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第 2 回 PTA 定期総会準備会議報告
日

時：2022 年 2 月 10 日(木) 10:00～10:35

場

所：オンライン（Google Meet）

参加者：校長先生
学級学年委員会

2名

成人保健体育委員会

0名

校外指導委員会

3名

あおぞら委員会

2名

事務窓口委員会

5名

第二回 PTA 定期総会（書面決議）にあたり、総会準備会議が行われました。
総会資料一式および議案について、参加者で確認致しました。
● PTA 定期総会に関する書類について
［事務窓口委員会 ］
印刷作業負担および印刷コストの軽減のため、この度、総会資料の WEB 掲載を試行する
ことに致しました。決議書の回収率を注視した上で、今後も継続していくか考えたいと思いま
す。
また、対面での定期総会と同じく質疑応答の機会を作るため、議案に関する質問期間（E
メールにて受付）を設けることにいたしました。
決議書につきましては、委任状欄を設けることといたしました。
● 〈事務窓口委員会－議案３〉ポケットガイドの取り扱いについて
［学級学年委員］
活動内容の変更のハードルを低く、その年の環境に合わせて役員で変更し易くするのは良い
と思います。しかし、変更したい活動によっては連絡会議の場で決めてしまってよいのか不安に
思う場合もあるのではないでしょうか。全校生徒に対するインパクトが大きいものや、もっと広く
意見を聞きたい時もあると思うので、決定の場を柔軟に変えても良いのではないでしょうか。
［回答：事務窓口委員会 ］
この議案の趣旨は、あくまで「総会を通さなくても、現ポケットガイド・活動の手引き部分の変
更を可能にする」というものになります。
変更内容によっては、全校アンケートや従来のように定期総会にて広くご意見を聞き募るとい
う判断もしていけると良いと思います。
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● おわりに
［校長先生］
大道小 PTA「ポケットガイド」が最初に作成されたのは２０年程前と聞いています。
現在の保護者の皆様の思いやライフスタイルに合うように、柔軟に活動内容を変更できる
ような仕組みを作っていただくことはよいことではないかと思います。
もちろん過去の活動の良い部分は生かしていただき、保護者の皆さまの思いを集約した
PTA 活動にしていけるといいですね。
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2021年度
学級学年委員会

４月

５月

常

成人保健体育委員会

任

委

員

校外指導委員会

会

活

動

報

告
事務窓口委員会

あおぞら委員会
4/26 委員全体会にて顔合わせ、係決め
あおぞら第339号作成開始
先生紹介号作成開始

4/13 会計監査(会計)
4/26 第1回定例会

5/11 ベルマーク・テトラパック回収
テトラ回収袋用紙、おてつ隊募集
ベル通信1号発行

新1年生安全サポートカード配布
旗振り登校指導
新1年生下校見守り
三者連携第1回全体会議出席
東部地区交通安全対策協議会総会(書面決議）
交通安全キャンペーン協力(中止）
「旗振り登校指導講習会案内」配布
三者連携第2回全体会議出席→6月に開催
大道地区連絡会開催(中止）

5/12あおぞら第339号印刷・発行

第1回PTA定期総会書面決議書配布

6/18 PTA会費集金

「2学期旗振り登校指導のご協力とお願い」配布

6/10 あおぞら号外(第1回総会報告号）印刷・発行 第1回PTA定期総会結果報告配布

(母女) 各校担当母親打ち合わせ会（顔合わせ

東部地区交通安全対策協議会出席

6/24 先生紹介号発行

(母女) 藤沢の子どもたちのためにつながる会総会（中止）

4/5 入学式受付・新入生保護者に名札配付
PTA会員名簿回収
4/9 懇談会 PTA役員選出
4/26 委員全大会・各担当決め 会員情報確認書チェック作業

６月

７月

7/9 ベルマーク・テトラパック回収
ベル通信2号発行
第1回校内作業

9/9 ベルマーク・テトラパック回収
→コロナ感染予防のため中止
ベル通信3号発行
卒業式DVD作成お便り配布
ベルマーク集計自宅作業

10月
11月

12月

１月

２月

３月

その他
定例会
全委員会

共

通

中止）

（青少協）施設見学→中止

８月

９月

(青少協) 東部地区青少年育成協力会総会
(母女) 大道地区連絡会出席（中止）

11/11 ベルマーク・テトラパック回収
卒業記念品デザイン作成
第2回校内作業
ベル通信4号発行
次期委員継続希望調査
卒業記念品デザイン入稿
卒業式DVD申込書の印刷配布
卒業式DVD見積もり最終確認及び発注
1/12 ベルマーク・テトラパック回収
卒業関連事業予算作成

給食試食会と三校親
睦スポーツ大会(三
校ドッジ）は、新型
コロナウイルス感染
症拡大防止の観点か
ら学校側の事前の中
止決定により、今年
度の成人保健体育委
員会活動はなくなり
ました。

