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はじめに
＠
多摩川小学校PTAガイドをご覧いただきありがとうございます。
PTAとは「Ｐarent-親」「Ｔeacher-先生」「Association-会」の頭文字をとったものです。

保護者と教職員が協力して、家庭・学校・地域における、子どもの幸福な成長を図るこ
とを目的としています。

新型コロナウィルスの感染拡大によって暮らしが激変する中、子どもたちの教育環境
も大きく変化してきました。PTA活動においても、時代の変化に合わせて、子どもたち
に必要な活動を、無理なく楽しく行えるよう、会員の皆さんの声に耳を傾けながら、誰
もが参加しやすいカタチを模索していきたいと考えています。

今後とも、PTA活動にご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

１．PTAの目的

保護者と教職員が協力し合って、子どもたちの幸福で健全な成長を図ることです。

２．多摩川小学校PTA組織図
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●会長とは？
PTA連合会理事会・ブロック会議
学校評議会など校外の会議に出席。
学校行事や地域の行事へ参加し、挨拶を
します。
役員会・運営委員会の次第を作成し、
司会進行をします。
また、PTA配布物の最終チェックやメール
配信システムの管理を行います。

●副会長とは？
各委員・同好会への連絡調整や会長の
サポートを行います。
学校行事、地域の行事への参加、お伝
いをします。
PTA主催のイベント等の企画・開催を
します。

【主な行事】
・花いっぱい活動
・夏祭り
・地域運動会
・児童館祭り
・外部懇談会、教育セミナー等

○ PTAのとりまとめ
○ 校内外行事の参加

○ 各委員の連絡・相談窓口担当
○ 校内外行事の参加

✓ PTA連合会等会議に出席
✓ P連を通じて、ほかの学校のPTA

会長と意見交換を行い、「横の連
携」を図ります。

✓ 各イベント会議に出席
（イベント前平日夜２～３回）

✓ 各種行事に運営として参加でき、
地域の方たちと知り合えるきっか
けも多いです

✓ 役員会・運営委員会の司会進行
（会長と副会長で輪番制）

✓ 各イベント会議に出席
（イベント前平日夜２～３回）

✓ 各種行事に運営として参加でき、
学校や地域の様子を肌で感じら
れます

✓ お手伝いを通じて子どもたちの
様子を近くで見ることができます

役員紹介

３名以上副会長

会長 １名
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●会計とは？
PTA会費の管理を行います。

・PTA会費の徴収
・古紙回収の奨励金請求
・決算報告書・予算案の作成

●書記とは？
配布物の作成・配布・配信、会議の
議事録作成を行います。

・役員名簿・PTAだより作成・配布・配信
・役員会・運営委員会の議事録作成
・会議資料の印刷
・臨時総会、総会資料作成、集計等

○ PTA会費の管理
○ 決算報告書・予算案作成

○ 資料作成・配布・配信
○ メール配信システムの運用

✓ 市役所・銀行での手続きがある
ため、平日日中に時間が取れる
方におすすめ

✓ ゆうちょシステムを使用した会費
引落とし、決算書、おたより作成
などパソコン作業があります

✓ マニュアルがあるので経理等の
経験がなくても心配いりません

書記

会計 ２名
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●会計監査
前年度の会計担当役員が就任し、
年２回（10月・４月）本会計監査
を行います。

２名

※ PTA室使用可能時間
月～金：８時半～１９時
土・日：学校の許可が必要

✓ 役員会・運営委員会での話し合い
の内容をまとめ、議事録にします

✓ 年数回PTAだよりを作成し、配布・
配信をします

✓ 月１～２回会議資料、おたよりの
印刷作業で学校に行きます



✓ PTA連合会等会議に出席
✓ P連を通じて、ほかの学校のPTA

会長と意見交換を行い、「横の連
携」を図ります。

✓ 各イベント会議に出席
（イベント前平日夜２～３回）

✓ 各種行事に運営として参加でき地
域の方たちと知り合えるきっかけ
も多いです

✓ 役員会・運営委員会の司会進行
（会長と副会長で輪番制）

✓ 各イベント会議に出席
（イベント前平日夜２～３回）

✓ 各種行事に運営として参加でき
学校や地域の様子を肌で感じら
れます

✓ お手伝いを通じて子どもたちの
様子を近くで見ることができます

３名以上副会長

会長 １名
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PTA本部から２名
（出向扱い）

PTA本部から２名
（出向扱い）

○ 関係団体との協力で

地域活動や行事を盛り上げ

●健全育成委員とは？
「あいさつ運動」「ソフトボール」「盆踊り大会」
「社会を明るくする運動」「児童館まつり」
「ジュニアサブリーダー」活動などを実施
します。
保護者の皆さんのPTA活動のお手伝いの
多くは、こうした関係団体の共同事業です。

