
 

  

会員数： ３６２名 （内訳：保護者３３５名 教職員：２７名） 

出席者：  ９１名 （委任状：２４６名） 

合  計： ４５３名 （総会成立のための定数：１２０名） 

「ＰＴＡ規約第７章第１５条により、会員の１／３以上に達しましたので、本総会は成立いたします。」 

※ホームページにも掲載予定のため学校と協議のうえ、氏名は記載しておりません。 

 

（家庭数） 

令和元年６月２６日 

七生緑小学校ＰＴＡ会員の皆さま 

日野市立七生緑小学校ＰＴＡ 

                                            ＰＴＡ会長 

 

 

 

第１２回 

七生緑小学校ＰＴＡ定期総会 

議事報告書 
日時：令和元年５月１０日(金) １４：１５～１６：３０ 

場所：七生緑小学校 体育館 

 

 ◆総会成立定数結果報告 司会：副会長 

 

 

 

 

 

１.）開会の言葉                                              司会：副会長 

「只今より、平成３１年度第１２回七生緑小学校ＰＴＡ定期総会を開会いたします。」 

2.）平成３０年度ＰＴＡ会長あいさつ                      ＰＴＡ会長 

会員の皆さま、並びに教職員の皆さまには大変お世話になりました。何もわからないところからのスタートであり、日々勉強し

ながら精一杯一年間取り組んで参りました。至らない部分はご容赦いただきたいと存じます。一年間ありがとうございました。 

３.）学校長あいさつと教職員の紹介                       校長先生 

  ＰＴＡ総会に来校いただきありがとうございます。 ゴールデンウイークも終わって、様々な教育活動が進んでいます。

昨日は１・２年生と一緒に多摩動物公園まで校外学習に行ってきました。大人の足で往復１万７千歩の距離でした。行き

は元気いっぱい、帰りは疲れも見られましたが、こういう活動を仲間と一緒に重ねていきながら成長していくのだと感じて

います。１・２年生の混合班の園内活動では２年生が上級生らしくリードしている姿が印象的でした。 

 日野市は、第３次学校教育基本構想を発表しました。その理念をお伝えする資料が間もなく配布されます。 



 

  

「すべての“いのち”がよろこびあふれる未来をつくっていく力」を育てたいとの思いの下、「一律一斉の学びから自分に

合った多様な学びと学び方へ」「自分たちで考え語り合いながら生み出す学び合いと活動へ」向かって、子ども・家庭・学

校・地域のみんなが対話をしながら進めていく構想です。保護者の皆さま、地域の皆さまと協力しながら進めていくことに

なりますのでご協力をお願いいたします。 

 

▼教職員の紹介 

  ＊＊＊出席された先生方から一言ずつごあいさつを頂きました。＊＊＊ 

 

４.）議長団選出及び書記委託 

◆議長・・・（保護者から）１名    議事（１）～（３）を担当 

          （教職員から）１名    議事（４）～（９）を担当 

◆書記・・・平成３０年度２名、令和元年度２名 

「お引き受けくださいましてありがとうございます。それでは議事進行をお願いいたします。」 

５.）議事 

「先ほど司会の方よりご報告がありました通り、出席者と委任状で会員の１／３以上の出席に達しておりますので、総

会が成立いたします事をここに改めて確認し報告いたします。」 

 

（1）平成３０年度活動報告 

Ａ 役員活動報告                                   平成３０年度ＰＴＡ会長 

本日ご出席くださいました会員の皆さま誠にありがとうございます。 

ＰＴＡ会員の方々、委員会の方々、それぞれ自分の責務を全うされて非常に助かりました。皆さんが動いてくれたおかげ

で周年行事も成功いたしました。前校長先生も相当な思い入れがあり、各委員会にも出席されていて周年の成功に満足

されていたと思います。諸学校活動に主に関わらせて頂きましたが、日野市の各学校のＰＴＡの方々と交流をしてうまく

いったこと、いかなかった事などの意見交換をして参りました。うまくいかなったことはある程度ご容赦いただいて長い目

で見て頂く、と言う事も必要なのかなという風に感じております。皆さま一年間ありがとうございました。 

 

