 

・本部役員会より、総会委任ｗｅｂ申請（Ｗｅｂ委任状）の導入が提案され、承認されました。 

 

Ｄ．改革３：広報活動の見直し 

・書記および広報部より、下記の①および②の事項が提案され、承認されました。 

①来年度の広報部縮小（人数削減）は実行しない 

②来年度「だより」と「広報紙」は、広報部で作成する 



 

 

Ｅ．改革４:街頭指導 

・本部役員会より、昨年 12 月からの緊急対応に対する会員の方からの苦情があった旨およびその苦情に対する

対応（回答）が報告され、それを踏まえた本部役員会対応案「１年生保護者当番表テスト」の実行が提案され、

承認されました。 

 この提案に際しては、「１年生保護者担当当番テスト」が、事前日程調整を行わずに機械的に当番表を作成す

る手法により（12月度拡大運営委員会にて会長から提案された Excel計画表を利用）１年生の保護者による街

頭指導活動を実施するものであることが説明されました。 

・本部役員会より、特別会員の募集後の状況が報告され（「５.ＰＴＡ改革の進捗報告」の「街頭指導の見直し」

欄参照）、特別会員による街頭指導運営要綱が提案され、承認されました。 

・また、本部役員会より、来年度の校外部縮小（人数削減）は実行せず、負担低減を進めるとの方針が提案され、

承認されました。 

 

Ｆ．改革５:ＨＰ 

・ＨＰ変更およびＷｅｂアンケートの導入についての本部役員会方針に問題ないか審議され、その本部役員会方

針が承認されました。 

 Ｗｅｂアンケートの具体例として、「役員アンケート」および「1 年生 街頭指導実施報告書（案）」が提示さ

れました。 

・本部役員会より、街頭指導に関する保護者の現状や意見を把握するために、「街頭指導に関する保護者の現状

調査アンケート」を実施することが提案され、承認されました。 

 

Ｇ．役員アンケートへの協力のお願い 

・例年には書面で実施していた「役員アンケート」を、本年度はＷｅｄで実施することが、配布のお手紙によっ 

 て説明され、各専門部会の部長さんと副部長さんに、部員さんへのメール連絡が要請されました。 

 

７．運営委員会だより掲載事項の確認 

・会員の皆さんへの「街頭指導に関する保護者の現状調査アンケート」への協力のお願い 

・特別会員さんの紹介 

 

＊だより掲載事項については、書記に、２/５(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、磯野先生、岩崎、下田、永利、大隅、正木、山本、依田、樋山、相木、

濱田、和久井、井上、小幡、佐々木、小川、池田、川原崎、黒石、天野 

欠席者（敬称略）：長谷川 

 


