
    

 

平成 30 年度第 2 回 PTA 総会・第４回全体委員会報告 
日時：３月２日（土）１４:００～１５:００、場所：図書室、書記：宮川、中台 

 

【PTA 総会】 
１. 開会の辞 

 出席者 85 名、委任状 308 名、合わせて 393 名。本校 PTA 規約第 14 条により本校の家庭数 405 名と

教職員の会員数 24 名で、合計 429 名の過半数を超えているため、総会は成立いたします。 

 

２. 石澤会長より 

こんにちは。本日は年度末のお忙しいなか、第２回 PTA 総会・第４回全体委員会にご出席いただきま

してありがとうございます。本日は、私が会長として PTA の運営に関してより改善すべきと考えてい

たことについて、総会審議事項として提案させて頂きましたので宜しくお願い致します。 

さて、本年度の PTA 活動も一部を残し終わりに近づいております。みなさま本当に大変だったと思い

ます。お疲れ様でした。ただ、各部とも引き継ぎなどもう少し活動がございますし、卒対の皆様は卒業

式の写真を含め卒業アルバムを作成しますので、アルバム配布の７～８月まで活動がございますので、

最後までどうぞ宜しくお願いいたします。私も副会長３年、会長３年を務めさせて頂きましたが、規約

上、同一役職３年までとなっておりますので、今年度で会長は最後となります。６年間、本当にありが

とうございました。６年前に副会長になった際に、ちょうど教育委員会から柳町小学校の児童数が今後

急増するため、教室増対策が必要なので検討会議に参加してほしい、という話が有りました。それから

３年程度、相当な紆余曲折が有り、かなりの体力を割いて参りましたが、約３年前に教室対策が改築方

針として確定し、一定の目処がついた後は PTA 運営の様々な改善に努めて参りました。 

PTA の原点は、「保護者が自分の子どもが通っている小学校の学校生活を少しでも充実させるため

に、できる方ができることをする」ということだと私は考えています。それらの行動を個人が個々に動

くのではなく組織として動くことで、より効率的・効果的に子どもたちの学校生活を充実させることが

できる、そのための組織として PTA があると考えています。物事を進めるにあたり、わたしは常に原

点を大事にしたいと思っています。会長が変わっても、いつまでも PTA の原点を忘れずに、PTA を運

営していって欲しいと願っています。 

 本部役員の皆様、学級委員の皆様、本当に１年間お疲れ様でした。ありがとうございました。 

            

３. 小池校長先生より 

 日頃より学校の教育活動にご支援、ご協力いただき、誠にありがとうございます。保護者の皆様の毎

日のお子様への温かい応援によって学校生活も１年間充実して行うことができ、まもなく年度末を迎え

ようとしています。子供達の様子を見ていますと、それぞれの学年の成長の段階に応じて学習を深めた

り、友達と関わり合ったり、元気一杯からだを動かしたりして過ごしています。一人一人の子どもたち

を見ていると、発言や相互のかかわり、活動している様子から、いつの間にかこんなに成長しているの

だと、あらためて折々に垣間見ることができます。    

子どもたちは本当にいつも明るく元気に過ごしておりましたので、それを思うと、我々教職員もよい

一年だったとよく話しております。PTA の皆様にはご多用の中活動をしていただき、子どもたちを支

えていただいたことに改めて感謝を申し上げます。残りわずかとなってまいりましたが、教職員も今一

度気を引き締めて、子どもたちのこの一年の素晴らしいフィニッシュに向け、しっかりやっていきたい

と思っております。本当に１年間、ありがとうございました。 

平成 31 年 3 月 11 日 
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４.議長選出：PTA 規約第 5 章 17 条により、会長 石澤正を議長とする。 

 

 

５.議事 

 通常２回目の総会は、来年度役員の選出だけだが、今回の総会では多数の議案を提案させていただい

た。会長を引き継いでいくにあたり、今後の PTA の運営が円滑に行えるようにという観点で提案させ

ていただいたもの。柳町小 PTA は、できる方ができることをする、つまり「働いている方も含めかか

わりやすい」組織にしたいと考え、全体的に活動を見直したいと考える。 

 

