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令和２年２月21日
立川市立第十小学校
PTA会長 亦野 康弘
平成3１年度、第５回運営委員会を令和２年2月21日に開催し、報告、話し合いの内容
を下記にまとめました。
記
議題：１.入会制・免除制・回数制導入の可否
２.活動報告と１年間の感想
３.その他

卒業対策委員について

結論：１.入会制・免除制・回数制は承認された。来年度より運用する。
２.各委員は、活動報告と１年間の活動を報告した。
３.卒業対策委員選出は、前年度の学級委員が選出し、選任された方が取り仕切
る。活動内容は、先生が資料を保管している。
議事
◎

PTA会長のあいさつ

本日は寒い中お集まり頂き、ありがとうございます。今回は免除制と回数制についての
資料を配らせていただきました。これを元に来年度進めていきたいと考えておりますの
で、よろしくお願いします。
◎

学校より
遅い時間にお集まりいただきありがとうございます。会長の方からもありましたが、来

年度のPTA活動にむけて今日重要な話があると思いますので、ご協力ください。
学校では子供たちはとても元気ですが、一番心配しているのはニュースでも出ております
新型コロナウィルスでして、今日１０歳未満の子どもが感染しているという報道がありま
した。まだ立川市教育委員会、立川市としての明確な見解が出ていませんが、文科省の
ホームページに載っている内容に沿う形で対応しようと思っております。
週明けには、またフェーズが変わっているかも知れませんが情報が確実になった時点で改
めてお伝えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
◎ 本部より
今年度は本当にありがとうございました。来年度より、免除制・回数制を導入して行きたいと
思います。来年度試してみて、ご意見などありましたらそれを踏まえて改善しながら活動
していきますので、ご協力をお願いします。
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検討中ではありますが、来年度は魅力あるPTAに変えていくため、全児童参加で「逃走
中」や漢字検定の取り入れ、講話の開催を考えております。
講話は子育てや発達に関する内容で外部から先生を招きたいと思います。
保護者の手伝いや参加なしでは成り立たないものですので、少しずつでもお伝えしながら
参加して良かったと思えるようなPTA活動にしていきたいです。
小さいお子さんがいても参加しやすい企画も考えていきたいと思います。企画案も受け付
けますのでよろしくお願いいたします。

◎

入会制・免除制・回数制について
配布資料に沿って、内容を説明した。
※別途配布資料をご参照ください。
・3月初旬に入会届を配布予定。
・入会するしないに関わらず記入の上、提出してもらう。
理由として、出し忘れなのか、入会しないのか不明であるため。
・免除制・回数制を本部で管理するため、実績報告書を提出してもらう。
・4月の保護者会後の委員選出は、事前に係・委員の立候補用紙を作成し配布する。
・退会は来年度以降、PTA本部よりお話を伺う場を設け面談し、その上で退会した
いという場合に受理するという形とする。「子供たちの安全・楽しみ・教育」を
なくさないでほしいという思いからの対応です。ルールとして退会がありますが、
保護者としては基本的に退会しないでほしいという思いからです。
・自転車係の要望で、来年度より自転車係は２、３年各学級より３名とする。
・決議の結果、入会制・免除制・回数制について承認された。

