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【第３回運営委員会 報告】 

開催日時・場所： １月２１日（土）午後３時００分より ・ 図書室にて 

出  席  者：校長先生、役員、学級委員、広報委員、青少協委員、 

        役員選考委員（学級委員が兼務） 

出席 ３７名 委任状 ６名 合計 ４３名 

 

１） 会長挨拶 

 本日はお忙しい中、運営委員会にご出席くださりありがとうございます。 

 いよいよ３学期になりました。息子は２年生なので、中学校生活がもう半分終わった

のかと思うと、３年間は本当にあっという間なのだなと感じています。同時に、学習や

行事、部活動を通して、小学校とは比べものにならないくらい大きく、また逞しく成長

する姿を見て、南中学校の先生方の温かなご指導の賜物だと感じています。心より感謝

申し上げます。 

 保護者の皆様におかれましても、それぞれの担当や協力員として、お忙しい中ご協力

頂きありがとうございます。裏方の仕事ではありますが、保護者の皆様のご協力がある

からこそ、子ども達の学校生活が支えられています。どうぞできる時間、できる範囲で

構いませんので、これからもお力を貸して頂けたらと思います。 

さて、運営委員会も第３回となりました。今回は来年度に関わる議題が含まれていま

す。今年のご経験をふまえて、忌憚のないご意見をいただき、南中学校のＰＴＡ活動を

さらに良いものに、またどなたでも参加できるものになるように、考えていけたらと思

います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

２） 校長先生挨拶 

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。２学期には、

生徒用トイレの改修工事があり、仮設トイレの使用で生徒には不便をかけましたが、３

学期から全学年で使用が始まりました。教科書や体育着を置く棚の設置や暖房便座な

ど、生徒の要望も多く入れていただきました。男女のイメージカラーは、全校生徒で投

票して決めたものです。まだ見られていない方は、お帰りに寄ってみてください。 
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   新型コロナ感染症の第８波と言われて、しばらくたちますが、まだピークは越えてい

ないのでしょうか。南中では、１２月に２クラスで学級開鎖を行い、３学期が始まり２

週間過ぎましたが、感染者、濃厚接触者が毎日報告されている状況です。 

 学校の教育活動につきましては、感染対策を徹底して、どうすればできるのかを考え

て、実施していく方針です。３学期は、２年生の校外学習、１年生のスキー教室、３年

生の進路選択、３月の文化発表会と卒業式が予定されています。現時点では、実施に向

けて準備をしていますが、今後の感染状況によっては、中止や大きな計画変更も考えな

ければならなくなる状況に変わるかもしれません。その際は、ぜひご理解いただきます

ようお願いいたします。 

 ２学期末には、学校評価アンケートへのご回答、ありがとうございました。昨年から

インターネットを利用したアンケートを実施していますが、一昨年度までの紙でのアン

ケートの方が高い回答率でした。学校を見ていただく機会がまだ少なく、「わからない」

という選択肢が欲しいというご意見もありました。学校だよりを通じて、結果と来年度

への改善については、後日報告させていただきます。また、自由意見の中には、感染症

対策をはじめ、様々なご意見をお持ちの方がいらっしゃいました。ご意見を参考にして、

生徒の安全安心を考えながら、教育活動が充実するように努力してまいりますので、ど

うかご理解ください。 

    最後になりますが、この時期は来年度の学級編成を進めていく時期です。転出入の情

報がありましたら、できるだけ早くにお知らせください。年度のまとめの３学期です。

進学・進級に向けて生徒が充実する３学期にしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

３） 議題 

第１号議案 次年度委員の構成および免除・活動内容について 

 資料③「第１号議案 次年度の各委員の構成および免除・活動内容」資料④「令和５年度

南中ＰＴＡ委員構成および免除について」を配布、説明。 

 次年度委員の構成は、今年度と同じく広報委員の試験的な構成を引き続き実施し、委員の

免除内容は変更なし。青少協委員は資料③に記載の通り、今年度の委員選出時に進行を務め

た学級委員の負担が大きかったことから、来年度は最低１名を１〜２年の各クラスから選出

する方法を試験的に行う旨を本部より提案。 

 

賛成 ２７人  反対 １６人 

→承認 

 

【広報委員会を試験的な構成にしている理由】 

・学年、学級の枠を外すことによって立候補しやすい環境を作る。 
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・立候補者が集まって活動することで、より活発な活動にする。 

