
Ｆ４ 

- 1 - 

 

第三回運営委員会報告 
令和２年１月３０日（木） 

もくせい会室  出席者 25 名 

欠席者 6 名 

傍聴者０名 

会長より 

 皆さまこんにちは。本日もお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。また先日は寒い中ク

リーン作戦にご協力いただきありがとうございました。今回は、今年度最後の運営委員会となります。来年

度のもくせい会についてどのようにしていけば良いのか皆さんと考えていけたらと思います。  

 さて、昨年 10 月に北足立南部地区公立小・中学校 PTA 役員等研修会が行われ、四小からは庶務の吉川

さんが出席してくださいました。その研修内容の報告がとても良かったので、皆さんにご紹介します。お手

元の用紙をご覧ください。研修テーマは片付けと防災でしたが、「片付け」についてご紹介します。あまり

時間がないので詳しい説明は省きます。私も片付けが苦手なのですが、ここにはすっきり片付けの定義が書

いてあります。個人的にはもくせい会本部の膨大な作業を見直す参考にもなりました。ぜひみなさんもお時

間があるときに一読していただければと思います。 

校長先生より  

こんにちは。短い三学期の登校日数も 30 日と少しになりました。この期間に来年度から全面的に改訂さ

れる学習指導要領に向けての準備を進めているところです。今日は朝日新聞の記事に掲載された学習到達度

調査「PISA」について紹介します。今回の調査結果によると、日本の子どもたちは他国と比べデジタル読

解力が不足していると指摘されています。しかし「PISA」の読解力は、日本が従来国語教育でつけようと

した力とは違うものとの意見もありました。新しい学習指導要領にある「主体的・対話的・深い学び」には

読書をすることが一番効果的と考えます。読む本の種類や頻度と読解力の平均点との関係をみると、小説な

どのフィクションを多く読む生徒は、読書をする回数が少ない生徒よりも平均点が良かったそうです。ぜひ

子ども達に本を積極的に読める環境をつくってあげて欲しいと思います。 

教頭先生より 

出張のため欠席 

河野先生より    

授業のため欠席 

会計報告 

＜収入＞ 

10/10 古紙回収の収益（10 月分：2,619 ㎏） 11,080 円 

10/31 元気のでるまちづくり活動報酬金 24,500 円 

11/14 古紙回収の収益（11 月分：2,871 ㎏） 11,140 円 

12/10 もくせい会会費(11 月 1 ヶ月分＠200×18 人) ３,600 円 

12/12 古紙回収の収益（12 月分：3,020 ㎏） 11,350 円 

1/14 古紙回収の収益（1 月分：2,412 ㎏） 9,710 円 

1/16 元気のでるまちづくり活動報酬金 25,500 円 

＜支出＞ 

10/27 香典 5,000 円 

10/27 インク代 9,130 円 



Ｆ４ 

- 2 - 

 

10/27 芸術鑑賞教室飲み物代 3,894 円 

10/28 記念せんべい代 44,060 円 

10/31 音楽鑑賞教室菓子折り 5,400 円 

11/5 音楽鑑賞教室花束代 5,000 円 

11/12 紅白幕 215,000 円 

11/12 バルーンリリース 66,000 円 

12/10 親の学習 講師謝礼金 10,000 円 

12/13 広報印刷代 25,000 円 

12/20 40 周年記念給食 45,710 円 

1/21 結婚祝い ３,000 円 

1/22 新入生用名札 11,700 円 

1/23 地域 DE 子ども見守り隊支援金 10,000 円 

1/24 卒業記念図書カード（＠500×59 名） 29,500 円 

 封筒・その他事務用品 ３,440 円 

1/25 市Ｐ連新年会（＠4000×3 名） 12,000 円 

1/28 保護者証（＠74×100 個） 7,400 円 

 

◎古紙回収報告（毎月１回館地区で実施） 

 10 月分 11 月分 12 月分 1 月分  

総重量 2,619kg 2,871kg 3,020kg 2,412kg  

収益金 11,080 円 11,140 円 11,350 円 9,710 円  

                                                                               