◎活動報告と１年間の感想
【学級委員】
●１年生
6月に茶話会、11月にエコバック作り。
話し合いながら仲良く活動できた。エコバックもイラストを描いたり、パーツ付けて可愛
いバッグが出来た。
●２年生
10月、自由にビニール傘へ絵を描いたりシールを貼ってオリジナルの傘作り。個性が出て
良かったが、風が強かったりしてすぐに壊れたケースもあり残念でした。
６人で分担して活動出来たので良かった。
●３年生
みんなで協力しあい成し遂げることが出来た。
10月に武蔵村山病院の助産師さんと産科医の先生を招いて「命の話」という講義を開催。
産道体験という産道に模したトンネルの中を児童が通り出口で保護者が抱きしめた。
お母様達にとても好評だった。
先生方を交えて話し合いながら進めていけたのでいい勉強にもなり、楽しく１年間終える
ことが出来た。
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●４年生
網目のカゴに毛糸をクロスステッチの様に編んでいってオリジナルの小物入れを作った。
集合写真を撮影し10歳を祝う会で配布予定。
PTAについて４人で話し合う機会も多くてそれもいい経験になった。
●５年生
ジェスチャーゲームを企画した。先生方にもご協力いただき、子供達も楽しめたと思う。
準備も少なくて済み良かった。
学級委員は最初のベルマークが大きな仕事だという印象だったが、来年度は係として独立
するので学級委員はお楽しみ会に専念でき楽しいものになると思う。
●６年生
卒業式の一輪花の手配、卒業記念品のお知らせ配布や手配などを行った。お別れ会は3月3
日に予定。内容は「風船割り伝言ゲーム」。
委員で会う機会が沢山あり、考えるのは大変だったが、形になってくると楽しくなり、と
ても良い一年だった。お別れ会が終わっていないので、全力で頑張りたい。
【広報委員】
すずかけ発行の為の取材、原稿作成、印刷、仕分け、配布という流れで活動。今年度は、
PTAの在り方を見直され、それに伴い広報委員も内容を見直し、２学期からPTA活動を広報
することにより重きを置く様心がけた。
今回校外委員の方から、声掛けをいただき取材に出向くことができ、これまでよりもより
充実した内容をお届け出来たと思う。
広報を通じて、各委員の仕事がより伝わっていくといいなと思う。
広報委員はみんなで協力しながら、自分のやれる範囲で楽しみながら活動できた。

【校外委員】
１年間に11回行う挨拶運動のうち9回が終わっている。子供達の通学路を見ていると危な
い場面が多い。
・信号を斜めにショートカット
・道路のギリギリで待ちスタートダッシュ
・東門の通りで車道に出ている など
１年間よく事故に遭わずに通っていると感じる。
みなさんに挨拶運動に参加していただいて、家庭での指導を徹底していただきたい。
挨拶に関して、子供達から挨拶してくれるという事がなかったが、だんだんと挨拶をする
と返してくれる児童が多くなった。
校外委員が見守りの方ともコミュニケーションを取っていて、見守りの方の人柄や見守り
を始めたきっかけなど、広報さんに見守りの方の取材などをしていただけるとありがた
い。
青少年健全委員会（青少健）は自治会や地域で子供のために協力してくださる方の集まり
で、子供達への愛情が深く、こうした方達に協力していただいて本当に幸せだなと思う。
今年、防犯パネルのデザインの変更を試み、新一年生に配布を予定している。余ったもの
を玄関のボックスに置かせていただきますので、付けてくださる方がいましたらよろしく
お願いします。
通学路安全プログラムというのが３年に１回あり、十小は来年だと思うので、校外委員に
も関わっていただきたいと思う。校外委員向けの無償テキストを発注したので来年度の引
き継ぎで使用する。
市役所へ、見守りの団体保険がかけられるか、通学路の不法投棄ゴミの撤去のお願い、旗
の提供など相談に行った。
初めてPTA参加したが、他のお母様方がとても親切で協力してくれたので、一緒に活動で
きて本当に良かった。
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【選考委員】
1月31日に選考会、2月7日に互選会を開催。結果来年度の本部役員を決定した。
皆様のご協力をいただき、感謝申し上げます。ありがとうございました。
作業中、出欠表に「今年は退会したいです」や正確に書いてくださらない方、後から追加
して書き忘れたと個人的に言ってくる方が多くいて困惑した。
また、「ちゃんとチェック出来てるのか」など一部の方から厳しい意見があった。来年は
その様な事がない様にきちんと正確に委任状に書いていただくことと、情報をみなさんに
正確にお伝えして書いていただくという事を大事にしたい。
【自転車係】
欠席のため感想なし。

