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2022 年７月 12 日 

松ノ木小学校ＰＴＡ 

会長 樋口 美緒 

議事報告 《 第２回運営委員会 》 

令和 4 年７月 6 日（水） 午前 9 時３０分～ まつのきルーム 

【出席者】 校長先生 ・ 副校長先生 ・ 役員 7 名（欠席 1 名）・ 正副委員長 8 名（欠席 1 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●  会長あいさつ  ●●● 

本日はお集まり頂きありがとうございます。日々の PTA 活動、おつかれさまでございます。 

今回の運営委員会では、役員•委員さんが日々業務を遂行する中で出てきた業務内容の改善策な

ど議題に挙げていただいた様々な内容について、校長先生・副校長先生にお知恵を頂きながら、

運営メンバー全員で話し合っていくことになります。 

松ノ木小の PTA 活動の内情を知れば知るほど、業務のボリュームに圧倒されます。先輩方が

創り上げられてきた素晴らしい運営方法を継承しつつ、この時代に合わせて誰もが参加しやすい

場に進化させていく時期がきているのではないかと感じております。何かを変えるというのは大

変な労力が必要にはなりますが、皆さんと協力し合えばきっとうまくいくと思います。それで

は、宜しくお願い致します。 

Vol.2 

●●●  校長先生ごあいさつ  ●●● 

あっという間の梅雨と，その後の驚くほどの暑さ。日本は四季がある国と思っていたのです

が，最近はどうもおかしな感じですね。本年度，学級数が増えたことで，エアコン工事が間に

合わず，１年３組さんには１学期の間，家庭科室に引っ越しをしてもらうことになりご迷惑を

おかけいたします。残り 10 日ほどの１学期ですが，健康と安全に気をつけて，最後まで充実

した学校生活が送れるようにしてまいります。 

さて，夏休みになると，ラジオ体操が始まります。PTA の方々が朝早くから準備・運営をし

てくださいます。本当にありがとうございます。夏休みのスタートに，規則正しい生活リズム

が身に付くと，残りの夏休みもそのペースで過ごせるはずです。たくさんの子供が感染に気を

付けながら参加できるように声をかけたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

また，３年ぶりの納涼祭が松ノ木中学校の校庭をお借りして開催されます。感染症対策をし

ての開催ということで，かつてのような形ではありませんが，子供たちにとって「松ノ木」と

いう街を実感できる貴重な機会です。安全に楽しんでほしいと思います。 

そのほか，個人面談や図書室開放なども夏休みにあります。ここには，遠出をしなくても松

ノ木や和田堀といったうらやましいほどの環境も整っています。子供たちには夏休みならでは

の体験を多く積んでほしいと思います。 

最後になりましたが，PTA 役員の皆様が，子供たちのためのよりよい PTA 活動を目指し

て，本当にご苦労をしながら日々活動に取り組んでくださっていることに，心より感謝申し上

げます。 
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【１】ＰＴＡ活動報告                                    

（１）活動日誌  … 下記の日誌に基づき、活動報告を行いました。（今後の予定を含む） 

 

 

月 日 ＰＴＡ活動　　※学校の主な予定を含む ★：各正副委員長対象

6 8 ＰＴＡ総会《書面開催》議案書配布 役員・★

10 松ノ木町会青年部会 会長・内副

17 ＰＴＡ総会《書面開催》回答締切

18 土曜授業　地域班顔合わせ ★(地域委員)

19 成三町会会議 担当役員・地域6・7班班長

22 第1回地域教育懇談事業 会長・内副・★(地域)

