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令和２年度志木第四小学校もくせい会 第 3 回本部役員会議事録 

2020 年 10 月 31 日 

  司会 長谷川 

記録 杉浦 

 

【1】 会計より 

    収入および支出について報告    

   ＜収入＞ 

       9/10 古紙回収収益金 9 月分（2.157kg） 8,020 円 

    9/30 もくせい会会費（1-3 秋坂怜さん）  1,400 円 

    10/8 元気の出るまちづくり活動奨励金  19,300 円 

   ＜支出＞ 

    8/28 県 P 連団体保険料         37,180 円 

    8/31 広報誌印刷代            25,000 円 

      9/8  ホームページ利用料         11,580 円 

    10/8 コピー用紙             3,372 円 

 

【2】 ・本部活動報告            

8/31 地域 DE 子ども見守り隊第 1 回あいさつ運動 

9/1 地域 DE 子ども見守り隊第 2 回事務局会議 

9/2 クリーン作戦受付（学級代表委員会） 

9/3 朝のあいさつ運動（5-2） 

9/6 第 4 回新しい研修のカタチ分科会 zoom ミーティング（10/4.25 もあり） 

9/9 市 P 連会議 

9/17 朝のあいさつ運動（4-1） 

9/18 地域 DE 子ども見守り隊臨時会議/県 P 連第 1 回理事会 

9/23 もくせい会ホームページ公開 

9/27 運動会パトロール 

10/1 朝のあいさつ運動（4-3） 

10/6 第 2 回校外委員会 

10/7 学内研修会 

10/8 地域 DE 子ども見守り隊第 3 回事務局会議/朝のあいさつ運動（3-1） 

10/15 朝のあいさつ運動（3-2） 

10/21 こまちがゆ配布（一部児童） 

10/22 朝のあいさつ運動（2-1） 

10/28 第 2 回広報委員会/朝のあいさつ運動（2-2） 

 古紙回収奨励金申請 
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・本部活動予定             

11/4 クリーン作戦（予備日 11/11） 

11/5 朝のあいさつ運動（2-3） 

11/11 市 P 連会議 

11/12 朝のあいさつ運動（1-1） 

11/18 地域 DE 子ども見守り隊第 3 回事務局会議 

11/26 朝のあいさつ運動（1-2） 

12/2 朝のあいさつ運動（1-3） 

12/4 県 P 連会議 

12/9 代表者会/市 P 連会議/インクカートリッジ仕分け 

12/16 学校保健委員会 

日程未定 南 P 連理事会/新しい研修のカタチ分科会 zoom ミーティング 

 

【3】各委員会・係幹事からの報告 

・学級代表委員会 

委員会の開催はなし 

9/2 クリーン作戦受付 

・子どものための行事委員会 

   リサイクルポスター貼り替え 

 ・広報委員会 

10/28 第 2 回委員会（3 学期発行の広報誌の内容確認） 

 ・校外委員会 

8/20～ 久保 A・B、城ケ丘地区旗振り開始（～12/24 まで） 

9/2 南 2、ガ、リ、中 2 防犯パトロール（～11/4 まで） 

10/6 幸町旗振り、館パトロール回数についての会議 

11/6～ 中 1、3 防犯パトロール（～12/24 まで） 

 ・選考委員会 

来年度のもくせい会本部 会長・副会長立候補 0 名 

・持久走係 

10/9 教頭先生、柴田先生、小笠原先生と顔合わせ 

10/20 清掃・お手伝いのお知らせ配布 

11/6 コース下見、コースポイントの配置確認、危険箇所・コーン設置場所の確認 

11/10 お手伝い実施要項配布/メール配信 

11/17 持久走大会当日/アンケート配布 

 アンケート回収/反省会 

・運動会係 

9/3 運動会担当先生と打合せ 

9/15 自転車の置き方お手紙配布/お手伝いの方へのお手紙配布 

9/25 運動会当日/見回り/片付け 
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10/6 アンケート回収 

10/21 担当の先生と反省会 

・バレーボール係 

9/3 学校開放委員会 

12/10 学校開放委員会 

・研修会係 

10/7 学内研修（54 名の参加、校外からの参加者もあり） 

12/16 学校保健委員会開催予定 

 ・地域 DE 子ども見守り隊 

8/31 第１回朝のあいさつ運動 

9/1 地域 DE 子ども隊事務局会議 

9/27 運動会パトロール 

10/8 地域 DE 子ども見守り隊第 3 回事務局会議 

11/18 地域 DE 子ども見守り隊第 4 回事務局会議 

自転車に貼るステッカー作成中  

110 番の家の意思確認、新規登録募集／決定後地図の作成 

 ・読み聞かせ係 

9/23 読み聞かせ係シフト決定についてのお知らせ配布 

10/6 第 1 回読み聞かせ担当者へ 2 週間前のお知らせメール配信 

10/18 第 1 回読み聞かせ担当者へ 2 日前のお知らせメール配信 

10/20 第 1 回読み聞かせ/記録シート配布 

10/30 記録シート回収締め切り（来年度以降の係の在り方について検討） 

     

 【4】その他連絡報告事項 

  ①教育長より 新型コロナウイルスについて 

   宗岡２中での感染者の発生、3 日間の閉校。その際、感染者を特定する行為などが発生し、 

今後市内で同様の事態が起きた場合に備えて、市 P からのお知らせ配布を検討。 

もくせい会としては、４小の学内対応の強化やお知らせの配布を依頼したい。 

  ②運動会アンケートの結果 

   特別大きな問題や負担もなく終えた。 

トイレの使用について（保護者用・児童用の区別や案内導線など）来年度再検討事項有。 

  ③幸町地区旗振り場所、館地区パトロール回数の変更について 

   ・幸町地区の旗振り場所の変更を決定。 

   【福住】現状通り 

   【城ケ丘】駄菓子屋手前の角 【久保 C】水沢商店前 

   ・パトロール回数 

    南 1 の家庭数減少に伴い、南 1 と 2 を組み合せ、各家庭年 1 回とする。 
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 【5】議題 