本部役員会報告 

＜活動報告＞ 

10/16 市 P 連全体研修会 

10/17 第 14 回朝のあいさつ運動（1-3） 

10/23 令和２年度会長・副会長立候補および推薦開始 

10/24 第 15 回朝のあいさつ運動（6-1） 

10/31 ４０周年記念集会および事業（バルーンリリース）準備 

1１/2 開校４０周年記念集会出席、記念イベント（バルーンリリース） 

1１/6 市 P 連第 4 回会長副会長会議 

1１/7 第 16 回朝のあいさつ運動（6-2） 

1１/8 地域ＤＥ子ども見守り隊事務局会議、役員会議 

11/17 防災フェスタ（来年度ふれあいコンサートとの共同開催判断のため視察） 

11/19 朝霞地区青少年育成地域の集い 

11/21 第 17 回朝のあいさつ運動（5-1） 

11/27 南部地区学校・家庭・地域連帯実践発表会  

12/4 市 P 連第 5 回会長副会長会議 

12/6 第 18 回朝のあいさつ運動（4-1） 

12/7 地域ＤＥ子ども見守り隊 第 14 回ふれあいコンサート 

12/11 第 19 回朝のあいさつ運動（5-2） 
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12/18 代表者会議、第 4 回本部役員会 

 もくせい会室定期清掃・インクカートリッジ仕分け作業、集計後の処理 

12/19 第 20 回朝のあいさつ運動（4-2） 

ふれあいコンサート防災ブース会計報告 

1/11 おやじクラブ餅つき打合せ 

1/17 第 21 回朝のあいさつ運動（3-1） 

1/20 地域ＤＥ子ども見守り隊朝のあいさつ運動 

1/21 地域ＤＥ子ども見守り隊第 4 回事務局会議 

1/22 第 22 回朝のあいさつ運動（2-1） 

1/23 地域ＤＥ子ども見守り隊第 3 回役員会議 

 地域ＤＥ子ども見守り隊講演会 

 家庭教育学級事業実施報告書を生涯学習課に提出 

 元気のでるまちづくり活動実施報告書兼報酬奨金請求書を市民活動推進課に提出 

1/25 クリーン作戦、おやじクラブ餅つき手伝い 

 市Ｐ連新年会 

1/30 第 23 回朝のあいさつ運動（3-3） 

 第 5 回本部役員 

 第 3 回運営委員会 

 新入学児童保護者説明会 

★委員会報告★ 

学級代表委員会 

＜活動報告＞ 

1１/2 学用品リサイクル収集、配付 

1１/25 第 3 回校内クリーン作戦準備、受付、お茶出し 

12/18 もくせい会室清掃、インクカートリッジ仕分け作業（3 年、6 年） 

1/25 第 4 回校内クリーン作戦準備・受付・お茶出し 

1/30 第 2 回学級代表委員会 

 学用品リサイクル配付 

選考委員会 

＜活動報告＞ 

10/23 

 

「令和 2 年度 もくせい会 会長・副会長選出について」 

「令和 2 年度 もくせい会 会長・副会長立候補・推薦のお願い」印刷・配付 

11/5～26 立候補・推薦のお願いアンケート回収 

11/26 推薦者へのお手紙配付 

12/3 学校へ結果メール配信依頼 

1/8 「次年度会長・副会長決定のお知らせ」印刷・配付 

子どものための行事委員会 

＜活動報告＞ 

10/15 保護者宛「芸術鑑賞教室のご案内」印刷・配付 

10/22 出席票回収・集計 

10/27 鑑賞教室しおり作成・印刷・配付 
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10/29 ニュータウン掲示用お知らせ印刷・掲示 

10/31 児童アンケート印刷・配付 

11/5 創立 40 周年記念特別芸術鑑賞教室開催・準備・進行 

保護者アンケート当日配付、児童アンケート可能な限り回収 

第 3 回子どものための行事委員会（反省会、お礼状作成、ニュータウン掲示回収） 

11/15 埼玉県警音楽隊の方へお礼状郵送 

12/28 今後の古紙回収についてガーデンプラザ管理事務所に相談 

＊10～3 月 月例古紙回収ポスター掲示 

ガーデンプラザの古紙回収について 

これまでの流れ→①毎月の古紙回収のポスターを管理人さんがいる時間帯に合わせ手渡しでお願

いする。②回収日の前日の晩にゴミ庫に「こちらが回収場所です」という張り紙を直接貼りに行く。

③回収日後に管理人さんが張り紙を剥がし袋に入れた状態で自動ドアの外に置いといてくれたもの

を一週間以内に取りに行く。この作業をひと月 3 回行う。 

今後→2 月から古紙回収業者に張り紙がなくなることを伝え、②と③の作業を省くこととする。 

 