2月ベルマーク集計自宅作業
2/3 PTA選出
2/22 新入生準備
卒業関連事業集金

三者連携第3回全体会議出席
「大道小学校校区地域マップ」(中止）
旗振り交通安全指導講習会実施
交通安全キャンペーン協力(中止）
青少協夏季パトロール(中止）

あおぞら第340号印刷・発行（延期）
(予定日の7/22が夏休みにかかり定例会が
開催できなかったため9/3に延期する）
7月上旬 運動会配置図作成開始（中止）

旗振り登校指導
三者連携第4回全体会議(中止）
東部地区交通安全対策協議会(中止）
交通安全キャンペーン協力(中止）

9/3あおぞら第340号印刷・発行（中止）
（コロナ感染拡大のため、HP掲載のみ）

「子ども100番の家」の募集案内配布
三者連携第5回全体会議出席→４回
「子ども100番の家」の登録
東部地区交通安全対策協議会出席
来年度委員選出・校外委員会先行募集
交通安全キャンペーン協力(中止）
青少協冬期パトロール(中止）
三者連携第6回全体会議出席→5回
下校見守り

10月上旬 運動会配置図印刷・発行（中止） 10/19～29

(青少協) サマーイベント→中止
夏期パトロール→縮小開催、PTA参加はなし

11/25あおぞら第341号印刷・発行
（会員全員配布に変更）

連絡会議と同日の午後
委員全体会（4/26）・PTA総会準備会議（5/13・2/10

(青少協）理事会→中止

体育授業参観受付

11/4 第3回定例会
11/29 中間監査

(青少協）青少年会館まつり→縮小開催、PTA参加はなし

理事会
11/23(母女)湘南地区 母と女性教育職員の会
(青少協) 冬期パトロール→縮小開催、PTAの参加はなし
(青少協）ウインターイベント→縮小開催、PTAの参加はなし

三者連携第7回全体会議出席→6回
下校見守り

1/11 委員希望調査票配布
1/13 第４回定例会
1/21 仮決算

「新学期旗振り登校指導のご協力とお願い」配布

2/21 第2回PTA定期総会書面決議書配布
新入生資料印刷

下校見守り

卒業記念品納入、検品作業
3/1 校内ベルマーク集計作業
3/9 ベルマーク・テトラパック回収
ベル通信5号発行
ベル集計作業自宅作業
3/15 新入生セット封入

7/5 第2回定例会（kintone上で実施） (青少協）理事会

新旧校外指導委員活動内容引継ぎ
三者連携第8回全体会議出席→7回
東部地区交通安全対策協議会出席
下校見守り

3/16あおぞら号外(第2回総会報告号）＋あおぞら第342号印刷・発行

(ただし、卒業式の日程によっては調節の必要あり。
そのため2～3日早まる可能性あり）

3月、4月と連絡会議の約1週間後

連絡会議後約10～15日後に行う

全日オンライン）・PTA総会（5/31・2/28）・連絡会議（7/12・11/11・1/20

※ＰＴＡ共通事業・・・学校教育活動への協力

(青少協) 新年昼食会→中止

第2回PTA定期総会結果報告配布
3/7 第5回定例会
3/15 新入生・転入生セット封入作業
委員全体会資料作成・案内配布
卒業式・離退任式準備
備品チェック

(青少協) 理事会→中止予定

連絡会議の前日までに行う

全日オンライン）・来年度委員選出集計（2/1～3）・卒業式（3/18）

２・３月の事業内容については、１月末日時点での予定を記載しております
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＜事務窓口委員会―議案 3＞ポケットガイドの取り扱いについて

現在大道小 PTA では、PTA 活動についてわかりやすく記載した「ポケットガイド」を発行しております。
この度「活動の手引き」と「PTA 規約（規約・細則・個人情報取扱規則）」を分割した冊子とし、さらに「活動
の手引き」部分を「大道小 PTA 活動のしおり」との名称に改めることを提案いたします。
この「大道小 PTA 活動のしおり」の内容変更は、校長・教頭・各委員会の代表から構成される連絡会議での
合議によるものとします。活動内容の変更や改善をスピーディーにかつ少ない負担で行うことを可能にするのが
目的です。
尚、「PTA 規約（規約・細則・個人情報取扱規則） 」の改正については、これまで通り規約に準じるものであ
り、総会の出席者３分の２以上の賛成を必要とします。

・ポケットガイド内「活動の手引き」
部分
活動のしおり

・連絡会議の合議にて変更可能とする

PTA
ポケットガイド

・ポケットガイド内「規約、細則、個人
情報取扱規則」部分
規約

・改正には総会の出席者 3 分の 2 以上
の賛成が必要（従来通り）

以上、ご承認をお願い致します。

＜学級学年委員会―議案 4＞親睦会の廃止について

学級学年委員会では、2021 年度第一回 PTA 定期総会資料内の総会準備報告にて、親睦会の開催につ
いて代替案やご意見を募集いたしましたが、2022 年 1 月末日まで特にご意見等は寄せられませんでした。
開催日時および場所の確保が年々難しくなってきていること、昼食が遅くなったり放課後の予定を圧迫するなど
児童にも負担があること、昨年度実施した全校アンケートでも積極的に開催を求めるご意見が過半数を下回っ
ていたことから、来年度以降の親睦会の廃止を提案します。

以上、ご承認をお願い致します。
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