◎その他の卒対議事
・学級委員より質問
卒業対策委員について（アルバム制作）
来年度役員を決める際にPTAの委員に該当しないが、アルバム委員も決めてる。
アルバム委員が決まりにくく、前年度学級委員の負担ではないか。
活動作業はどういうことを行うのか。
・写真屋との契約は、教師ができないため、代わりに卒業対策委員ができた。
・数年前から、PTA外の活動である。
・個人間売買であればPTA未加入の方も購入できるのでPTAから別れた。
・選出する際にアルバムを制作するかどうかの多数決を取ってはどうか。
・学校としては、保護者個人で作るかどうか決めていただくものである。
議論の結果、選出は前学級委員が行い、選出後は選任された方が取り仕切ることとする。
仕事内容は、写真屋との金額交渉、集合写真・個人写真の撮影スケジュール調整（先
生）、写真の選出、氏名確認と児童に自分の写真が何枚写っているかの確認。
仕事内容をまとめた資料は先生が保管している。

【本部より】
各委員の皆様、貴重なお時間を使って活動していただき１年間本当にありがとうございま
した。
【会長より】
選考会にて副会長を選出する際に本部に不手際があり、色々と皆様を混乱させてしまった
ことをお詫びします。申し訳ありません。
来年度は実績を集計してデータ化します。皆さまにご迷惑がかからない様に進めていきた
いと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。
今年１年振り返りますと、会長就任して規約を改定する事になり、何も分からない中、最
初は「理想のPTA」を頑張って来たのですが、10月に役員選をやった際に立候補が２名し
か出ず、将来的な方向性も何も決まっていない中では無理だなということを感じまして、
今回免除制・回数制という形に舵を切らせていただきました。皆さまには、活動状況をこ
まめに提供できず、大変ご迷惑をお掛け致しました、お詫びいたします。
これで来年度は進めさせていただいて、その中でまた不都合があったら順次良い方に変え
ていけたらなと思っております。今年一年色々とありがとうございました。
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【副校長先生より】
今年は最初の総会から色々な事がありまして、振り返れば大変だったなという事もありま
したが、PTAって何なんだろうと考える良い機会になったのではないかな、と思っており
ます。役員の皆様をはじめ委員・係の皆様１年間本当にお疲れ様でした。

以上、第５回運営委員会の出席者は

41名（先生2名含む）でした。

今年度最後の運営委員会という事で、お茶とお菓子を用意させていただきました。
１年間PTA活動にご参加・ご協力頂きまして、誠にありがとうございました。
令和２年度もどうぞよろしくお願いいたします。

新役員選出について
学級委員の方に４月の新年度保護者会にて新委員選出のお願いをしております。
皆さまご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

４月１４日（火） 保護者会終了後

新旧委員引き継ぎの日程は以下の通りです。

４月１７日（金）１９時〜
場所 家庭科室（学級委員）、４年１組教室（校外委員・自転車係）
４年２組教室（広報委員）、５年１組教室（選考委員）、５年２組（ベルマーク係）
旧委員の方は、令和２年度新委員の方のために引き継ぎノート、参考資料などの用意
をお願いします。

令和２年度PTA定期総会について

４月 ２２日（水）１６時〜

体育館

上記日程にてPTA定期総会を開催いたします。ご多用中とは存じますが、是非ご参加くだ
さいますようお願いします。尚、定期総会にやむを得ず欠席される方は、新年度配布いた
します委任状を締め切りまでにご提出ください。
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【活動報告】（主なもののみ記載）
《学級委員》
１年生
10月19日
24日
11月 1日
1月20日
2月18日

メールにて前回運営委員会での議題への意見のまとめ、打ち合わせ
お楽しみ会のデコパーツ購入
お楽しみ会開催
会計報告書作成、本部へ提出
副校長先生に確認、配布用会計報告書印刷。