（第 1 号議案）「部長廃止に伴う PTA 規約改正の件」 

 現在、柳町小 PTA には、健康教育部、広報部、文化部、地域活動部があり、当該年度の学級委員が各

部に所属し、活動する体制になっている。また、各部の部長は４月の総会後に学級委員から互選により

選出頂いている。 

 現行の制度では、毎年部長、部員もすべて入れ替わる体制のため、活動内容、特に部長の役割の引 

き継ぎにかなりの負荷がかかっている。また、活動のなかで部長にかかる負荷は年度を通して非常に 

大きい。このように特定の学級委員の方に過度に負担がかかる体制を改善するため、本部役員が部長 

の役割を担うこととしたい。本部役員がチームとして部長のタスクを担うこととで引き継ぎのコスト 

は大幅に下がり、かつ、活動内容の見直し・改善等も円滑に進められる（現状の毎年役員が変わる体 

制では、昨年と同じことをやるだけで精一杯で改善を考える余力がない。）。 

 

（規約訂正箇所の抜粋） 

 第２３条（常置部会） 

３，各部会に、部長（Ｐ１名）、副部長（Ｐ１名）をおく。部長、副部長は部員の互選により選出

する。 

４，会長は常置部会を統理し、副会長以下の役員（Ｐ）を各部に委嘱する。 

５，各部会は部の年間活動（事業）計画を作成し、予算化された部費を持って支弁する。 

６，部長委嘱された役員は必要に応じ部会を開き、副部長、当該役員とともにその運営にあたり、

部会の議長となる。 

 

                 ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第２号議案）「広報誌やなぎの発行を年３回→２回とする件」  

 柳町小 PTA では、広報誌やなぎを１学期末、２学期末、３学期末の年３回発行している。年３回発行

するにあたり、編集作業に伴う情報共有の仕組みとして Google ドライブを使用するなど、作業の効率

化を進めてきているものの、写真撮影・収集、記事作成、校正作業、配布作業等に相応の負荷がかかっ

ている。学級委員の負荷軽減を目的として、年２回の発行に変更を行うもの。発行時期は検討中だが、

１学期末、３学期末を予定している。 

 

                  ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第３号議案）「自転車用・玄関用安全ポスター配布活動をなくす件」 

柳町小学校 PTAでは、毎年 1学期に以下のような「パトロール中」と記載されたポスターを希望者へ

配布している。これらのポスターは、自転車のかご、及び、自宅の玄関に貼っていただくものである。 
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 昨今、保護者のマンションに居住割合が増加しているためか、毎年募集しているものの、玄関用のポ

スターは、数年間応募が全くない状況となっている。また、自転車用ポスターについても、年々少なく

なっており、今年度の応募は 1 件という状況。このように活動としての効果が見込めない状況のなか、

本活動を廃止することとしたい。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第４号議案）「卒業対策委員会の活動から卒業を祝う会をなくす件」 

 現在、卒業対策委員の活動内容は、①卒業アルバム制作、②コサージュ・記念品準備、③感謝の会企

画、④卒業を祝う会企画、の 4つがある。 

 これらの卒対活動のうち、④について活動から外すもの。④は具体的には、卒業式の夜、卒業生・卒

業生保護者で近隣のレストランなどで食事をするものである。活動から外す理由の一点目は、児童数増

加により、会場確保が困難であること。例えば、現在の 2 年生は 1 学年 100 名程度の児童がいるため、

保護者（各家庭 1 人としても）も含め、200 人程度が入る会場確保が必要となる。仮に各家庭で両親が

参加したいという場合、300 人程度の会場確保が必要。このような会場は近隣で存在しない。また、運

営係に相当の負担がかかる。二点目としては、④については単なる食事ではなくアルコールも入るため、

その点について昨今の社会情勢から、PTA の公式活動としては適切でない、との意見が保護者から複数

あり、卒対活動としては適切ではないと判断しているため。 

 

                  ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第５号議案）「地域活動部を PTA 規約に明記する件」 

 今年度より、推薦委員会の一部を分離し、地域活動部を発足させ、活動を開始。サマーフェスティバ

ル、礫川マラソン等、柳町小学校の子どもたちが多数参加するイベントの運営スタッフとして活動して

頂いている。引き続き、この体制を継続していくために、規約にも地域活動部を明記することとしたい。 

 