Ｂ 各委員会活動報告 

学級委員会                                                             委員長 

平成３０年度学級委員長です。学級委員年間の活動内容は資料にある通りになります。学年行事の企画運営、運動

会やお祭りのお手伝い、春と秋に美化活動を行いました。各学年の詳しい活動については資料にございます。バラエテ

ィーに富んだ楽しいイベント揃いでしたので、どうぞご覧になってみて下さい。一年間たくさんのご協力ありがとうございま

した。 

 



 

  

広報委員会                                                               副委員長 

平成３０年度は３回、広報誌発行をしました。活動内容は資料にある通りになりますのでご参照ください。 

本日は委員長が不在のため副委員長がお言葉を代読させて頂きます。撮影を通し、子どもたちの行事を身近に感じ共

に体感できた１年でした。また今年は１０周年という記念の年に広報誌を作成出来たことも貴重な経験となりました。しか

しながら、素人が広報誌を１から作成する事はとても難しく、また多くの時間を取られてしまい家庭の事や仕事をしながら

の作業は大変だったのも正直な感想です。時代も変わり紙媒体からネットやアプリ、また作成自体を外注するなど広報誌

の作り方も再考する時なのかもしれません。形は変わっても、緑の風が今後も続けばと思います。 

一年間撮影、取材などご協力いただいた皆さまにお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 

家庭教育学級委員会                                                       副委員長 

平成３０年度は６月２９日に給食試食会、１０月１２日に叱らずに問いかけるスポーツ指導の２回イベントを開催しました。

給食試食会は栄養士の先生がおいしい給食を作ってくださるので、沢山の方に来ていただきありがとうございました。叱

らずに問いかけるスポーツ指導の公演も参加者は３０名強しかいませんでしたが、来ていただいた方からは、第２回も開

催してほしいとリクエストがあるほど大変好評で有意義な会を開けたのではないかと自負しております。 

その他、家庭教育学級委員会は日野市から委託された委員会なので、日野市の事前説明会と報告会、学校の運営

委員会は日野市が開催した家庭教育学級講演会に３回出席しました。一年間メンバー同士が互いに協力し助け合いな

がら無理なく活動することが出来ました。ご協力いただいた皆さま本当にありがとうございました。 

 

校外委員会                                                                委員長 

全体の活動では資源回収チラシの作成や児童の見守り（旗振りや地区班別下校訓練等）などを行いました。地区ごと

の活動では、ラジオ体操やクリスマスパーティ等のイベントを実施しました。フォーマット変更による新しい地区連絡網の

作成や台風時の緊急集団下校の見守りなど、様々なことがありました。その都度、先生方やＰＴＡ本部の皆さま、そして

委員の皆さまに支えていただき、何とか無事に一年を終えることが出来ました。皆さまのご支援ご協力を心より感謝いた

します。また、校外活動に携わったことで、先生や保護者、地域の方々に支えられて子どもたちが安全で楽しい学校生活

を送れていることに改めて気付かされました。今後も引き続き子どもたちの安全を見守っていきたいと思います。 

至らない点も多々ございましたが、温かく見守ってくださり本当にありがとうございました。 

 

お祭り実行委員会                                                            委員長 

開校１０周年の記念の年ということで、例年より先生や会員の皆さまのご協力をいただいたお祭りとなりました。手探り

で進めてきた一年でしたが、無事に終えることが出来ました。また、アンケートでも沢山のご意見をいただきました。次回

以降のお祭りで活用すべく引継ぎを行います。一年間ありがとうございました。 

 

周年特別委員会                                                         座長、委員長 

（座長） 

周年実行委員会を代表して活動報告を申し上げます。周年実行委員会はＰＴＡだけでなく地域を含めた組織として

活動しました。従来にない形式でしたが皆さまのご協力を得て、無事周年行事を執り行うことが出来ました。お礼申し上

げます。活動報告はお手元の資料をご覧下さい。ＰＴＡから周年積立として１４５万円を頂き、主に遊具（雲梯、タイヤ）の

購入・設置に充てました。他、愛唱歌や記念誌の製作費補てん等、有意義に利用させて頂きました。様々な面で皆さま

のご理解・ご協力を頂きました事を感謝いたします。 

(委員長) 



