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【お知らせ】 特になし 

 

【1．学校長・副校長先生挨拶】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回 常任委員会 議事報告 

日時：7 月 14 日（水）10：00～  

場所：3F サポートルーム 

議決権総数 常任委員（学級代表・専門部） 27 

      出  席           27 

      欠  席            0 

      委 任 状            2 

常任委員会出席者 

校長、副校長、本部役員、議長、小Ｐ連委員 

常任委員、実行委員、選考委員 

【議題】 

1．学校長・副校長先生挨拶 

2．検討事項 

├1．2021 年度スローガンについて 

├2．活動を始めるにあたって 

├3．運動会について 

├4．小 P 連について 

└5．委員決めについて 

3．承認議案 

├1．年間活動計画の決定 

└2．2022 年度本部役員等の募集人数について 

4．その他 

5．年間活動計画(別紙) 

1.いよいよ新体制でのＰＴＡ活動がはじまりました。東京都には４回目の緊急事態宣言が発令されまし

た。コロナ禍の中、夏季休業を迎えます。学校行事等の変更・中止等も、今後の感染症拡大状況等では

変更も考えられますので、ご理解ください。オリンピック観戦は中止、夏の日光林間学校は２学期に延

期となりました。６年生の日光移動教室は日程を調整中です。決まり次第お知らせいたします。 

2.夏季休業中にタブレット端末を持ち帰ります。現在、持ち帰りの準備を進めています。クロムブックの

使い方、ルール、家庭での学習の進め方等のご案内とともに学期末に持ち帰らせます。町田市教育委員

会からのリーフレットも配布されますので、ご活用下さい。 

学習用ソフトを使って１学期の復習を中心に考えています。 

3.学校運営協議会 

○先日、第２回目の学校運営協議会を開催し、今年も健全育成、地域防災、学習支援、学校評価を活動

の柱として地域協働の学校作りを目指していくことを確認させていただきました。今年からコミュニテ

ィースクールとして活動を進めていきます。 

4.令和３年度から、学校徴収金、教材費が、銀行引き落としとなりました。教員の働き方改革の一貫でも

あります。第１回目の引き落としがありました。ご家庭の郵貯口座の引き落としについてのご確認をお

願いいたします。 

町一小は創立１４８年目を向かえました。今年も学校と家庭と地域がそれぞれの役割を果たしながら、

教育活動の充実に努めて参りたいと思います。それぞれの分担の中で知恵を出し合い支え合いを大切に

子供たちの笑顔を作るために頑張って参りましょう。よろしくお願いいたします。 

ただいま、校長より説明がありましたとおり、夏休みにクロムブックと電源ケーブルを持ち帰ります。

皆様からの調査結果をもとに、ドングルを持ち帰らせますので、よろしくお願いいたします。こちらが

クロムブックとドングルです。 

新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言がなされているため、夏季プール、開放プールはあり

ません。また、地域の盆踊りや商店会のフェスタなども行われないとご連絡を受けております。早く、

コロナが収束していただけると嬉しいです。 

また、本校は保護者の皆様、児童とも感染したというご連絡は非常に少なく、皆様の感染症予防対策

の意識の高さと、安全に対する意識の高まりが感じられます。感謝申し上げます。 

皆様、健康第一で今後ともお願いいたします。 

夏休みですが、音楽室、ランチルーム、算数教室１、図書室のエアコンの更新工事、体育館の LED 化

工事を行います。安全に気を付けて作業をしますので、よろしくお願いいたします。 

校外担当の方で取り組んでいただいている旗振りですが、いつも児童のために、ご協力をいただきあ

りがとうございます。保護者の中に体調を崩されて、入院をしていたりする方がいらっしゃいます。担

任から PTA の方にご連絡をさせていただくことがありますので、調整方、よろしくお願いいたします。 

学期末になりました。これから、児童が朝顔などの植物をもって帰ります。夏の間、水をやったりち

ょっと肥料をやったりして、たのしく育てていただければと思います。  

最後になりましたが、本日は、教室を急遽変更いたしまして、申し訳ありませんでした、 

体育館に椅子を戻される際には、お手数ですが、廊下を静かにお通りいただき、教室の様子を見ながら

戻していただければ幸いです。 



【2．検討事項】 

1．2021 年度スローガンについて「enjoy 町一小」 

 会長より、次のとおり説明があった。 

 

 ・一年間、子ども達に楽しい学校生活を送ってほしい。 

 ・コロナ禍以前、学校は義務教育の枠を超えて多くのサービスを提供してくださった。 

 ・PTA は、子ども達の楽しい学校生活を考えて活動する。 

 

2．活動を始めるにあたって 

 本部より「HP をご覧ください」と説明があった。 

 

3．運動会について 

 昨年と同じ形態で 10 月 9 日(土)午前中に開催予定。 

 

4．小 P 連について 

 他校 PTA と連携して町田市に要望あげる。 

 

5．委員決めについて 

 会長が出席者全員に対して、今年度の委員決めについて次のとおり感想を伺った。 

 

 ・アンケート案内文をもっとわかりやすく。紙では保護者の手元に届かない可能性があるので、デジタル化した

方が良いのでは？ 

 ・不人気の委員は「大変そう」「業務内容が不明確」だから。(多数意見) 

 ・業務内容についてはウワサを重要視。PTA が作成した委員紹介は参考になっていない。(多数意見) 

・一緒にするメンバーがとても重要。高学年で委員をするのは大変と言われているが、そんなことはない。 

・低学年保護者は、特に業務内容がわからないから明確にして欲しい。 

・委員決めは、学級代表を除いてクラスの壁を撤廃するべき。各クラス選出枠 1 の委員で、１組で希望者 0、2

組で希望者 2 となったが、1 組でくじ引きをするのは本当に非効率だと思った。 

・部署によっては募集条件を決めるのも必要。良くも悪くも人それぞれ限界がある。 

・ノルマ(委員になる回数)を要求するのではなくガイドラインを作ってみては？ポイント制は廃止となっている

が、暗黙のポイント制で運用されている。ポイント制は、精神的負担が大きい。 

 