・無理な選出を行わないことで、保護者の負担を減らす。 

 上記３点の理由から、昨年度は試験的に広報委員を選出したが、新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点から例年通りの活動が行えなかったため、今年度も継続して試験的な構成を

継続した。しかし今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止による行事への影響は大きく、

試験的な構成の有効性を評価するために、試験期間を次年度まで延長することを提案する。 

【青少協委員会の構成変更について提案理由】 

 青少協委員は、昨年度・今年度は立候補を募るという試験的な選出方法を実施した。しか

し、下限のある立候補制だったため、保護者会当日に全クラスの立候補状況をＬＩＮＥで確

認する作業が必要になり、進行役を務める学級委員の負担が大きかった。立候補者が少ない

現状において、保護者会という限られた時間の中でスムーズに委員を決定するには、各クラ

スから最低１名を候補者として選出する方法が適していると考える。また、昨年度は委員１

０名で活動しており、下限の６名では少ないという意見があったことから、上限は１０名と

し、１〜２学年の各クラスから選出することを合わせて提案する。ただし、次年度は試験期

間とし、会則の変更は行わない。 

（質疑応答） 

・青少協は今年度６人でスムーズに行われたし、現状でよいのでは？ 

→選出管理しやすくするため、１～２年各クラス１名ずつで上限１０人として選出するのが

よいと考える。 

【活動内容】 

 資料④参照し、説明。変更となった活動は、①ＰＴＡメールの送信は今年度から学校管理

になっており、本部役員の活動から削除、②３年学級委員の役員選考委員会担当は第２回運

営委員会で承認された通り、来年度は試験的に選出しないことの２点である。 

 

第２号議案 ベルマークポイントでの物品購入について（資料⑧⑨） 

１．経緯 

 南中学校では現在、保護者の皆様及び生徒のご協力にて年間を通してベルマークを回収、

年に一度ポイント化している。そのポイントでベルマーク協力会社から学校生活に必要な物

品を購入する事ができる。ベルマークポイントでの物品の購入は、平成２５年度を最後に行

われておらず、現在およそ１４万ポイント（１４万円分）が貯まっている。 

物品購入にあたり、生徒の希望の品を購入できるよう、過去に生徒会とＰＴＡ役員の懇談

会が行われていたが、コロナ禍のためここ数年は行われていない状況であった。 

コロナ禍で生徒たちの行動制限も多い中、少しでも生徒たちの学校生活に役立つ物品購入

をと考え、令和４年１２月２日に生徒会とＰＴＡ役員との懇談会を実施、生徒たちの購入希

望品の聞き取りを行った。 
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【生徒の購入希望品（別紙カタログ参照）】 

① ビッグファン（Ｌサイズ）（９０，０００円＋税）×１ 

② 吸水スポンジマット（１５枚組）（８，５００円＋税）×１ 

③ 水絞りローラーバケツ（８，０００円＋税）×３ 

以上の内容でベルマークポイントでの物品購入を提案する。 

→拍手多数で承認 

 

（質疑応答） 

・ビックファンはなぜ必要なのか？学校は所持していないのか？ 

→スポットは一方方向出っ放しなので、可能であれば併用して使うとすぐに暖まりも冷えも

するし換気もできる。学校は３台所持しているが、１台壊れており修理が難しいので、もう

１台あると助かる。 

 

４） 審議事項 

審議事項① 令和５年度会計予算（案）について 

 資料「令和５年度会計予算（案）」を配布、説明。第４回運営委員会にて、令和５年度定期総会に

提出する予算案を決定します。 

・収入の部予算について 

（１）会費収入は、次年度の生徒・教員数から予定額を決定する。 

（２）繰越金は、１月１日の残高より支出予定額を差し引き、活動費の残金を繰越金に計上

する。 

（３）雑収入は、決算時に計上するため予算額はゼロとなっている。 

・支出の部予算について 

前年度と同様。変更点のみ以下記載。 

（１）連絡メールが学校管理になったため、メール連絡網代を削除とする。 

（２）物価高騰のため、卒業記念品費を１人８００円から１，０００円に増額とする。 

（３）植栽費を３０，０００円から１０，０００円に減額とする。 

収入・支出ともに生徒数や委員数、繰越金により若干の変動があると思われる。 

 