（規約訂正箇所の抜粋） 

第２３条（常置部会） 

  １，常置部会は次の３４部とし、各学級委員１名ずつをもって構成される。 

 ２， 常 置 部 会 

  イ 健 康 教 育 部 

  ロ 広 報 部 

  ハ 文 化 部 

  二 地 域 活 動 部 

 

                  ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

玄関・ 

門扉用 

(黄色地に 

カラー) 

 

自 転 車 

バ イ ク

用 （ 白

時 に カ

ラー） 
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（第６号議案）「卒業記念補助金・積立金算出方法変更の件」 

 卒業の際、卒業アルバム、卒業式コサージュ、卒業を祝う会等の金銭的負担があるため、その軽減を

目的として、PTA より、6 年生の児童１名に対して 5,000 円の補助金を支出している。一方、第 4 号議

案が承認された場合、来年度から卒業を祝う会（卒業式後の食事会）を PTA の公式活動として廃止する

ため、児童 1 名あたり 6,000 円程度の費用負担が軽減されることになり、補助金の支出も減額すること

としたい。具体的には、PTAからの補助金を 2,500 円まで軽減するもの。 

 現在、補助金 5,000 円の支出に備え、1 年生〜5 年生まで毎年 800 円ずつ積立て 4,000 円を捻出し、6

年生で 1,000 円を支出することとしているが、これを 1 年生〜5 年生まで毎年 400 円ずつ積立て 2,000

円を捻出し、6 年生で 500 円を支出することに変更する。毎年の積立金減額分については、第 8 号議案

で PTA会費の値下げに回す予定。 

 尚、1年生〜5年生は既に積立金があるため、平等性を担保するため、経過措置として 2019年度4,500

円、2020 年度 4,000円、2021年度 3,500円、2022年度 3,000円、2023 年度以降 2,500 円とする。 

  

                   ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第７号議案）「総会出席票・委任状に電子申請を導入する件」 

 昨年度より、お手伝い募集等、各種申込みを電子化（PTA だよりに申込みサイトアドレスや QRコード

を記載）。導入当初懸念された電子化による申込者の減少はなく、電子化した前後で申込数の大きな変

動は見られない。また、「紙で申込みたい。」という要望も出ていない状況。 

 紙申込みと比較した場合、電子申込は、児童の紙申込書の紛失リスク削減、先生方の回収負担軽減、

PTA 役員の申込書回収・集計負荷軽減などでメリットが大きい。（紙の申込みの場合、集計負担だけで

なく、特にメールアドレス間違いが多発していた。） 

 なりすまし申請のリスクがあるため、総会出席票・委任状の電子化ができていなかったが、ミマモル

メの導入により、なりすましができない仕組みで電子申請して頂くことが可能となったため、これらに

ついても来年度より電子化を行うこととしたい。ただ、暫くは紙と電子の併用とすることを検討中。 

 

                   ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第８号議案）「PTA 会費の変更（値下げ）に伴う PTA 規約改正の件」 

 広報誌やなぎの発行を年 2 回にすること、また、卒業記念補助金・積立金の計算方法変更により、児

童一人あたり 550 円程度の支出の削減が可能となる。他の支出削減も合わせて PTA 会費を年間 4,950 円

→3,850 円（月額 450 円→350 円）とする。文京区立小学校 20 校の PTA 会費（平成 29 年度）は、年

4,400 円〜10,800 円（平均 6,600 円）（※）となっており、柳町小学校は文京区の中でも最低水準とな

る。 

 ※ 学校によって、家庭数で会費を徴収している学校有り、単純比較はできない点に留意必要。 

 

（規約訂正箇所の抜粋） 

第 ６ 条（会 費） 会員は次の会費を納めるものとする。 

１， 会費は一児童につき年額 4950 3850円として、一律とする。 

 

               ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第９号議案）「役員定数変更に伴う PTA 規約改正の件」 