【3．承認議案】 

1．年間活動計画の決定 → 全会一致で承認されました 

 別紙のとおり。尚、年間活動計画書未提出の部署については「例年どおり」との説明があった。 

 

2．2022 年度本部役員等の募集人数について → 全会一致で承認されました 

会長 1 名、副会長 2 名、書記 2 名、会計 2 名、議長 2 名、会計監査委員 2 名、小 P 連委員 1 名を募集する。 

尚、学校からいただいた候補者の個人情報を使用する。 

 

【4．その他】 特になし 

 

 

 

【次回の常任委員会】 

日 時：10 月 13 日（水）10：00～ 

場 所：ランチルーム 

※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 



年　間　活　動　計　画　書

役職・学年 学級代表　１年

月　日 活　　動　　内　　容

２学期以降 クラス別懇談会開催

来年４月 委員決め司会

※感染状況によって実施可否を判断する

時期未定 学年行事のお手伝い

月　日 活　　動　　内　　容

・年間計画案検討（ランチ会、学年行事について）

　　先生にも確認する。

7月14日 ・PTA会費集金

　→コロナ感染症のため、昨年と同様、開催中止でよいか。学年主任の

・第１回常任委員会

役職・学年 学級代表　３年

2月9日 ・予算委員会

10月13日 ・第２回常任委員会

12月8日 ・第３回常任委員会

3月9日 ・第４回常任委員会

・「委員選出についてのお知らせ」印刷・配布

４月 ・役員決め司会

・委員全体会　引継ぎ



1～3月 卒業関連集金

役職・学年 学級代表　６年

月　日 活　　動　　内　　容

7月14日 PTA会費集金

役職・学年 学級代表　４年

月　日 活　　動　　内　　容

3学期詳細未定 1/2成人式

コロナ禍のため、他の活動予定は現在のところ全て未定です。

役職・学年 学級代表　５年

月　日 活　　動　　内　　容

5月19日 第１回常任委員会

6月2日 PTA会費集金

6月頃 先生とスキー教室のバス・保険見積打合せ

7月14日 第２回常任委員会

10月13日 第３回常任委員会

2月9日 予算委員会

3月9日 第４回常任委員会

7月5日 林間学校集金

3月14日 卒業を祝う会

12月 卒業関連お知らせ



役職・学年 校外指導部

月　日 活　　動　　内　　容

年間 部会開催

『校外指導部より』発行

地区交流会(未定)

旗振り当番表作成・配布、旗振りファイルセット・配布

旗振り活動

青少健地区委員会出席

こどもまつり・夏休み手作り教室・合同レク実行委員会・どんどん焼き(未定)

4月 新旧引継ぎ

「子ども110番の家」引継ぎ

5月 「旗振りボランティア募集お知らせ」配布

6月 「旗振りボランティア」集計　「危険箇所アンケート」配布

7月 「危険箇所アンケート」集計

9月 「危険箇所アンケート」報告

「110番の家スポーツフェスタ」案内状郵送開始

10月 「危険箇所」要望提案書作成(1月末までに完成)

1月 「子ども110番の家アンケート」配布

新入生説明会資料準備

入学式配布新入生セット準備

3月 「子ども110番の家アンケート」集計・報告

次年度への引継ぎ内容確認



　「2022年度　PTA本部役員・議長・会計監査委員・小P連委員　推薦用紙」

　お知らせ」印刷・配布

役職・学年 運動会サポート委員会

月　日 活　　動　　内　　容

7月下旬 副校長先生と打ち合わせ

8月下旬 副校長先生と打ち合わせ

9月複数回 先生方と打ち合わせ.資料作成

10月8日 運動会前日準備

10月9日 運動会当日  誘導、各種サポート、片付け等

10月中旬 アンケート集計、反省会

10月下旬 「運動会を振り返って」発行

役職・学年 選考委員会

月　日 活　　動　　内　　容

9月

　印刷・配布

10月 　「2022年度　PTA本部役員・議長・会計監査委員・小P連委員　推薦用紙」

　回収・集計

2月～3月 　「2022年度　PTA本部役員・議長・会計監査委員・小P連委員　候補者の

10月～1月 候補者への働きかけ



活動
予定日

活動場所 活動内容
参加児童数

(予定)

参加保護
者

(予定)

安全
管理者数

合計数

4月6日 校庭 入学式撮影サポート 多数

4月17日 シバヒロ ゆるゆる遠足 20 10 5 35

5月30日 校庭 ペットボトルロケット 20 10 5 35

6月19日 シバヒロ ゆるゆる遠足 20 10 5 35

7月17日 シバヒロ 健康体操・水鉄砲 40 10 5 55

9月25日 校庭 災害体験・学校に泊まろう 30 10 5 45

9月26日 校庭 災害体験・学校に泊まろう 30 10 5 45

2月12日 校庭 地域で焼き芋 50 25 10 85

3月24日 校庭 卒業式撮影サポート 多数

◇年間活動計画書
お父さんネットワーク



活動
予定日

活動場所 活動内容
参加児童数

(予定)
参加保護者
(予定)

安全
管理者数

合計数

4月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

5月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

6月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

7月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

9月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

10月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

11月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

12月 図書室
絵本の読み聞かせ、クリスマス
イべント

40 5 2 47

1月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

2月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

3月 図書室 絵本の読み聞かせ 40 5 2 47

◇年間活動計画書
読み聞かせサークル
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