（意見） 

・ＰＴＡ費は他校に比べて高額ゆえ活動がないなら減額を検討してほしい。 

・物価高騰なので使用しなかった活動費を卒対費として積立していくのはどうか。 

・活動費は積立ではなく活動費として使用したほうがいい。 

→これらの意見を来年度の役員へ引き継いでいく。 
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審議事項② 令和５年度ＰＴＡ活動方針（案）について  

 資料「令和５年度活動方針（案）」を配布、説明。 

今年度同様、子ども達の成長のために、家庭・学校・地域が協力し、誰もが参加できるＰ

ＴＡ活動を願い、活動方針を決めた。 

→特に意見・質問がないため、令和５年度ＰＴＡ活動方針（案）の内容で、次回運営委員

会に総会議案として議題提出します。 

 

５） 報告 

① 役員による渉外報告 

＜南中地区青少協＞ 

１１／１２ 自然セミナー「おいもほり」参加 

１１／２９ イオン東久留米との懇談会出席 

  

＜愛のひと声運動＞   

１２／１３ 冬のパトロールお便り印刷、配布 

１２／１８ 冬のパトロール 
   ～２４  

１２／２８ 冬のパトロール報告書作成、市役所へ郵送 

 

＜かけこみハウス＞ 

   活動なし 

   

  ＜給食運営協議会＞ 

１２／１９ 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、書面開催（２学期分） 

 

＜地域懇談会＞ 

１１／２９ イオン地域懇談会に出席 

 

② 制服リサイクルについて 

１０／１９ １０月譲渡会開催報告と次回リサイクル回収の案内メールの原

稿作成 

１２／７ １月リサイクル品回収のメール配信の原稿作成 

１２／２３ １月リサイクル品回収のメール配信 

１／１８ １月リサイクル品回収のメール配信 

１／２０、 

  ２１ 

リサイクル品回収・ＢＯＸの設置 

 

③ ベルマーク運動について 

１２／２  生徒会とＰＴＡ本部役員・ベルマーク担当での懇談会参加 

１２／３  ベルマーク集計作業 

１２／５   集計したベルマークをベルマーク財団へ送付 
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１２／７  本部役員ベルマーク担当者と協力し、第３回運営委員会資料原

案を作成（ベルマークポイントでの物品購入について） 

１２／２１ 
～２８ 

第３回運営委員会資料（ベルマークポイントでの物品購入につ

いて）作成、本部役員へ印刷依頼 

１／１６ 南部地域センターから、インクカートリッジ・ベルマークを回

収 

 

④ 本部・各学年・委員会報告 

本部 

１０／２８ ＰＴＡ便りＮｏ.２作成（ＨＰ掲載） 

１０／２９ 合唱会受付 

１１／１２ 第３回役員会 

１２／２ 生徒会との懇談会 

１２／７ 第３回運営委員会資料及び出欠票印刷 

１／７ 第３回運営委員会の準備、配付、各委員長への連絡メール、役

員選考アンケート確認 

１／１６ 運営委員会出欠票回収、確認 

１／２１ 第３回運営委員会開催 

 

学年委員会 

１年 

１０／１５ 第２回運営委員会 

 

２年 

１０／１５ 第２回運営委員会 

 

３年 

１０／２４ 学年行事中止のお知らせと卒対費集金のお知らせの作成、印刷 

１１／１５ 証書入れの検品 

１２／１７ 卒対費領収書、卒対便りの印刷 

１／１１ 卒対費集金 

 

広報委員会 

１０／２２ 副校長より３年宿泊行事の写真データを受けとりの手配 

１１／１７ 副校長より合唱会の写真データ受けとり 

 

    青少協委員会 

１１／３ お芋堀りの手伝い参加（南町小） 

１１／５ 昔遊び、ミニ工作会参加、第１回実行委員会出席 

１１／１２ お芋堀りの手伝い参加（第五小）、第２回実行委員会出席 

１２／４ 昔遊び、ミニ工作会参加 
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役員選考委員会 

９／２９ 第２回運営委員会用の資料「本部役員選出の流れ」印刷→印刷

前に本部へ刷部数、内容の確認をする 

１０／１５ 第２回運営委員会、打ち合わせ 

１１／１２ 第４回役選委員会、役選便り１号と添付資料の印刷 

１２／３ 第５回役選委員会、役選便り２号と事前調査票印刷 

 保護者への配布、回収についてのメール配信の手配 

１２／７ 役選ＬＩＮＥで次回の役選委員会の連絡 

１２／１６ 第６回役選委員会、事前調査票の集計作業、未提出者の事前調査

票の印刷・再配布 

１／６ 令和５年度入学式日を市役所に確認、役選便り、新入生保護者説

明会資料のＰＤＦを本部に転送 

１／７ 役選ＬＩＮＥで運営委員会と役選委員会のお知らせ 

１／１２ 新入生保護者説明会の実施要項を役選ＬＩＮＥで報告 

 