 

  

活動内容と会計報告は資料をご確認下さい。多くの方々の協力を以て無事に終えることが出来ました。ありがとうござ

いました。初めてのことで終わってから気が付く点もあり、担当の確認等見落としも多々ありました。これを踏まえて、２０

周年祭を成功に導いて欲しいと思います。２年間ありがとうございました。 

 

C サークル活動報告 

ビーチボールバレーサークル                                       代表、新代表 

（代表） 

ビーチボールバレーサークルの活動詳細は、議案書をご覧ください。 

サークル発足から７年の歳月が流れました。一緒に始めたメンバーは居なくなり存続の是非を考えた時もありましたが、

現在はとても熱心に活動する若いメンバーに恵まれ、サークル活動のバトンを渡す事が出来て本当にほっとしております。

多くの人に助けられてサークル活動を続けてくることが出来ました。心から感謝いたします。またこれからもサークル活動

にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。 

（新代表） 

今年度、ビーチボールバレーサークルの代表を務めさせて頂きます。日々のストレス解消に、運動不足解消に。みん

なが楽しくビーチボールが出来ればと思っています。ぜひぜひ、ご参加よろしくお願いいたします。 

 

（2）平成３０年度会計決算報告及び会計監査報告 

▼平成３０年度会計報告及び平成３０年度ＰＴＡ資源物回収収益報告 

 平成３０年度ＰＴＡ会計 ２名 

＊＊＊議案書 P.１３の通り報告＊＊＊ 

▼平成３０年度会計監査報告 

平成３０年度ＰＴＡ会計監査 ２名 

「４月１８日に監査を行いました結果、あらゆる点で相違ないことを認めます。」 

（3）平成３０年度役員離任あいさつ 

会 長 

皆さまのご協力を頂き一年間のＰＴＡ活動を終えることができました。貴重な体験を多くさせて頂きとても勉強にな

りました。大変感謝しております。ありがとうございました。 

副会長 

－ 一人欠席のためもう一人の副会長が代読 － 

☆これまで学校には子どもを通わせているだけでしたが、この一年間の活動のなかで子どもたちが「学校」「保護

者」「地域」という三者のなかで育まれていくことを知りました。また、自分も小学校に通っていたにも関わらず、大人

になってすっかり縁遠くなってしまった「教育」に触れ合うことができたのも貴重な経験でした。一年間支えていただ

きありがとうございました。 



 

  

 

☆この一年間で保護者の皆さまや学校の職員の皆さまの存在がより身近になったのは、副会長職で得た一番の

おみやげです。また、七生緑小学校区の地域性に触れる機会もあり、子どもたちにとっての故郷となるこの地域を大

切にしようという思いも生まれました。保護者であり地域住民である私たちが学校の方々と一緒に紡ぎあげる関係の

中で、これからもこのすてきな七生緑小学区を守っていければと思っております。一年間ありがとうございました。 

書 記 

☆一年間ありがとうございました。パソコンが何も出来ない所からのスタートでしたので、前任の書記さんに沢山助

けていただきました。私は大人になりＰＴＡ役員になった事で、学校の先生や保護者の方たちが、こんなにも子ども

たちのことを考え色々とやってくださっている事に気が付けました。自分が子どもだったときは考えもしなかった事で、

本当に皆さまには感謝しかありません。至らない点ばかりで大変ご迷惑をおかけしたと思いますが、いつも優しく支

えてくださった皆さま本当に一年間ありがとうございました。 

 

☆前年度ＰＴＡ本部書記を務めさせていただきました。右も左も分からないまま始まり、大変な事もありましたが終

わってみると楽しかった思い出の方が多くあります。一年前のこの場で「大人になって初めての経験をすることは少

ないので良い経験が出来ました。」とおっしゃっていた方がいましたが、今私も同じ思いに至っています。至らない点

ばかりでご迷惑をおかけしたことも多かったかとは思いますが、みなさまに支えられて一年を終えることが出来ました。

一年間ご理解ご協力をしていただきありがとうございました。 

会 計 

     ☆充実した一年間でした。学校の先生方保護者の皆さまには大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