22 見守り隊 担当役員

23 第４回役員会 役員

24 ＰＴＡ総会《報告書》配布 役員・★

7 3 普通救命講習会 担当役員

5,7,8 保護者会

6 ◎第２回運営委員会 役員・★

8 松ノ木町会青年部会 会長・内副

4 　　　【Ｐ協】拡大役員会 P協担当役員

6 7分区　代表会議 P協担当役員

10 魚釣り大会 （堀松梅宮主催）

12 見守り隊 担当役員

13 　　　【Ｐ協】運営委員会 P協担当役員

14 震災救援所総会 役員・★

15 学校保健委員会

20 終業式

21～23 ラジオ体操（＠松ノ木小学校） 地域正副委員長

23 納涼祭(@松ノ木中学校）

8 10～16 ＜学校閉庁日＞

9 1 始業式

6 　　　【Ｐ協】拡大役員会 P協担当役員

10,11 白山神社例大祭　 役員・地域6・7班班長

14 ◎第３回運営委員会 役員・★

20 　　　【Ｐ協】運営委員会 P協担当役員

夏季休業

7/21

～

8/31

ＰＴＡ定期総会

6/17：表決書回収

6/21：表決書集計

6/24：総会報告書

本日

●●●  副校長先生ごあいさつ  ●●● 

おはようございます。今週は、暑さも少し落ち着いていますが、先週は猛暑が続き、光化学ス

モッグ注意報の発生がたびたびありました。その時には室内で過ごすことになります。楽しみに

していた休み時間やプールが中止になってしまうことがありました。そのことは子供たちもわか

っているので、光化学スモッグ注意報のサイレンの音が聞こえると、とてもがっかりする様子が

あります。 

 夏休み中のお知らせですが、8/10～16 学校閉庁日で、電話は留守番電話の対応になりま

す。また、体育館の照明を LED にする工事があるため、8 月は体育館を使用することができま

せん。ご承知いただきますようお願いします。 

1 学期間、PTA 役員の方々が学校にいらっしゃらない日がないくらいに、活動してください

ました。ありがとうございました。 
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（２）主な活動の経過について 

①ＰＴＡ活動セミナー 

５/23・24・25に杉並区教育委員会主催の「ＰＴＡ活動セミナー」が開催されました。 

参加いただいた委員の皆様ありがとうございました。 

②お手伝い登録について 

６月１日配布の「お手伝い登録票」を回収後、集計・調整を行い、６月21日に「お手伝い

登録者一覧表」をクラスごとに配布しました。配布された担当お手伝いをご確認の上、ご予定

に組み込んでいただきますようお願いいたします。 

③ＰＴＡ総会について 

６月8日に開催通知・議案書を配布、同月１7日に回答を締切り、全ての議事及び提案事項

について承認を得ることができました。集計結果を会員の皆様にお知らせするため、６月24

日付で「令和4年度ＰＴＡ定期総会《書面開催》のご報告」を配布しました。ご協力ありがと

うございました。役員一同、感謝申し上げます。 

④普通救命講習会について 

７月３日に普通救命講習会が行われました。ここで試験を受けていただいた方には、「救命

技能認定証」及び「杉並区救急協力員証」がご自宅に送付されます。届かない場合はＰＴＡ役

員へお知らせください。また、「救命技能認定証」は有効期限の記載がありますので、ご確認

ください。 

 