  ①来年度の係および役員の人数調整について 

   【本部役員】人数は現行のまま。市 P 終了後も外会長を置くことが望ましい。 

   【広報委員】広報誌の発行を年 1 回とし、HP での情報更新とする（案） 

         その場合、予算も約 60,000 円削減を見込める。 

人数も 7 名→5 名へ調整可能。 

         広報誌コンクールへの出展は見合わせる方向で検討。 

   【学級代表委員】レク・茶話会は新しい生活様式の中では開催は困難。 

           クリーン作戦でのお茶出しも不要となり、今後も廃止予定。 

           懇談会でのお知らせの読み上げも、HP やメールの活用により 

           必須事項ではない。 

           以上を考慮すると、各クラスに 1 名配置する必要性はなくなる。 

   【子どものための行事委員】古紙回収ポスター貼りの手間と必要性を今一度検討。 

                場合によっては古紙回収を廃止することも検討に入れる。 

                市の助成金にも関わるので、確認後決定する。 

                芸術鑑賞会を年１度から２年に１度にする、 

                こまちがゆの購入頻度や別の備蓄品を検討するなど、 

                予算の調整を検討する。 

                もくせい会費を＋100 円することで、予算を確保することも 

可能。（現状 2,400 円を 2,500 円へ変更） 

   【バレーボール応援】来年度の大会は中止の可能性が高い。来度以降も家族や友人など 

応援したい人で会場は混雑するため、係の廃止を検討する。 

      【アルミ缶】現状 26 名→30 名。 

   【読み聞かせ】現状 34 名→20 名。 

係の在り方を検討する。 

          人数を減らすことで、自身のお子さんのクラスに入れない事を前提とする 

          必要がある。 

また年間回数を今年度同様 2 回にする、低学年のみにする、 

          係ではなく有志を募るなど、要検討。 

   【持久走大会】学校側より、来年度から３部制にしたいとの申し出有。 

          ３部制にすることで、係登録者数も 90 名～120 名必要。 

          兄弟の考慮が困難になること、延期になった場合の人員確保 

（２日間 120 名を拘束するということ）は不可能に近く、学校側との 

調整が必要。 

   【運動会】前日 25 名、当日 30 名。 

   【地域 DE 子ども見守り隊】 ふれあいコンサートの合唱の有無による。 

合唱がなくなれば係は不要。現状 64 名→30 名または 0。 
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   【研修会】来年度も全体研修会の中止が決定。代替え研修の実施 

（オンライン・DVD 配布など） 

        現状通り 30 名が望ましい。 

   【校外・卒対・立哨・バレーボール選手】人数は現状通り。 

 

  ②来年度役員選考および係登録の方法について 

   役員決定・・・懇談会 / 係登録・・・アンケート にて決定する。 

   役員立候補と係登録アンケートは同時配布する。 

 

  ③本部役員について 

   外会長１名、内会長１名、副会長２名、書記２名、会計２名、庶務 5 名。 

   立候補・推薦用紙の形式の変更（記名式、白紙での提出は不要、HP やメールの活用） 

 

  ④会長副会長選考の方法、配布した用紙の見直し 

   記名式へ変更する。 

 

  ⑤市 P 連事務局メンバー選考について 

   年度内にメンバーを決定したい（１名立候補者有）。 

 

  ⑥テトラパックの回収、来年度の給食試食会について 

   テトラパック回収は 9 月より再開、今後も継続する。 

給食試食会は来年度も中止。 

 

  ⑦ホームページ活用方法について 

   ペーパーレスへ移行する前に閲覧数を伸ばす必要がある。（急な移行はリスクが伴う） 

   行事前のお知らせを強化するなど、閲覧数を伸ばしていく。 

 

  ⑧学校無線ＬＡＮシステムについて 

   11/1 より申請が開始。LAN が使用できれば、もくせい会室 PC での HP 更新作業が 

可能になる。 

   セキュリティ面は市、市 P 連携して取り組む。 

 

  ⑨生涯学習課より マスクケース配布について 

   全体研修会や家庭教育学級がなくなったことで、事業費をその他のものに充てたい。 

   市からは「マスクケース」配布案があがっている。 

   4 小からは「健康チェックノート」配布を提案したい。 

（現状カードの紙の劣化、破損や貼り付けの手間を省きたい） 
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  ⑩「みんなでつくるもくせい会」の作成について 

   係数や委員会の詳細が決定次第、内容の確認、改正を実施する。 

   配布は１年生に限るか、全家庭に配布するか、内容次第によって検討する。 

  ⑪もくせい会会員票の取扱い、運用方法 

   会員票や保管用封筒の内容を刷新（6 年間使用、兄弟関係を明確に）したい。 

また、配布時期の見直しを行う。 

   広報誌や HP への写真掲載承諾欄も設け、情報を集約する。 

 

【7】その他 

 ・もくせい会活動におけることばの使用についての注意喚起 

  「ノルマ」「やらせる」「させる」「会長権限」「実績」「就任」「降格」「強制」など、 

   もくせい会の活動が威圧的、強制的な印象を与えることばを使用しないよう心掛ける。 

   本部が開かれた身近な場であることを広め、PTA 活動に自主的に参加できる場となるべく 

   前向きな肯定的表現を使用する。 

 

 ・自由参加による授業のお手伝いについて 

  詳細は、今後学校側と検討予定。係活動の枠に捉われないお手伝いを推進していきたい。 