広報委員会 

＜活動報告＞ 

10/23 第 5 回広報委員会 

11/2 開校 40 周年集会取材 

11/5 芸術鑑賞教室取材 

11/18 印刷業者へ入稿 

11/26 持久走大会取材 

12/7 ふれあいコンサート取材 

12/18 「木犀～みんなのしんぶん～」5０号発行 

1/22 第 7 回広報委員会 

1/29 6 年生広報用集合写真取材 

校外委員会 

＜活動報告＞

11/8 地域 DE 子ども見守り隊役総会出席 

11/21 交通安全母の会理事会（於：市役所） 

11/26 第 2 回校外委員会 

12/2 朝の交通安全指導 

12/7 地域 DE 見守り隊ふれあいコンサート手伝い 

12/9 館地区（南 1）「防犯パトロール日程表」等 印刷・配付 

12/10 幸町地区（久保Ａ・久保Ｂ・城ケ丘）「旗振り当番表」印刷・配付 

1/16 館地区（中 2・南 2・ガ・リ）「防犯パトロール日程表」等印刷・配付 

1/20 地域 DE 見守り隊 朝のあいさつ運動 

1/23 地域 DE 見守り隊 第 3 回役員会議出席 
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★係報告★ 

運動会係 

＜活動報告＞ 

10/10 運動会アンケート取りまとめ、意見聴取、バルーンリリース引継ぎ 

12/18 運動会を終えての意見交換 

バレーボール係 

＜活動報告＞ 

10 月～ 

11 月 
電気代書類を生涯学習課へ提出 

12/6 開放委員会出席 

1/20 部員募集の手紙印刷 

＜活動報告＞ 

10/16 市 P 連全体研修会 

11/6 学校保健委員会 

12/10 親の学習会 

読み聞かせ係 

＜活動報告＞ 

10/18 読み聞かせ記録シート回収 

10/21 読み聞かせ報告メール配信（係登録者宛） 

1/6 

1/18 
読み聞かせ係への事前連絡 

1/20 第 3 回読み聞かせ実施 

 

持久走係 

＜活動報告＞ 

10/18 教頭先生・担当の先生と打ち合わせ 

10/29 手紙の修正・作成 

10/30 持久走係への手紙印刷 

11/5 担当先生とコース確認 

11/7 備品確認、準備 

11/19 持久走係への手紙配付 

11/25 クリーン作戦にて前日コース清掃 

11/26 朝のコース清掃、第 40 回校内持久走大会 

12/6 アンケート回収・集計 

12/12 報告書を学校に提出 

1/21 担当先生、教頭先生と持久走大会の反省会 

地域係 

<活動報告> 

11/2 ふれあいコンサート合唱のお知らせ配付 

12/2～ ふれあいコンサート合唱の練習 12/2、12/３、12/５ 計 3 回（於：二小） 

12/７ ふれあいコンサート参加・観覧 



Ｆ４ 

- 6 - 

 

【地域 DE 見守り隊より】  

 昨年 12/7 にふれあいコンサートを開催しました。悪天候のため参加者不足が心配される中、たくさんの

方に参加いただき、大盛況のうちに終えることができました。来年は四小でイベントが開催される予定です。

ぜひご参加いただければと思います。 

 

 

★議事★ 

 