（３）各委員会の活動報告 

学
年
委
員
会 

 5/25 

5/26 

5/31 

6/1 

6/5・6 

6/9 

6 月中旬 

6/16 

6/18 

6/18 

6/26 

PTA 会費集金に関するメール配信（役員（会計）より依頼） 

PTA 会費集金お手伝い参加 

6 年生パトロール終了、集計作業 

5 年生パトロール開始（～7/31） 

お手伝い登録に関するメール配信（役員（副会長）より依頼） 

役員登録用紙提出督促メール（対象者のみ）配信（選考委員より依頼） 

PTA 総会（書面開催） 

運営委員会だより HP 掲載に関するメール配信（役員（書記）より依頼） 

名簿配布（1-1、1-2、1-3、3-1、3-2、5-1、5-2、各クラス転入生） 

第 2 回 学年委員会 

お手伝い登録一覧表配布に関するメール配信（役員（副会長）より依頼） 

今

後

の

予

定 

7/13 

7/31 

8/1 

随時 

4 年生「パトロールのお知らせ」作成及び配布 

5 年生パトロール終了、集計作業 

4 年生パトロール開始（～9/30） 

各種メール配信（依頼があったとき） 

広
報
委
員
会 

 5/26 

5/28 

6/13 

6/18 

6/20 

校長先生・副校長先生インタビュー取材 

松ノ木スポーツフェスティバル 2022 取材 

移動教室出発式取材 

地域班活動取材 及び 第２回広報委員会 

教職員先生方へ確認依頼 

今

後

の

予

定 

7/上旬 

7/16 

7/20 

入稿 

配布作業 

発行・配布 

この総会をもちまして、前年度の役員・各正副委員長の方々が任期満了となります。 

コロナ禍による行事の変更や、それに伴う対応処理も多くご苦労が多かったことと思

います。多大なご尽力に感謝いたします。ありがとうございました。 
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① 学年委員会より Google フォームを利用したパトロール報告・集計作業について 

導入後に利用した 6 年生が問題なく終了したため、次年度以降は名簿配布を廃止するべく

整備した上で、改めて承認事項とします。学年委員が行う集計作業については、PC またはス

マホでできるようマニュアルを整備しています。 

② 広報委員会より 広報紙 2 学期発行号について 

「夏休み等の地域行事」や「学年活動」等、各行事の撮影・取材を予定しています。 

③ 選考委員会より 来年度役員選考について 

10 月 12 日(水)に来年度（令和 5 年度）の役員選考会が開催されます。 

④ 地域委員会より 夏休みラジオ体操について 

今年度は、コロナ感染防止対策を行いながら、縮小開催する予定です。 

ラジオ体操（３日間の短縮開催） 

期 間： ７／21（木）～７／23（土） 

時 間： 午前 ６時 4５分～ 受付 

 ６時 5５分～ みんなの体操            

 7 時 0０分～ ラジオ体操 

会 場： 松ノ木小学校 校庭（雨天中止）   

ラジオ体操 お手伝い登録者への案内について 

お手伝い日時、担当係、集合時間、場所等の詳細を、７月上旬にお手伝い登録者に案内して

います。 

ラジオ体操実行委員会・反省会 

今年度も感染防止対策のため中止します。実行委員メンバーには６月下旬にご連絡しました。 

選
考
委
員
会 

 5/25～ 

 

 

6/25 

 

 

7/6 

「PTA 役員登録のお願い」「事前調査書記入のお願い」提出確認 

未提出の方への再配布・回収 

次年度登録者の確認 

第 2 回選考委員会 

「役員登録者のお知らせ」「役員選考会のご案内」内容確認 

「役員登録者のお知らせ」印刷作業 

「役員登録者のお知らせ」配布 

今

後

の

予

定 

～8/31 

9/6 

9/7 

役員立候補者の受付、問い合わせ等の対応 

「役員選考会のご案内」印刷 

「役員選考会のご案内」配布 

地
域
委
員
会 

 5/14 

5/24 

5/25 

6 上旬 

 

6/18 

6 月下旬 

 

 

6/22 

6 月下旬〜 

7 月上旬 

第 1 回地域委員会 

松ノ木郵便局長へご挨拶、ラジオ体操景品のご協力依頼 

ラジオ体操 副校長先生と打ち合わせ 

ラジオ体操の案内（家庭用、地域用）の作成 

ラジオ体操実行委員会中止のお知らせの作成、松ノ木町会長へ確認依頼 

地域班会 

ラジオ体操の案内（家庭用、地域用）の配布 

ラジオ体操実行委員会中止のお知らせの配布 

ラジオ体操各町会チラシ配布 

第 1 回地域教育懇談事業 

ラジオ体操準備（景品準備） 

お手伝い登録者への案内 

今

後

の

予

定 

7/9 

7/21-23 
第 2 回地域委員会、ポスター貼り、機器リハーサル 

ラジオ体操開催 
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【２】検討（協議）事項 

（1） 学年委員会  

年度初めのメール配信依頼が重なり慌ただしい為、選考委員会からのメール配信を数日遅ら

せてほしいと打診しました（現状 5 月下旬→改善案 6 月初旬（会費集金前後は立て込むので集

金後を希望。※会費に関するメールは時期をずらすことができない。））。選考委員会の 6 月の

作業に支障が無いようであれば、次年度以降に変更をお願いしたいと考えています。 

▶選考委員会が了承したため、次年度以降は、選考委員会から依頼されるメールを 6 月以降に

配信します。 

 