☆初めてＰＴＡ本部役員になり、子ども達と参加するイベントや学校行事など沢山な経験が出来た事がとても良

い思い出です。協力してくださった方々、お手伝いしてくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。一年間あり

がとうございました。 

 

 

☆３０年度本部役員の皆さま☆ 

☆各委員会の皆さま☆ 

一年間本当にお疲れ様でした！ 

沢山ありがとうございました！ 
 

 

 

 
 

（4）平成３１年度役員及び会計監査の承認 

 
▼平成３１年度役員の紹介 



 

  

＊＊＊議案書 P.１４の通り紹介＊＊＊ 

▼承 認 

「拍手多数を頂き承認されました。ありがとうございました。」 

 

 

▼平成３１年度役員よりあいさつ 

会 長 

一年間の経験を踏まえ、さらに皆さまのお役に立てるよう頑張ります。何卒宜しくお願いいたします。 

副会長 

＊＊＊ 副校長先生 都合により欠席 ＊＊＊ 

 

☆今年度ＰＴＡ副会長をさせていただきます。学校という場を中心に子ども・保護者・地域がよりあたたかい関

係になるような１年にしていきたいと思っています。学校の先生、職員の方々には相談、御助言をいただくことが

多々あると存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

☆この度副会長を務めさせていただきます。役員自体はじめてのことで至らない点は多々あるかと思いますが、

児童、保護者の皆さんのために精一杯務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

書 記 

☆３１年度、本部役員の書記を務めさせて頂きます。一年間頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

☆同じく書記を務めさせて頂きます。一年間頑張ります。よろしくお願いします。 

会 計                                         

☆本年度の会計主幹を務めさせて頂きます。役員は初めての経験ですが、子ども達の為に自分が出来る事を

頑張ろうと思います。一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

☆皆さまと協力してやっていきたいと思っています。質問や困ったことやご要望、その他何でもご意見がありまし

たらお気軽にお声かけください。一年間よろしくお願いいたします。 

（5）平成３１年度各委員会の委員並びに正副委員長紹介 

▼平成３１年度役員の紹介 

 平成３１年度ＰＴＡ副会長 

＊＊＊議案書 P.１４の通り紹介＊＊＊ 

 

▼承 認 

議長 

「拍手多数を頂き承認されました。ありがとうございました。」 



 

  

（6）平成３１年度活動方針案 

役員会                                                                  平成３１年度ＰＴＡ会長 

承認頂きありがとうございます。昨年度の活動での経験を活かし、皆さまにとってより有意義な活動となるよう努力して参

ります。また一年間よろしくお願いいたします。 

 

学級委員会                                                                        委員長 

平成３１年度の活動方針案は以下の通りになります。 

・運営委員会への出席 

無理のない様に同役員同士が連携を取りながら出席する。 

・学年行事の企画進行 

各学年の年齢に合わせた企画を考え、担任と役員が話し合い楽しめるよう進めていく。 

・ＰＴＡ本部を通し依頼された学校行事のお手伝い 

学校行事が円滑に進むよう取り組んでいく。 

・新年度役員、委員に関する活動 

次年度委員選出についての話し合いや１年を通して運営してきた活動内容のまとめと反省を行なう。 

・七生緑小まつりの手伝い 

お祭り実行委員と協力し合い、七生緑小まつりを子どもたちが心から楽しめる企画となるよう取り組んでいく。 

初めて委員長を務めさせて頂きますが七生緑小学校の子どもたちの為に頑張って参りますので、どうぞ宜しくお願

いいたします。 

広報委員会                                                     委員長 

普段見られない児童の様子等を取材し「緑の風」に掲載します。 

運営委員会への出席・ＰＴＡホームページにて「緑の風」の編集と掲載を年２回以上行います。 

広報誌を通して子どもたちの学校生活を皆さまにお送り出来たらと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