 従来からご説明の通り、柳町小学校は児童数が 150 人程度だったころから、本部役員の人数が変わっ

ていない（現在は児童数が約 477 人）。児童数増加に伴い、本部役員の負担が増加しており、特に会
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長・副会長の負担が大きく、その負荷軽減のため、副会長の人数を現行の 3 人→5 人へ増員するもの。

（当然ながら、会長を 2 人にする訳にはいかないので、副会長を増やし、会長の負担を副会長へシフト

することで会長負担の軽減も企図。） 

 

（規約訂正箇所の抜粋） 

第 ８ 条（役 員） 本会に次の役員をおく。役職の兼任は原則としてできない。 

 会 長 １名（Ｐ） 

 副会長 ３～４５〜６名（Ｐ２～３４〜５名、Ｔ１名、副校長これに当たる） 

 

                  ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第１０号議案）「役員の再任回数変更に伴う PTA 規約改正の件」 

 昨今、働いている保護者の増加により、本部役員になってもよいという方が減少傾向となっている。

書紀・会計なら良いですよ、最悪副会長なら良いですよ、という方はまだいるが、特に会長については、

負担が大きいため、今回の推薦でも大変困難を極めた。さらに、今後はより選出が難航することが予想

される。また、本部役員の負担軽減を目的として、副会長の定員５人までを増やしたことにより、毎年

副会長として５人を選出する必要がある。再任回数の増加について長くやるのはどうか、と批判される

方もいるかもしれないが、そのような方が実際本部役員を引き受けてくれる訳ではないケースも多い。 

 全体的には本部役員になっても良いという方が減少傾向のなか、一方で、もう少しやっても良い、と

いうボランティア精神のある保護者もいる。やっても良いという方にやって頂けるよう、また、安定的

に PTA組織を運営していくために、再任回数の限度を増加（２→３回）させるもの。 

 

 

（規約訂正箇所の抜粋） 

第 ９ 条（任 期） PTA 規約第４章第９条(任期) 役員の任期は１ヶ年とし、再任は同一役職２３回ま

でとする。但し教職員は含まない事とする。 

 

                  ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

（第１１号議案）「平成３１年度役員選出の件」 

  [ 本部役員 ]       会長     :   瀬尾 信一郎 (１年) 

         副会長     :     石川 かおる (４年)  野村 彩子 (２年)     津田 理 (４年) 

                  岩城 利世  (１年)  中村 英俊 (４年) 

         書記      :     中台 朋子  (４年)  千原 まどか(２年) 

         会計      :     坂井 佳子  (４年)  宮川 裕子  (４年) 

         会計監査    :     山田 景子  (１･６年)  金田 敦子  (３･５年) 

         顧問      :     上原 裕之  (４年)  石澤 正   (２･４年) 

 

                  ～ 拍手にて承認 ～ 

 

 

 また、総会決議事項ではないが、会長推薦により参与を今西和也(卒業生)、 畠中寛子(５年) とし

ましたのでご報告いたします。 

 尚、私の知る限り直近１０年の会長は、全て副会長を経験してから会長になっているが、今回は役員

を経験せずいきなり会長になるケースである。会長の活動は多岐にわたり初めは大変なので、来年度は

本部役員全員、そして保護者全員で新しい会長をサポートして行ければと考えている。          
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６．議長解任 

 

 

７．その他 

（１）ミマモルメ導入 

12月より運用を開始したミマモルメの導入にあたっては、学級委員の皆様、保護者の皆様にご協力頂

き、お礼申し上げる。現状問題なくミマモルメ一斉メールを運用できている。 

来年度について、クラス替えがない学年は勿論、クラス替えある学年についても、本部役員にてクラス

替えを踏まえたミマモルメのクラス設定の変更対応を実施する予定であり、学級委員に学級メーリング

リストを再整備して頂く必要はない。 

尚、有償の登下校メールについては、２月時点で４７７名の児童のうち、２１２名が利用中（利用率

４４％）であり、他校に比べて高い利用率となっているとのこと。ミマモルメ導入により、メーリング

リストとしての活用だけでなく、保護者のニーズに応えられたのではと考えている。 

※ 提供業者の東急セキュリティより報告有り。PTA本部では個別の利用者名は保有しておりません。 

※ PTA 本部は、有償の登下校サービスを勧誘・推奨するものではありません。保護者ご自身の判断でご

利用をお願い致します。 

 