みんなでつくるもくせい会の改定事項について 

〇もくせい会本部役員構成および委員会人数の変更 

再来年度、志木四小は市 P 連事務局担当校となるため、これを機に活動内容の増加が予想される来年度に

向け 2 年間は外会長・内会長 2 人体制とする。 

本部役員庶務 4 名→5 名 ①運動会係、②持久走係、③地域 DE 子ども見守り隊、④バレーボール・地域

DE 子ども見守り隊補佐※開催時期による、⑤テクニカル担当（WEB 管理）・

外会長補佐 

           ※ふれあいコンサートの概要、バレーボール部実行委員の体制により考慮 

子どものための行事委員 8 名→7 名 

広報委員 8 名→7 名 

校外委員 6 名→7 名 

今後みんもくはホームページに掲載。 

もくせい会の係活動等については別紙にて概要を説明する。 

規約改正について（役員免除対象について 

 第 1 回運営委員会で承認を得た下記追加案について確認 

 「会長・副会長以外の本部役員および委員長を務めた人は、該当する子ども以外の兄弟姉妹についての役

員も免除する」 

個人情報の取り扱いについて 

個人情報に伴うもくせい会会員票導入について  

第 1 回運営委員会において承認されて「個人情報取り扱い方法 追加案」に基づき、会員の個人情報を収

集する手段を確立。 

総会議案について 

① 令和元年度決算報告（仮） 

 会計より令和元年度決算書（仮）の報告 

② 規約改定案 

会長より令和 2 年度第二号議案規約改正（案）について報告。 

→拍手多数により承認されました。 

③ 令和 2 年度事業計画案 

本部より令和 2 年度事業計画案の提案。   →拍手多数により承認されました。 

④ 令和 2 年度予算案 

 会計より令和 2 年度予算案の提案。     →拍手多数により承認されました。 

⑤ 総会の司会・議長の選出  

 学級代表委員会より司会に瀧さん、議長に久保田さんが選出されました。 

                      →拍手多数により承認されました 
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★報告事項★ 

 代表者会議について 

 12 月 18 日（水）10:30～12:00 出席者 17 名 

代表者会の議事録より抜粋して掲載します。 

 

学級代表委員会 

 クリーン作戦において、係の人ばかり来ていてそれ以外の参加者が少ないと感じた。 

  役員決めの際に、クリーン作戦に参加できる学期に丸をつけてもらっているが、それ自体を忘れている

人が多いので、今年のように持久走大会や餅つきのイベントと関連付ける等、工夫をするのも良いので

はないか。また今まで以上の呼びかけや、係活動以外の担当付けを検討する等、今後の参加率を上げる

ための何かしらの対策を考えていきたい。 

選考委員会 

  立候補、推薦共に数名挙がったので比較的スムーズに進行している。課題としては、会長、副会長立候

補、推薦アンケートは、白紙でも提出と記載がある中、白紙での提出率が低いのが現状である。白紙で

も提出する意味としては「一任します」という意思表示であり、その認識を持っていただくためにも、

来年度からは白紙提出の意味も加筆する。  

  また、各学年の選考委員との連携が取りづらく、もくせい会会長、副会長、選考委員長だけの仕事になっ

ているので、各学年の選考委員の在り方を検討しても良いかもしれない。 

 立候補・推薦で決まらず、くじ引きになった場合は、各学年の選考委員の協力が必要になるため、選考 

活動に入る前に集まるのも良いと思う。 

子どものための行事委会 

【古紙回収】 

 毎年副委員長が「ガーデンプラザ」の担当となっていると引継いできたため、今年度も同様に行って 

きた。 

 ガーデンプラザも他地域と統一してもらえるようお願いしてみてはどうか 

 →その後の交渉により、他の回収場所と合わせるように変更中 

広報委員会 

  メンバー全員が積極的にできることに手を挙げ、各行事の取材を円滑に行うことができた。また、原稿 

  作成には今回 PC での編集、写真の加工等ができるメンバーがいた事で、クオリティを高くする事が出

来た。課題としては、了承の得られない児童のいる学年での撮影や写真選定が困難なため、来年度より

掲載可否のお手紙に「集合写真等、掲載が必要と判断した場合、改めてお願いすることもあります」と

記載する。 

  全体研修会の記事を掲載する場合、係登録者にアンケート配付時、感想を掲載してもよいか確認する。 

校外委員会 

  幸町旗振りに関して、地区ごとに各家庭の負担の割合が違うため、なるべく平等になるように見直す。 

  館地区においては、来年 4 月より通学路が変更になり、旗振りの案もあがったが、現時点では必要なし

と判断し、これまでのパトロール実施のみ行っていく。 

  就学時検診時に、新一年生班編成における個人情報が貼り出されており、それの写真を撮ろうとする保

護者がいたなど、個人情報管理については来年度から検討が必要だと感じた。 
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→学校より解答 