2年生
1月23日
2月21日

２年生会計報告書作成。副校長先生に確認
第五回運営委員会出席

３年生
12月18日
24日
1月14日
29日
2月21日

第四回運営委員会出席
会計報告書、会長より承認
副校長先生より承認
会計報告書印刷、保護者へ配布
第五回運営委員会出席

４年生
9月27日
10月 1日
18日
30日
11月12日
18日
22日
29日
12月18日
20日
1月12日
17日
19日
22日
2月 3日
7日
18日
21日
2月下旬
3月上旬

第三回運営委員会出席
企画書作成、本部より承認
副校長先生よりお便りの承認
お便り印刷
お楽しみ会の材料購入
先生と相談ののちお楽しみ会開催日を変更
開催日変更のお便り作成
お便り配布
第四回運営委員会
お楽しみ会出欠票集計
お楽しみ会進行内容打ち合わせ
記念写真企画書作成
企画書承認
お楽しみ会開催
記念写真台紙購入
記念写真台紙用表紙デザイン作成、印刷
記念写真台紙の制作
第五回運営委員会出席
写真配布予定
会計報告予定

５年生
10月 4日
22日
12月 8日
9日
18日

お楽しみ会打ち合わせ
お楽しみ会打ち合わせ
お楽しみ会打ち合わせ及び準備
お楽しみ会開催（ジェスチャーゲーム）
第四回運営委員会出席

6

６年生
9月27日
10月 9日
16日
28日
12月 9日
18日

第三回運営委員会出席
記念品カタログ確認（PTA室にて）
卒業記念品アンケート再度印刷、配布
卒業記念品・お別れ会・卒業式の流れ、打ち合わせ
お別れ会打ち合わせ、体育館使用の確認
第四回運営委員会出席
お別れ会は3月3日を予定

すずかけ学級
10月 1日
企画書作成、本部承認
15日
配布物作成、本部承認
18日
配布物、副校長先生承認
30日
配布物印刷、配布
11月20日
出欠票回収
27日
買い出し、準備
12月 9日
お楽しみ会開催
2月13日
会計報告書作成
《校外委員》
10月16日
あいさつ運動
26日
青少年健全育成委員会緑町安全啓発シート設置
11月14日
あいさつ運動
15日
青少年健全育成委員会
12月 2日
砂川五番北安全活動
17日
あいさつ運動
青少年健全育成委員会
新デザイン防犯パネル発注
18日
第四回運営委員会出席
27日
青少年健全育成委員会夜間パトロール
1月14日
あいさつ運動
24日
青少年健全育成委員会出席
2月10日
郊外テキスト「子どもの安全ワークブック」発注
13日
あいさつ運動
21日
PTA運営委員会出席
25日
防犯パネル作成
26日
防犯パネル作成、校外委員会
3月17日
青少年健全育成委員会出席（予定）
※登下校時の保護者の車両での横付け送迎が増えています。安全活動にご協力ください。
《自転車係》
4月10日
体育館、体育館倉庫の下見（今年度より雨天時体育館使用のため）
12日
「自転車免許教室開催のお知らせ」配布
17日
あいさつ運動
立川市役所と電話にて打ち合わせ
19日
新旧役員顔合わせ及び引き継ぎ
24日
市役所、立川警察署交通総務課と電話にて打ち合わせ
26日
打ち合わせ、自転車教室開催の詳細のお便り作成
5月 7日
自転車教室係全体打ち合わせ
15日
あいさつ運動
体育館内コース配置シミュレーション
23日
お便り、学科問題など印刷
25日
運動会駐輪場見守りお手伝い
31日
実技班打ち合わせ、体育館の場合の用具確認
6月 4日
担任の先生方と打ち合わせ
7