（２）放課後全児童（アクティ柳町） 

今週おたよりを配布した通り、ご要望の多かった開室時間の延長（17→18時）について、教育委員会、

学校、運営委託先の合意を得たため、延長する前提で文京区へ事業計画を申請中。3 月中旬に結果が判

明するため、分かり次第、保護者の皆様へご連絡させて頂く。但し、特に冬場は 17 時過ぎると暗くな

るため、帰宅時の安全には注意して各ご家庭で配慮をお願いしたい。 

 二点目は、開室日の増加について。現在、原則月・火・木曜日の週 3 日の開室を原則としているが、

週 4 日にできないか検討中。開始日を増やすにあたり、最大のネックは、柳町小学校の教室不足。放課

後全児童のコンセプトは、学校の余剰施設を利用させて頂くことが前提であり、その範囲内で検討中

（放課後全児童のために、柳町小の教育活動が制限を受けるような形での活動は行わない。）。こちら

は、3月下旬〜4月上旬になるが、増やせるかどうか分かり次第こちらもご連絡させて頂く予定。 

 その他、アクティ柳町で宿題の簡単な指導ができないか等、様々な改善を検討中。 

 

（３）柳町小学校の改築について  

5月の詳細設計完了に向け順調にプロジェクトは進捗。設計完了後、建設業者選定等を行い、年末に

工事開始予定。第 1期工事（幼稚園・体育館・プール等）の完了予定は 2021年 11 月頃、第 2 期工事

（小学校校舎）の完了予定は、2023 年 12月頃。 

保育園・幼稚園の保護者等、これから柳町小学校に入学される保護者が改築について不安に思ってい

るという話を聞くことがある。詳細を聞いてみると、仮設校舎ができて運動場が使用できないのでは

等、勘違いしているケースもある。 

 柳町小学校の改築計画は、工事期間中も仮設校舎を校庭に建てず、体育館・プールも切れ目なく使用

できる等、子どもたちの学校生活への影響を最小限に抑えたものとなっている。 

 

（４）安全ポスターの礫川公園の掲示  

 正門付近に掲示してある児童が描いた交通安全ポスターについて、富坂警察署から良い取り組みなの

で、ぜひ礫川公園に掲示したいという相談があった。２０枚程度を選び、５月に掲示される予定。色々

な観点で本件は良い取り組みだと私も良い取り組みと考え、昨年度より、１月〜３月掲示（３ヶ月）→

９月〜３月掲示（７ヶ月）と大幅に期間を長くしている。警察署の方がたまたま通りかかった際に、気

づいたとのこと。 
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（５）登校班の現状と、スクールガードへのご協力のお願い 

柳町小学校の登校班制度は、現在危機的な状況となっている。全児童 477名中、高学年を中心に約

100名が登校班に登録していない。登校班制度は、高学年が低学年を見守りながら登校することが前提

であり、高学年が抜けてしまうと成り立たない。高学年も低学年の時は、当時の高学年にお世話になっ

たはずであり、ぜひ抜けないようにお願いしたい。また、児童数の増加により、一班の人数を増やさざ

るを得ず、列が長くなり一度に横断歩道を渡りきれないなどの問題が生じている（近隣住民から歩道を

並列で歩いている子どもがいるとの苦情あり。）。 

また、登校班数の増加により、月 1回の登校指導を行っている先生の数が足りない状況となっているた

め、柳っこ応援団で、下記日程の登校指導（15 分程度）に協力し、登校の様子を保護者の皆様にも見

ていただき、保護者としてどのようなサポートができるか考える機会としたい。 

 

 

 

 

 

 

※ 各日とも 8 時～8時 15 分。可能な方は御協力をお願いいたします。 

※ 既に毎月 20 名程度の方にご協力頂いております。ありがとうございます。 

 

 

８．閉会の辞 

 

 

 

