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【お知らせ】 

 本号をもってＰＴＡ通信の紙発行を廃止致します。 

次号から下記アドレスよりご覧ください(パスワード保護は解除となりました)。 

ＰＵＳH 通知登録を行うとＰＴＡ通信発行のお知らせが届きますので、 

ＨＰにアクセスの上、ご登録お願い致します。 

  https://machi1pta.com/news/ 

  

【１．学校長・副校長先生挨拶】 

 

 

 

 

 

 

家庭数配布 

第３回 常任委員会 議事報告 

日時：12 月 9 日（水）10：00～  

場所：ランチルーム 

議決権総数 常任委員（学級代表・専門部） 27 

      出  席           23 

      欠  席            1 

      委 任 状            3 

常任委員会出席者数 36 名 

（校長、副校長、本部役員 7 名、議長 1 名、 

小Ｐ連 0 名、常任委員 24 名、委員会 2 名） 

【議題】 

1．学校長・副校長先生挨拶 

2．検討事項 

├1．旗振担当地区等 

└2．次年度のＰＴＡ会費集金方法 

3．承認議案 

├1．成人教育部の運用変更 

├2．来年度各部員の人数及び選出方法 

├3．ＰＴＡ通信紙発行廃止 

└4．予算委員会の設置及び構成 

４．その他 

５．活動報告(裏面) 

①個人面談の実施に際しましてご協力いただきありがとうございました。今後も
行事の運営等、様々な困難はありますが、２学期のまとめをしっかりと行って
まいります。 

②学校も働き方改革に取り組んでおります。その中でペーパーレス化の取り組み、
教材費の銀行引き落としシステムの活用があります。郵貯銀行口座開設にご協
力お願いいたします。 

③学校評価の取り組みにご協力いただきありがとうございました。QR コードか
らの参加もご活用いただき、集計作業も効率的にすすめることができておりま
す。いただきましたご意見等も参考にして、次年度の教育計画作成に活かして
参ります。次年度からスクールボード協議会が学校運営協議会となり、コミュ
ニティースクールとなります。地域・学校の協働活動が更に充実します。その
準備を進めております。 

スポーツフェスタにつきましては、皆様のご協力をいただきありがとうございました。運

動会サポート委員の皆様の企画立案なとは、学校でも思いのつかなかった南門から入場する

という導線を考えていただいたり、学年ごとの入場カードの確認等、素晴らしいものでした。

また、当日の広報担当の方が、記録用の写真を撮っていただきました。皆様に広報紙として

お届けできることにも、感謝申し上げます。お父さんネットワークの方々による同時映像放

送等、皆様の協力のもとできましたこと、感謝申し上げます。 

 次に学校評価についてですが、ご意見などありましたら、最後のご意見欄に記入を頂き、

私どもにお知らせいただければ嬉しく思います。学校運営の参考にさせていただきます。 

 最後にお願いですが、３学期２月２６日（金）に町田市教育委員会特別支援教育推進モデ

ル校として研究発表会を行います。受付や誘導などのお手伝いをいただければ嬉しく思いま

す。 

今後とも、コロナ禍の中ではありますが、本校の教育また子供の健康安全のために、皆様

のお力をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 



【２．検討事項】 

１．旗振担当地区等について(校外指導部)  

 ・見守りが手薄なモコモコ前の増員を検討中。 

 ・あけぼの病院前の保護者２名のうち、１名をモコモコ前に移動できるか確認中。 

 ・「あけぼの病院前の横断歩道色あせ」 → 今年度の危険個所点検後、警察署に報告する。 

 ・「山梨中央銀行前の横断旗入れ設置」 → シバヒロ側に設置(市役所確認済)。 

 ・旗振りボランティアの募集は、今後、メールまたはグーグルフォームを利用する予定。 

 

２．次年度のＰＴＡ会費集金方法(本部) 

 会長より、口座引落(572 件 858,000 円)にかかる費用について次のとおり説明と問題提起があった。 

ゆうちょ銀行の問題点について、強い反対意見があった。費用について次回再検討する。 

 

【３．承認議案】 

１．成人教育部の運用変更(本部) → 全会一致で承認されました 

給食試食会  ：学校が開催決定した際にサポートできる体制を整える 

講演会企画開催：サークル活動として企画者を募集して開催する 

※ご希望の方は成人教育部までご連絡ください 

 

２．来年度各部員の人数及び選出方法(本部) → 全会一致で承認されました 

 ・成人教育部 ６名程度(３・５学年)   ・校外指導部 １４名程度(２～５学年) 

 ・広報部   ９名程度(２・４・６学年) ・小Ｐ連委員  ３名 

 

３．ＰＴＡ通信紙発行廃止(本部) → 全会一致で承認されました 

 ・紙か HP かどちらかに一本化すべき 

 ・情報を提供しているという体制が重要であって提供方法は簡易迅速が理想的 

 ・パスワード保護は個人情報に配慮することを条件に解除する 

 