その他学校行事の補佐を務め、地域の子
ども達の健やかな成長を見守っています。

健全育成委員会の書記として役員会※ １

に出席します。

●学校開放委員とは？
多摩川小学校開放運営委員会は、調布市
から委託を受け、多摩川小学校の校庭と
体育館を地域住民に開放しています。
学校開放委員は、PTA、教職員、各スポー
ツ団体、健全育成、自治会、地域住民、調
布市スポーツ推進委員等各組織の代表の
方で構成されています。

学校開放委員会が主催する行事には、
「開放プール」「地域運動会」「たまごわ祭
り」「スポーツ教室」等があり、その他様々
な地域行事への参加・共催などの取り組
みをしています。

学校開放委員会の書記として役員会※ １、

定例会※2に出席します。

○ 学校施設の運営・管理
○ 地域行事への参加・共催

✓ 地域の方々との活動がメイン

✓ 企画・お手伝いは主に土曜・日曜
にあり活動日は早めに決まります

✓ 書記としての出向のため、Ｗｏｒｄ
等のパソコン作業が苦にならない
方におすすめ

※１ 月１回月末土曜夜に開催
※２ 月１回第１火曜１９時に開催

※１ 月１回土曜１９時に開催

学校開放委員

✓ パソコンを使用した会議資料やお
たより、掲示物の作成、たづくり等
での印刷作業があります

✓ 毎月初め、開放状況報告書（開放
ノート）を回収し集計、事業報告書
に記載し学校へ提出するため、
平日学校に行く時間が取れる方
におすすめ

健全育成委員
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●運営委員とは？
PTA活動（親と学校が協力し合って行う
活動）をするにあたり、PTA本部（PTA会
長・副会長など）と各学級保護者の橋渡
し役になります。

運営委員会（年９回程度）に出席し活動
報告をします。

●広報委員とは？
広報委員の主な活動は、多摩小PTA
広報紙「たまがわ」の発行です。
学校全体の取り組み、ＰＴＡ活動、地域
とのつながりを中心に広報紙の企画、
取材、編集を行います。子供たちの生
き生きとした様子を伝えるように身近な
話題を題材として、親しみやすく読みや
すい紙面作りを心がけて委員が活動し
ています。

また、代表者が順番で運営委員会に
出席し、活動報告や協議をします。

○ クラスとPTA本部の橋渡し役
○ 学校行事の補佐

○ 広報紙「たまがわ」の発行
○ 学校やPTAの取り組みをお知らせ

✓ 各学年代表者が運営委員会
に出席（１人年２～３回）

✓ 各クラス２名選出なので心強く
急な予定が入っても、同学年の
委員でカバーし合えます

✓ 同学年の保護者と知り合うきっ
かけになります

✓ 編集担当者２名をおき、パソコンで
データ制作・入稿作業を行います
作業は自宅で完結できます

✓ 印刷業者・写真業者等とのやり
取りが発生します

委員紹介

各クラス１名広報委員

運営委員 各クラス２名
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●ベルマーク委員とは？
各クラスや近隣スーパーなどに設置した
回収箱からベルマークや使用済みインク
カートリッジを回収し、集計作業を行います。
これをベルマーク財団へ送ることにより、
１点あたり１円がそれぞれの学校のベル
マーク預金※１となり、貯まった預金で自分
達の学校の設備品購入を検討※２します。
（この設備購入代金の１割がＰＴＡからの
寄付金となり、へき地学校などの援助に
役立てられています。）
回収活動を広く呼び掛ける為、年数回
「ベルマークだより」を発行しています。