（2） PTAが管理するメールアドレスについて 

長年PTAが管理するメールアドレスは、役員が使用する ptamatsunoki@gmail.com のみ

でしたが、近年各委員会専用のメールアドレスが増えております。ただし、作成ルールがない

ためアドレスの表記や次年度引き継ぎ方法などが統一されておりません。円滑な運用を行うた

め、今後、表記等の統一に向けて検討できればと考えております。ただし、委員会それぞれ事

情が異なりますので、まずは運営委員会メンバーにて情報共有をさせていただきたく、各委員

会のメールアドレスや管理者等を一覧にまとめた資料をお配りいたしました。 

 

【３】承認事項 

（1） PTA 会費+保険料 集金額の見直しについて 

現在の PTA 会費+保険料の集金額は、会費 3,000 円+保険料 世帯の児童 1 名の場合 212

円、２名の場合 229 円、３名の場合 246 円で、合計すると世帯の児童 1 名の場合 3,212 円、

２名の場合 3,229 円、3 名の場合 3,246 円を納入いただいております。保険料の内訳は、傷

害保険料 195 円+賠償保険料 17 円×世帯の児童数で、１世帯当たり傷害保険料は一律 195

円ですが、賠償保険料については、世帯の児童数によって異なります。 

従前、このような会費構成で納入をお願いするため、世帯ごとに１円単位での端数が伴い、

保護者の方々に、お釣りのないようご用意いただくなどお手数をお掛けしていることに加え、

集金時における会計業務に毎年大変大きな負担が生じている状況があります。 

そこで来年度から、会費構成を一律額として見直し、ＰＴＡ会費（保険料含む）を、1 世帯

あたり一律 3,200 円とすることを提案いたします。この見直しに伴う全体として生じる減収

差額は、実質年 4,059 円で、この減収差額については、ここ数年の次年度繰越金をみても賄

える金額だと判断しております。 

PTA 会費を一律額として見直すことは、一見すると、児童が複数いる世帯により大きなメリ

ットと感じる方もいるかと存じますが、そもそも、保険料自体が、PTA 活動に関わる保険のた

め、PTA 会費の一部から保険会社へ支払うことが、公平性を妨げることにつながらないとの判

断に至りました。この点につき、近隣他校を確認したところ、多くの学校で、一律金額制を実

施しており、同様の方法を採用しているという状況があります。 

今回提案させていただく見直しは、全体として、円滑な集金活動につながり、誤集金を未然

に防ぐ効果も期待できますので、皆様のご理解、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 

 

【現在】PTA会費＋保険料 【見直し案】PTA会費

保険料

（傷害保険+賠償保険）

17円 （1人目） → 3,212円

34円 （2人目） → 3,229円

51円 （3人目） → 3,246円

＋

1世帯一律　3,200円

会　費
保険料

集金金額
傷害保険 賠償保険

3,000円 + 195円 +

会 費
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【前年度繰越金】581,944 円（R4.3.31 時点） 

 ▶本運営委員会にて 承認 されました。次年度以降の PTA 会費は一世帯あたり一律 3200 円と

なります。 

 

 