家庭教育学級委員会                                               委員長 

今年度家庭教育学級委員長になりました。一生懸命頑張りますので、一年間よろしくお願いします。 

今年度の活動方針につきましては、年２回のイベントを行いたいと思っております。第１回目は、６月１４日金曜日に給食

試食会を予定しております。２回目のイベントの内容はまだ決定していません。 

お祭り実行委員会                                                  委員 

－ 委員長欠席のため委員が代読 － 

この度、お祭り実行委員会の委員長に就任いたしました。本来ならば総会に出席して就任のご挨拶を申し上げるべき

ところとは存じますが欠席並びに書面の挨拶に変えさせて頂きますこと恐縮ではございますが何卒御容赦賜りますようお

願い申し上げます。そして、この度委員長という重役を担うポストに就くことには、身の引き締まる思いでございます。 

その責任に見合う成果を出すことができるように知恵の限りを尽くす所存です。 

また、皆さま方のお力添えを頂きまして子どもたち、学校、地域の方々が楽しめるお祭りの開催、並びにＰＴＡ運営に尽

力して参ります。今後ともよろしくお願いいたします。 

校外委員会                                                     委員長 

平成３１年度の活動内容は以下の通りです。 

・運営委員会への出席（正副委員長） 



 

  

・夏季休業中のラジオ体操の企画、開催 

・資源物回収 

・地区班別下校訓練の付き添いおよび見守り 

・交通安全指導（旗振り）の担当割り振り 

・緊急時登校訓練の付き添いおよび見守り 

・｢ピーポくんの家｣の登録者管理 

・三中地区青少年育成会活動への参加 

今年度校外委員長になりました。何も分からないまま委員長になりましたが、子どもたちの安全な校外生活のため活動

を行っていきたいと思っています。一年間よろしくお願いいたします。 

 

渉外担当特別委員会                                                         委員長 

ＰＴＡ会長からお話を頂き、受けることにしました。なかなか行政の方と関わる機会もないので楽しんでやろうと思って

いますので、宜しくお願いいたします。 

活動方針として、市 P 協と言われても何をしているのかわからないと思います。簡単に言うと私たちＰＴＡの要望を行

政に上げる機関です。もちろん１回上げて通るわけではありません。ですが、多くの意見を拾い、七生緑小学校だけでな

く日野市全体が良くなるように頑張りたいと思っていますので、宜しくお願いいたします。 

▼承 認 

議長  

      「拍手多数を頂き承認されました。活動方針案の（案）の文字を消して下さい。」 

 

（7）平成 31年度予算案の審議 

平成３１年度ＰＴＡ会計 

＊＊＊議案書Ｐ１７の通り報告＊＊＊ 

 

▼承認 

議長 

「拍手多数を頂き承認されました。予算案の（案）の文字を消してください。」
 

(8)質疑応答 

 Ｑ：ホームページに掲載とありますが、イメージがわかないので具体的に教えてください。 

 Ａ：形式はかわらず、媒体がかわります。従来の紙からデータ化してホームページに掲載します。 

 

 Ｑ：第１回の職員紹介などはどうなりますか。(個人情報等) 

 Ａ：ウェブ上では、個人情報(顔・氏名)が特定されてしまう様な掲載の仕方は出来ないので、顔写真は子ども達も同様

に、ぼかす・解像度を落とす・後ろ姿などにする方法を取ります。その場合本部と学校の検閲ダブルチェックを行い

ます。 



 

  

 Ｑ：ホームページは誰の為のものなのでしょうか。第 1回目の広報誌は、親子で楽しみにしているのでホームページにな

ってしまうと、子どもが気軽に見ることが出来なくなってしまいます。 

 Ａ：意見交換会を設け、改めて回答させて頂きます。 

 

 Ｑ：ホームページにしたことによる通信費等の予算の内訳が不明瞭ではないでしょうか。 

 Ａ：会計予算を明確にした資料を、改めて配布いたします。 

 

※予算案を作り直すと総会で承認が必要なので、今回は会長に一任し承認後、予算案を修正するのではなく補足資料

を作るという事で対応したらどうでしょうか。とのご意見を頂き、拍手で承認されました。 

 

5.議長団解任 

司会：副会長 

「これで全ての議事が終了いたしました。議長団を解任いたします。進行ありがとうございました。 

皆さま拍手をお願いいたします。」 

 

 

6.閉会の言葉 

司会：副会長 

「以上をもちまして平成３０年度第１２回七生緑小学校ＰＴＡ定期総会を閉会いたします。」 