また、代表者が順番で運営委員会に
出席し、活動報告や協議をします。

●選考委員とは？
次年度のPTA本部役員選考の活動をして
います。
役員立候補者を募る「選考だより」を配布・
配信し、回答の集計作業を行います。
立候補者が足りない場合には、対象者の
中から副校長先生の抽選によって選ぶ
「抽選会」を開催することもあります。
役員候補者が揃ったら、具体的な役職を
決定する「選考会」を現職のPTA本部役員
と共に開催し、会の準備と司会進行を行い
ます。

また、代表者が順番で運営委員会に
出席し、活動報告や協議をします。

○ ベルマーク等の回収、集計、管理

○ ベルマーク預金で設備品の購入を検討

○ 次年度のPTA本部役員を選考
○ 抽選会や選考会の開催

✓ 年３～４回定例会（土曜）を開催
し全体で集計作業を行います

✓ 集まる回数は少なく、活動日も早
めに決まるので、自分のペースで
活動できます

✓ 自宅作業が好きな方におすすめ

✓ 次期PTA本部役員の選出

✓ 花いっぱい活動に交代で参加

✓ 活動は、１学期と選考会のある
１１月に集中するのでメリハリが
あります

１～３年
各クラス１名

選考委員

ベルマーク委員 各クラス１名
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※１ ベルマーク預金残高は年度末に PTA 本部へ報告します。
※２ ベルマーク預金での物品購入の際は、学校、PTA、

ベルマーク委員会で相談して物品を決めます。
（購入例：一輪車や暖房器具等）



●校外委員とは？
校外委員は学校の外のこと、特に「交通
安全と防犯」子供たちの安全を守ること
を目的として、地域と連携してさまざまな
活動をしています。
新年度の登校時の旗振りや「こどもの家
プレート」の設置確認、地域のパトロール、
地域運動会のお手伝いをします。

学校や地域の特色に合わせた活動を行
い、保護者が参加しやすい運営に取り組
んでいます。

また、代表者が順番で運営委員会に
出席し、活動報告や協議をします。

○ 子ども達の安全を守る活動
○ 次期校外委員の選出

✓ 人数が多いのでお友達との応募
も可能

✓ 学校行事を子どもたちと一緒に
盛り上げることができます

✓ 保護者同士が仲良くなれたり
地域の特色を知ることができます

選考委員

校外委員 ２０名程
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Q1. 会員の入退会の方法を教えてください。

A1. 令和４年度から、試行でメール配信システム（マ・メール）を導入しました。入退会の手続き

はメールで行います。詳しくは入学（転入）時、もしくは更新時に配布した「登録方法」をご参
照ください。お手元にない場合は、PTAの方へご連絡ください。

この他、PTAに関するご意見やご質問などございましたら、会員登録の
際、お送りしたマ・メールアドレスへご連絡ください。

Q2. 会費は何に使われていますか？

Q3. 会員は、役員・委員を必ずやらなければいけませんか？

Q5. PTA室はどこにありますか？

Q6. 役員会・運営委員会はいつありますか？

Q7. 会員登録は父親、母親どちらでも大丈夫ですか？

Q4. 学校行事でのPTAお手伝いボランティアについて教えてください。
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A7. 大丈夫です。システムの都合上、原則保護者１名様のご登録をお願いしています。PTA活動

やイベントの参加は、交代したり、一緒に参加して頂けるものもあります。また、男性の方は
「おやじの会」という父親の集まりもあります。

A6. 月１回（年９回程度）土曜の午前中、同日に開催しています。運営委員会は、各委員、交代

制で出席しています。お子様連れでもOKです。

A5. 新校舎の３階、３－４の教室と図書室の間にあります。平日は許可等不要で使用できます。

A4. 行事の開催等が決まり次第、都度、メール配信システム（マ・メール）を通じてお手伝いボラ

ンティアを募集します。

A3. 基本はお子様１名に対してクラス委員１回と１家庭で校外委員１回、もしくは本部役員を

１家庭１回お願いしております。多摩川小学校の児童のことや学校、先生方のことなど
色々と知ることができる良い機会ですので、ご無理のない範囲で是非ご協力をお願いします。

A2. 教育後援費、PTA運営費として使われています。PTA活動のほかに、子どもたちの学校生

活がより良いものとなり、不便にならないよう物品の新調等を行っています。
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