４．予算委員会の設置及び構成(本部) → 全会一致で承認されました 

 設置 2 月 10 日（水）10：00～ ＠ランチルーム 

構成 役員・会計監査委員・小Ｐ連委員・各専門部長及び会計担当 

各実行委員長及び会計担当・各学年代表及び会計担当 

 

【４．その他】 特になし 

 

【次回の常任委員会】 

日 時：3 月 10 日（水）10：00～ 

場 所：ランチルーム 

 ゆうちょ銀行 きらぼし銀行 

引落手数料等 
※同行口座 

初年度     5,720 円 

翌年以降    5,720 円 

初年度     254,980 円 

翌年以降  約 99,220 円 

会費費消率 
※同行口座 

初年度   852,280 円(99.33%) 

翌年以降  852,280 円(99.33%) 

初年度    603,020 円(70.28%) 

翌年以降  約 758,780 円(88.44%) 

問題点 ・全会員の口座情報を本部が管理する

ためセキュリティ上問題がある 

・全会員がきらぼし銀行で申込するとは限ら

ない(引落手数料増加) 

・きらぼし銀行限定にすると申込のハードル

となる(会費納入率低下) 

※どなたでも傍聴できます。傍聴を希望される
方は下記アドレスまでお知らせください。 

machi1pta@gmail.com 



12/4 10月 10/9 8/26
18～23 9/16

11月 10/28 10/6
10/31
11/10

10/7
11/22 11/4

12/2 11/11
11/12
11/18
11/20
12/2

10/30 9月 9月 12/9
10/14

旗振り当番作業・印刷・横断旗入補修
当日シフト作成
第一回全体会議 スポーツフェスティバル

青少年中央地区委員会出席
相澤VCと旗振り担当打ち合わせ
打ち合わせ

「まちだの新たな学校づくりに関するアンケー
ト調査・意見募集結果について」

外部からのベルマーク回収
ベルマーク便りの配布

第3回常任委員会出席

会計中間報告

第四回部会・旗振り当番作業・印刷
旗振り当番作業・印刷・横断旗入補修
打ち合わせ
第五回部会・旗振り当番作業・危険個所
アンケート結果印刷配布・110番の家に運動
会縮小のお知らせ配布
第2回常任委員会
旗振り当番作業・印刷・横断旗入設置補修・
書記打ち合わせ

担当ごとに記事作成 スポーツフェスタ　
記録写真副校長先生へ提出

176号 原稿案検討・取材・作成開始
スポーツフェスタ　取材検討
（人員配置・シフト作成）
会計中間決算
スポーツフェスタ　撮影・取材

176号原稿チェック依頼
副校長先生・PTA本部に

原稿修正

給食試食会
Web化に向けた関連業務の洗い出し・資料
作成、本部との打ち合わせ
成人教育部便り
部内打ち合わせ(LINE)

小P連 ベルマーク実行委員会運動会サポート委員会

本部 成人教育部 広報部 校外指導部
四校交流会に会長参加

10/14
10月
11月 11/19

11/18 10/30
10/31
11/10

11/20

10/7 10/7
～

12/9

中間監査

開放プール実行委員

特になし 候補者の方々への電話連絡

LINEを活用して選考委員内での情報共有

第2回　常任委員会出席特になし

第一回ベルマーク仕分け作業
青少健挨拶状の配布

ルで添付し送信

第一回全体会議　スポーツフェスティバル
情報共有
前日準備用資料作成
受付案内ルール確認、共有
第二回全体会議　前日準備、当日警備確認
当日、警備、片付け

ト調査・意見募集結果について」 ベルマーク便りの配布

「新たな中学校給食の提供方式について」
PTA活動例を紹介する「PTAを覗いてみよう」
を町田市教育委員会生涯学習総務課へメー

町田市教育委員会より、大代表で町田第三
小学校へ説明し、その報告書をメールで受け
取る。
「第9回町田給食問題協議会」に出席
町田市役所3階3-1会議室14時30分より諮問

次年度引き継ぎ事項共有

会計監査

１年生 ２年生 ３年生 選考委員会

10/7

11/11

11/12
11/18
11/30

祝い菓子発注先と打ち合わせ
卒業記念品発注
「卒業に関する費用のお知らせ」お手紙原稿
チェック依頼

コロナウィルス感染症により、活動無し

本部会計さんへ発注依頼
第4回　学年委員会
修学旅行集金のお手伝い
卒業式後の食事会会場に問い合わせ

特になし特になし 第3回　学年委員会
コサージュ＆卒業証書ホルダーの選定⇒

４年生 ５年生 ６年生 ひまわり

12/9
チェック依頼
第3回　常任委員会出席
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