7日
14日
25日
28日
7日 5日
10日
11日
9月11日
12日
17日
26日
27日
10月 8日
15日
11月15日
2月13日

第一回自転車教室時間帯変更のため、お便り修正・配布
お便り返答回収
打ち合わせ、返答集計、配置決め、資料作成
第二回運営委員会
全体打ち合わせ
前日準備
第一回自転車教室開催
実技班打ち合わせ
担任の先生方と打ち合わせ
全体打ち合わせ
前日準備
第二回自転車教室開催
反省会、次年度の担当決め、市役所に提出する書類CD-ROM作成
市役所に書類とCD-ROM提出
市役所へ免許証の受け取り、担任の先生への免許証引き渡し
引継ぎ

《選考委員》
4月19日
新旧役員顔合わせ及び引継ぎ
5月17日
第一回運営委員会出席
6月28日
第二回運営委員会出席
役員選出方法について会長と話し合い
7月12日
「PTA役員立候補のお願い」のお便り作成
9月27日
第三回運営委員会出席
10月18日
「PTA役員推薦（自薦）のお願い」のお便り配布準備
23日
配布
11月19日
回収
12月17日
会長、副会長と打ち合わせ
18日
第四回運営委員会出席
「本部役員候補者選出について」のお便り作成
「本部役員選考会出席表・委任状」のお便り作成
「本部役員候補者選出のための互選会への参加のお願い」のお便り作成
〜28日
「PTA役員推薦（自薦）のお願い」のお便り作成
1月 8日
お便り配布準備
10日
配布
24日
回収、選考会準備
30日
選考会準備
31日
選考会開催
2月 6日
互選会お便り回収
7日
互選会開催
13日
「新役員集まり」のお便り作成
19日
配布
3月13日
新本部役員顔合わせ予定
《広報委員》
10月10日
PTA活動について広報委員で話し合い
18日
3年生お楽しみ会取材
24日
2年生お楽しみ会取材
26日
青少年健全育成委員会活動取材
11月 1日
1年生お楽しみ会取材
12月 6日
すずかけ学級宿泊の写真などを先生からいただく
12日
2学期担当で原稿確認
第一回編集会議
15日
PTA本部担当校正依頼
17日
PTA会長に校正依頼
18日
第四回運営委員会出席
2月17日
各委員会へアンケート配布
校長先生、６年生の担任の先生へアンケート配布
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3月 6日
24日

PTA本部へアンケート配布
クラブ活動紹介アンケート配布
第二回編集会議（予定）
各アンケート回収（予定）
すずかけ第１３８号発行（予定）

《本部》内部活動
11月 8日 第五回役員会
12月14日 第六回役員会
18日 第四回運営委員会
22日 第四回運営委員会だより印刷・配布
1月18日 卒業記念品発注
2月14日 立川市教育委員会研究指定校研究結果発表のお手伝い
第七回役員会
21日 第五回運営委員会
《本部》外部活動
10月23日 立川市立立川第六中学校合唱コンクール
24日 教育部課長懇談会
11月 2日 立川市第二小学校創立九十周年記念式典・祝賀会
3日 第23回立川市薬物乱用ダメ・ゼッタイフェア
第39回立川市中学生の主張大会
8日 第二回学校運営連絡協議会
9日 立川市立南砂小学校創立五十周年記念式典
15日 青少健委員研修
22日 2019年度地区別懇談会
12月 6日 第三回小P運営委員会
27日 青少健年末パトロール
1月11日 こぶし会館新年賀詞交歓会
16日 ３校連絡協議会
18日 小P連講演会
24日 青少健 柏地区委員会
2月14日 平成31年度立川市教育委員会研究発表指定校研究発表会
15日 平成31年度第十六回立川教育フォーラム
28日 第三回学校運営連絡協議会
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RISURUホール
立川市役所会議室
立川市立第二小学校
国営昭和記念公園
RISURUホール
立川市立第十小学校
立川市立南砂小学校
こぶし会館
こぶし会館
アイム会議室
こぶし会館
とんでん
アイムホール
こぶし会館
立川市立第十小学校
RISURUホール
立川市立第十小学校