 

 

⑤ 生徒会との懇談会 

 １２／２ １年学年委員長、ベルマーク委員そして本部３名が出席しました。 

貯まったベルマークポイントで購入希望品の聞き取りを中心に話を進めました。今回希

望品として上がった品物は先ほど議題②で話合われた通りです。 

他に校庭に時計がないため出来れば支柱付きの時計。そして、ハンディカメラが上がり

ました。現在タブレットでＰＲ動画の作成や今回初の試みで三送会の動画作成をするよ

うですが画質があまり良くなく、また学校のものを使用できるようですが他の人と共用

するため生徒用としての希望です。 

 ただ今回の希望品購入後のポイントではかなり不足になる旨を説明し生徒も納得のう

え次期へ引き継ぐことにしました。最後に要望として２点、今後も懇談会を一年に１回で

よいので継続して欲しい、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整えて欲しいとの声がありました。 

 

⑥ 保護者向け講演会 

 １１／１７保護者向け講演会を予定通り開催しました。講師は武蔵野助産師会会長大

田静香さんです。内容は、「命の授業、体と未来を大切にするために知っておくこと」で

した。参加２０名でした。 

 出前講座をお願いしたフィフティ男女平等推進センターでアンケートをとり、生徒向

け講演会の要望が多数聞かれました。 

学校で生徒向け講演会を前向きに検討くださり実現すると聞き、大変嬉しく思います。

講演会開催に向け協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

 

６） 連絡事項 

１．各委員会活動報告書の提出について 
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 総会資料にＰＴＡ活動報告を載せます。委員会ごとに毎回提出していただいている活動報

告書を元に１年間のまとめをお願いします。委員会とそれ以外の活動の区別をお願いします。

委員会とは「何かについての話し合い」です。活動の内容は詳しく記入して下さい。次年度

の活動の参考の為、中止になった活動についても記入をお願いします。最後の頁に感想など

記載できるようになっているので、そちらをお使いの上、簡潔にお願いします。 

 書き方については資料⑦活動報告書見本をご覧下さい。記入方法がよくわからない方は、

運営委員会終了後に本部書記担当へ確認に来てください。記入スペースが足りない場合は余

白、裏面をご利用ください。また、パソコンで記載し添付したものでも構いません。 

 尚、１年間のまとめは次回運営委員会終了時に本部書記担当へご提出ください。 

 

２．活動費の清算について 

 活動費の精算についてです。次回の運営委員会後に活動費の精算を行いますので、明細と

領収書、残りの現金をご持参ください。通信手当は返却不要です。 

 

３．令和５年度総会開催方法について 

例年５月に定期総会を開催しておりますが、令和２年度より、新型コロナウイルス感染症

拡大による緊急事態宣言中であったことで、紙面総会という形で行ってきました。来年度も

感染状況は予測がつきませんが、３年に渡り対面による総会が実施できておらず、通常総会

開催方法の引き継ぎができていないことから、令和５年度の総会は、極力対面で行えるよう

準備したいと考えています。 

 

７） その他 

１．今後の予定 

・２月９日（木） 新入生保護者説明会 

・３月４日（土） 文化発表会・第４回運営委員会 

 

 ２．「学校への質問」など 

運営委員会には校長先生・副校長先生も同席している為、学校への質問などをする直接

交流できる貴重な機会となります。事前に本部宛に質問事項をご連絡いただければ、運営

委員会開催前に学校側に質問内容をお伝えして、運営委員会の時に回答をいただけるかと

思いますので、何かありましたら本部にご連絡ください。ＰＴＡ室の入口にも袋を設置し

てありますので、運営委員会１週間前までを目安に投稿してください。 

 

以上 
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第４回運営委員会開催予定 

３月４日（土）１５：００～図書室 

会場準備担当：１年学級委員・本部役員 

よろしくお願いします。 