【全体委員会】 

１.活動報告  

【文化部】 1/6学校で集計したベルマーク合計点数をベルマーク送り状に記載し、1/7 財団に発送。 

交通安全ポスターはコンクールに応募していた５年生の分を掲載。富坂警察署に一部を貸

出。 

【健康教育部】 2/27学校保健給食大会へ、３名参加。  

【推薦委員】 １月、昨年より引き続き推薦票に基づき電話依頼。 

２月中旬、新年度本部役員候補決定。 

【卒業対策】 卒業アルバム作成。記念品納品確認。 

感謝の会出欠票配布・回収。感謝の会準備（２部構成、お菓子・飲み物・コップ発注、ス

ライドショー作成、伴奏指揮依頼、装飾品作成、司会マニュアル作成） 

【学年活動】 ３年生 1/26 に「英語でヨガ＆ゲーム」イベントを開催。保護者、兄弟も多数参加

し、盛況裏に終了。3年生全員に記念品（文房具）を配布。 

４年生 3/7 に計画している学年活動に向けて、打合せと準備。 

６年生 3/9 に計画している学年活動に向けた話合い、段取りや手続き。 

【本 部】 PTA 関係 2/21 第 3回学校運営連絡協議会・評価委員会への出席。 

2/24 おもちつきを開催（児童 127名、保護者 99 名の参加）。 

「こども 110番」学区内協力者への継続確認とお礼。 

小 P 連 1月、2月、3月 会長会に出席。 

1/18 保護司と会長の意見交換会に出席。 

1/30 小 P連新年会に出席。 

青少健関係 1/18 青少健新年会に出席。 

可能な方はスクールガードへのご

協力をお願いいたします。（子ど

もたちと挨拶すると元気になりま

す！） 
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2/22 青少健役員会に出席。 

 

 

2.今後の予定 

【文化部】 上履きリサイクルを業者へ依頼。 

ベルマーク財団より点数の確認でき次第ハガキで連絡あり。ベルマーク点数のお手紙配

布。 

交通安全ポスターを提出した 145 名の生徒に記念品（液体のり、消しゴム）を渡す。返却

は来年度を予定。（６年生の提出無かった為問題なし） 

【広報部】 3/18にやなぎ 169 号を発行予定。 

【卒業対策】 随時支払いを行う。卒業式当日 3000 円程度の返金予定。 

卒業アルバムを７月配布予定。 

【学年活動】 ４年生 3/7 柳町小体育館にて 2分の 1成人式第 2 部を行う予定。 

お世話になった先生方からの「お祝いの言葉」スライドショー上映と 4 年生

全員に記念品の贈呈。 

６年生 3/9 柳町小学校図書室にてクイズ大会を行う計画。 

6 年生児童全員に記念品の配布、参加者への参加賞等を用意して難問に挑ん

でもらう。 

【本 部】 PTA 関係 3/19 柳町幼稚園卒園式、3/20 三中、茗台中、一中の卒業式への出席。 

小 P 連 3/5 会長会に出席。 

青少健関係 3/19 青少健役員会に出席。 

 

 

３.来年度学級委員選出について（会長石澤より） 

４月初旬の保護者会で来年度学級委員を選出。選出作業は今年度学級委員が実施する（新１年生は本

部にて対応）。学級委員決定後、役員名簿作成のため、速やかに Google フォームへ名前・連絡先等の

登録をお願いする。 

学級委員（代表）は、４月、７月、１２月、３月の全体委員会、実行委員会に出席をお願いする。 

学級委員（代表以外）は、４月、３月の全体委員会に出席をお願いする。 

 

※ （平成 31 年度）第 1 回 PTA 総会・全体委員会は 4 月 20 日（土）14:00～ 

 

 

４.各部引継ぎについて（会長石澤より） 

各部の部長には、3 月 31 日までに引継ぎ資料の作成し、本部アドレスへ送付をお願いしたい。今回の

引き継ぎは、本部役員に対して実施することになるため、担当本部役員と個別に引き継ぎ日程について

調整をして頂くことになる。 

 

 

５.卒業対策委員の決算について（会長石澤より） 

 卒業対策委員の会計監査は、7 月〜8 月に実施予定。決算書ができあがったら、本部アドレス宛に監

査を行う日時の候補を挙げていただき、個別に調整する。 

 

 

 

 