（2） 学年委員会より 学年活動について 

学校側からご意見を頂き学年活動を見直した結果、「従来の授業に保護者が参加する」という

学年活動に切り替えます。従って今後は、年度初めに各学年の学年委員が、開催日や授業内容

等についてそれぞれの学年主任の先生と相談した上で、決定次第皆様へお知らせします。 

また、これまでは余った（もしくは使用しなかった）学級活動費をプレゼント品（文具等）

配布に使用していましたが、今後は不要とします。 

  ▶本運営委員会にて承認されました。今年度より学年活動は、授業に保護者が参加して行われま

す。決定次第、学年委員よりお知らせしますのでよろしくお願いいたします。 

（3） 選考委員会より PTA 役員及び委員選出に関する資料の HP 掲載について 

PTA役員・委員選出の際に配布する「役員選考登録・委員選出の仕組み」「役員について」

「PTA役員・選出の留意点」の3点について、印刷や配布作業等の工数削減、紙資源の削減な

どの観点から、松ノ木小学校のホームページ内にあるPTAのしおりと同じように、ホームペー

ジから閲覧できるように変更したい。 

ただし、1年生と転入生には印刷して配布。さらに内容の大幅な改正などの際は、周知徹底

のため全学年に配布とする。 

   ▶本運営委員会にて承認されました。現在、松ノ木小学校ホームページ下部「PTAからのお知

らせ」の「PTAのしおり」にて閲覧可能です。 

（4） 地域委員会より 個人情報記載の書類及びデータの管理について 

H26 年度に地域委員会にて個人情報に関するルールを設定したが、班によっては統一でき

ていないため、書類及び USB データの管理方法について再度ルールを設定したい。 

   ＜改定後のルール＞ 

    ・地域班編成の回収用紙は、年度末に正副班長がシュレッダーにかける。 

    ・USB のデータは前々年度分までとし、古いデータは年度末に正副班長が削除を行う。 

   ▶改定後のルールで過去の正副班長経験者の確認ができるのか、再度地域委員会にて検討するこ

とになりました。 

 

【一律 3,200円にした場合】

192 世帯 51 世帯 6 世帯

1人 17円 （賠償保険料） 2人 34円 （賠償保険料） 3人 51円 （賠償保険料）

R4.5月末時点

減額分合計 ①+②+③ 　4,059円

→12円減額 →29円減額 →46円減額

192世帯×12円＝2,304円(①） 51世帯×29円＝1,479円(②） 6世帯×46円＝276円(③）

子供1人／家庭 子供2人／家庭 子供3人／家庭

この件につきましてご不明な点がございましたら、会計メールまでご連絡ください。  

ptamatsunoki.kaikei@gmail.com 
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（5） 「がくぷり」テスト導入に関して 