   貼り出した名簿の住所末尾の数字および、電話番号は上から紙を貼って隠します。また、保護者説明

の際に「先ほど通学路調査にご協力いただいた際に掲示したものは個人情報ですので、他言されませ

んようお願いします」と通達してもらいます。 

   旗振り・パトロール表は、担当の先生からいただく各地区の情報をもとに作成しているが、情報が間

違っている場合もあるので、学期末ごとに正しい情報をもらいたい。 

  →学校より解答 

   本来、通学路などの変更事項は学級担任から校外担当の先生へその都度連携されることになっていま

す。今後滞りのないように善処します。 

  →もくせい会より 

   会員票変更届も提出してもらう。 

バレーボール係 

  今後、市 P 連よりバレーボールの選手の中から実行委員を立てて運営していく案が上がった。 

  理由としては、バレーボール担当校になった時の負担が大きくなるため、3 年かけて移行することが狙

い。市 P 連と各バレーボールとの合同会議で採決を取った結果、全員一致で実行委員形式で行いたいと

いう流れになった。 

  →もくせい会より 

   バレーボール部実行委員活動を行う人（1 人）は、これまでの庶務（バレーボール担当）の活動も大

半担うため役員と同等の扱いとする。 

 給食試食会 

  特になし。 

 研修会係 

  3 回の研修会を終えた現在、3 名の欠席者が出ている。再度連絡を試みたり、子どもを通して手紙を 

配付してはいるものの連絡は取れていない状況。 

読み聞かせ係 

  前年の流れに従い、問題なく実施できている。託児の際に使用するおもちゃについては、保護者の方か 

らの寄付により充実したので、次年度以降にも引き継いでいきたい。 

運動会係 

もくせい会種目は、天候や時間配分によって左右されるため、委員会で話し合った結果、9 割の方が今            

後は不要ではないかと判断した。またお弁当無し＆午前で終了については 7 割の方が賛成意見となった

が、最終的には学校側に判断を一任したい。 

持久走係 

11 月下旬だと落ち葉清掃の負担も大きく気温も低いため、開催時期を見直してはどうかという案が上

がった。係の仕事についても当日の朝の清掃係と見守り係に分けて 1 日で担当してもらうのも検討して

も良いと思う。 

地域 DE 子ども見守り隊係 

 多くの方にふれあいコンサートに参加・観覧いただき、まずまずの盛況のうちに終えることができた。 

 今後の課題としては、係登録している人は観覧のみの方が多い中、今年度は合唱隊の参加者がそれほど

不足するということはなかったが、より多くの方に合唱へも参加していただけるよう促していけたら良

いと思う。今後、係を合唱と参加に分けてはどうか。 
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→もくせい会より  

   来年度よりふれあいコンサートの開催概要が変更になる動きがあるので、その結果次第で係人数・係

活動の内容を見直す。 

 

★連絡事項（お知らせおよびお願い）★ 

 ①引継ぎ書について  

 各委員長、係担当者および本部役員は引継ぎ書の作成をお願いします。 

 委員長→3/10 担当本部役員に提出。訂正箇所があれば修正し、3/19 再提出（データ可） 

 4/28 の臨時運営委員会までに完成したものを印刷（委員会構成人数分＋担当本部役員分 1 部） 

 ②名簿などの処分について 

各委員会・係で作成した名簿等個人情報の記載のある書類は、もくせい会室のシュレッダーで処分してく

ださい。 

 ③下駄箱について 

保護者用下駄箱に靴やスリッパを置いている方は、3 月の修了式までにお持ち帰りください。 

 ④USB メモリーについて 

各委員会・係で使用している USB メモリーでは、直接作業を行わないようにしてください。パソコンに

一時保存した後に編集作業を行うようにしてください。 

 

★お知らせ★ 

今後の予定 

もくせい会室の清掃とインクカートリッジの仕分け 

日にち：3 月 19（金）担当：2、5 年クラス役員 

時 間：9 時 30 分～ （於：もくせい会室）   

 

臨時運営委員会  

  日にち：4 月 28 日（火） 

   時 間：9 時 30 分～（於：もくせい会室） 

 

令和 2 年度定期総会  

  日にち：4 月 28 日（火） 

   時 間：15 時 15 分～（於：ふれあいルーム） 

 

志木第四小学校もくせい会 

令和２年２月吉日 

＊担当学年の学級代表委員は 

クラス役員に連絡をお願いします 