「がくぷり」 の PTA 会員に向けたテスト導入（約６ヶ月間）を行いたい。 

様々な配信サービスを比較検討した結果、「がくぷり」が機能やセキュリティ面等、総合的に

みて最適だと考える。この「がくぷり」はプリント配信を行う有料の web サービス。この「が

くぷり」で、PTA 関連のプリントや情報などを、PTA 会員へ直接配布することができる。テス

ト期間内に、問題が生じれば都度、解決に向けて動く。来年度の総会議案として挙げ、賛成多数

で承認されれば、来年度以降、本格的に運用が可能となる。 

【必要性】 

現状､PTA 活動の連絡や周知は、主に配布プリントで行われているが、これには紙やインクな

どの印刷費用に加え、相応の時間も必要になる。「がくぷり」 の導入で、 PTA からの発行書類

の大半をデジタル化でき、印刷にかかる費用や時間も大幅に削減できる。  

また､ 「がくぷり」はプリント配信以外のアンケート機能なども充実している。 

【現状及び課題】 

多様性のある家庭環境が増えている中、PTA の体制そのものもその時代の変化に合わせて整

備していく必要があると考える。現在、PTA 役員や委員の各個人が業務遂行上、PTA 会員の個

人情報を USB や紙にて管理しており、漏洩のリスクが無いとは言い切れない。近隣校の配信サ

ービス導入状況はここ数年でかなり進んでおり、PTA 運営側、会員側双方とも概ね好評との情

報がある。 

【メリット】 

・テスト導入の期間を設ける事で、来年度の総会までに PTA 会員が「がくぷり」の機能につ

いて詳しく知ることが出来る。 

・印刷業務の効率化、 紙やインクの消費量を減らすことによる省資源化。 

・「がくぷり」の機能を活用することによる PTA 活動全体の効率化。  

・PTA 役員、委員の時間拘束の減少による PTA 活動参加への抵抗感の減少。 

・学校＝従来通りプリント配布、PTA＝「がくぷり」にて配信 となり、配布プリントの量が

減るため管理が容易になる。 

・PTA 会員は連絡もれが無くなり、アンケートの提出も簡単になる。必要な時は過去のプリン

トを見直すことができ、プリントアウトも可能。 

【デメリット】 

利用には費用が発生する。  

モニター価格 永年 11,000 円(税込)／月 

通常価格 22,000 円(税込)／月 だが、「がくぷり」本部からの新機能に関するアンケート依

頼に管理者（PTA 役員•委員）が応じる事を導入時に約束すれば、半額のモニター価格が永年

適用される。よって、モニター価格を選択することとする。PTA 会費内で計上。 

【導入に向けた進み方】 

第３回運営委員会（9/14）にて「がくぷり」運用費を組み込んだ今年度補正予算を提案し、

承認されれば今年度10月以降にテスト導入を始める。その後、進捗状況を見ながら、必要なら

ば「がくぷり」登録会等の開催も可能。どうしても登録が難しい方への個別対応については、運

営委員内で検討する。   

   ▶本運営委員会にて 「がくぷり」導入にむけて準備を進めることについては全会一致で賛成。   

ただし、開始時期については再度要検討。テスト期間（６ヶ月）を短縮し、年度内に本格運用

が円滑に行えるよう調整が必要。従って、第 3 回運営委員会にて、「がくぷり」導入について

の臨時総会（書面開催）を提案予定。 
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【４】 各担当役員からの報告 

（1） 備品（ＰＴＡ室のプリンター）購入について 

令和 4 年度総会にて承認をいただくことができましたのでプリンターを購入します。広報委

員会の使用頻度が高いことから、A3 でカラー印刷出来るもの、そして A3 と A4 用紙を同時

にカセット内に収納出来るという仕様のあるエプソンの PX-M6011F という機種の購入を考

えています。ただ現在半導体不足の影響があるため、納期には半年程かかる予定です。PTA 室

に設置した際には各委員会へご報告させていただきます。 

（2） 納涼祭・白山神社例大祭について 

納涼祭と白山神社例大祭は令和 2 年度より中止が続いていましたが、納涼祭は 7/23（土）

松ノ木中学校にて、白山神社例大祭については 9/10（土）・11（日）に開催されることにな

りました。なお、白山神社例大祭は日にちのみの決定です。時間や内容については未定です。

お手伝い登録者には、時間や内容が決まり次第お手伝い内容についてのお知らせを改めてご連

絡いたします。 

 

（3） PTA 室使用中札について 

PTA室を使用する際、職員室前の引き出し横に「PTA室使用中」の札を磁石で貼ることにな

りました。PTA室の鍵（職員室のみで警備室は除く）を副校長先生から借りた方は札を使用中

に、鍵を返した方は札を白紙に裏返してください。副校長先生はじめ職員室内の先生方に鍵の

確認をしていただく手間を減らすことが目的です。 

（4） 松ノ木小学校震災救援所 総会及び総合震災訓練について 

・松ノ木小学校震災救援所運営連絡会のメンバーである役員及び各委員会の正副委員長を対

象に総会が開催されます。 

 

 

 

 

 

 ・10月15日（土）松ノ木中学校震災救援所と合同で、松ノ木小学校震災救援所運営連絡会

のメンバーを対象に総合震災訓練が行われます。 

（５） ふれあいコンサートについて  

松ノ木中学校区での子ども地域活動促進事業として毎年開催されている「ふれあいコンサー

ト」が12月3日（土）松ノ木中学校体育館にて開催されます。 

（６） 各委員会の活動費について 

総会にて令和 4 年度予算が承認されましたので、運営委員会終了後、各委員会の正副委員

長に活動費および会議費をお渡ししました。※学年委員会については、【3】承認事項（2）学

年委員会より 学年活動について に記載の通り全会一致で承認されたため、今年度予算科目 ②

活動費 7.学級活動費 は不要となり、お渡ししていません。 

 

【５】今後の運営委員会の予定 

 

９月 14 日（水） 第３回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

１１月 30 日（水） 第４回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

１月 18 日（水） 第５回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

３月 8 日（水） 第６回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

以 上 

日 時： 令和４年７月１４日（木） 

午後 2：００～（１時間半程度を予定） 

場 所： 松ノ木小学校２階理科室（予定） 

内 容： 令和３年度決算報告、令和４年度の訓練について 


