
 

令和 4年 12月吉日 

PTA会員の皆様 

府中市立府中第九中学校 PTA 

会 長  古 川  耕 央 

 

 

第２回運営・常任委員会のご報告 

 

 令和 4 年 12 月 5 日（月）より、第 2 回運営・常任委員会を Band アプリ上での書面で執り行い、決議

事項を審議し、すべて承認されましたことをご報告いたします。 

（審議日：令和 4 年 12 月 9 日、常任委員会対象者 76 名） 

 

議題 

１． 活動報告（8 月 29 日～12 月 3 日）及び予定（12 月 4 日～） 

 

＜別紙 1.参照＞ 

    ・本部 

・学年委員会 

・文化委員会 

・広報委員会 

・校外委員会 

・推薦委員会 

（承認 76名 不承認 0名） 

 

２． 会計中間監査報告（令和 4年 4月 1日～令和 4年 9月 30日） 

 

令和 4年 10月 8日に中間会計監査を行いました。 

その結果、通帳、元帳、出納帳、領収書、現金とも適正に処理されていたことを 

ここにご報告いたします。 

10月 11日に会計中間報告を全会員に配布しております。 

（承認 76名 不承認 0名） 

 

３． あいさつ運動の報告 

日 時： 9月 1日(木) ～12月 3日（土） 

場 所： 2階昇降口前 

参加人数： 9月 1日～ 12月 3日  106名 

 

 



 

４． 六・九中学区 PTA 役員連絡協議会の報告 

日 時： 10月 21日（金）10:00～12:00 

場 所： 九中 武道場 （分科会は一部 ミーティングルーム） 

参加者： 八小、小柳小、四小、南白糸台小、九中（六中は書面参加） 

   学校長、九中副校長、PTA会長、副会長、書記、会計、 

   各委員長・書記 

 

3年ぶりに対面形式で開催しました。今回、九中は幹事校であり、事前準備の話し合いたい内容のとり

まとめや質問への回答など、各委員会の皆様には当日だけでなく事前からご協力いただき、ありがとう

ございました。そのおかげで、当日の分科会はスムーズかつ盛況に終了したと思います。 

各校の活動や悩みや今後の計画などを共有できたことにより、今後の活動に役立つものが多くありま

した。そして、同じ立場の人たちと顔を合わせて話ができたことが何よりもよかったと思います。 

分科会で話し合った内容は報告書にまとめ、委員の皆様には配布しておりますので、今後もご活用く

ださい。 

当日朝の会場設営準備のお手伝いをして下さった方も、ありがとうございました。 

 

 

５． 本部および各委員会の検討事項 ＜別紙 2.参照＞ 

 

1. 本部…令和 5年度お手伝い係について（承認 76名 不承認 0名） 

2. 学年…家庭教育学級について（承認 76名 不承認 0名） 

3. 文化…クチコミ企画について（承認 76名 不承認 0名） 

 

 

６． その他、今後の予定（12 月 4 日～） 

 

・第 5回校外委員会    …12月 15日 

・作品展 学校手伝い    …1月 28日 

・令和 5年度 PTA本部役員候補お礼の会(推薦委員会) …1月 28日 

・第 6回校外委員会    …1月 28日 

・給食用食材選定会 （学年委員会）  …2月 10日 

・P連 教育長と語る会 （学年委員会）  …2月 15日 

・合唱コンクール 学校手伝い   …3月 10日 

・卒業生に向けて制服回収（文化委員会）  …3月 20～23日 

・第 3回運営・常任委員会    …3月 

・ゆずりは 107号発行（広報委員会）  …3月 

 

 

７． 第３回運営・常任委員会 ３月中旬を予定 視聴覚室 

以 上 



 

別紙１ 

第２回運営・常任委員会 本部と各委員会の活動報告 

（令和４年８月 2９日～令和４年１２月３日） 

 

* 本部 * 

9/1～7 第 1回運営・常任委員会 書面開催 

9/1   P連理事会 

9/8   地区懇談会 警察署での打ち合わせ 

  青少年対策第九地区委員会 

9/22  まちの安全推進発表会 

  推薦委員会 電話折衝 

9/28 第 3回校外委員会 

9/30  第 3回本部会 

10/6  推薦委員会 候補者説明会 

10/7  推薦委員会 候補者説明会 

10/8  会計 中間監査 

  推薦委員会 候補者説明会 

 地区懇談会(YouTube生配信) 

10/13 青少年対策第九地区委員会 

10/21 六・九中学区 PTA役員連絡協議会 

10/22 P連ｽﾎﾟｰﾂ研修会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ予選会 

10/29 地域清掃 

 第 4回本部会 

10/31 給食試食会(府中市立学校給食ｾﾝﾀｰ) 

   本部・広報委員会 話し合い 

11/9 第 4回校外委員会 看板作り他 

11/17 青少年対策第九地区委員会 

 

* 校外委員会 * 

9/1～7 第 1回運営・常任委員会 書面開催 

9/22  まちの安全推進発表会 

9/28  第 3回校外委員会 

10/8  地区懇談会(YouTube生配信) 

10/21 六・九中学区 PTA役員連絡協議会 

10/22 P連健全育成委員会 

10/29 地域清掃 

11/9  第 4回校外委員会 看板作り他 

11/16 令和 5年度校外委員選出 文書ﾁｪｯｸ締切 

11/18 令和 5年度校外委員選出 

事前案内ﾒｰﾙ配信 

11/21 令和 5年度校外委員選出ﾒｰﾙ配信 

11/24 令和 5年度校外委員選出締切 

11/25 令和 5年度校外委員選出ﾒｰﾙ再送 

   紙回収及び Google ﾌｫｰﾑﾁｪｯｸ 

11/28 令和 5年度校外委員選出再締切 

 

 

* 学年委員会 * 

9/1～7 第 1回運営・常任委員会 書面開催 

9/30  中間会計報告書提出 

10/13 六・九中学区 PTA役員連絡協議会 

ｱﾝｹｰﾄ回答提出 

10/21 六・九中学区 PTA役員連絡協議会 

10/24 六・九中学区 PTA役員連絡協議会 

報告書提出 

10/28 令和 6年度修学旅行業者選定会に参加 

12/3  2学期活動報告書提出 

 

≪家庭教育学級係≫ 

9/30  家庭教育学級開催のお知らせﾒｰﾙ配信 

10/1～10 家庭教育学級 YouTube 配信 

10/6  家庭教育学級開催のお知らせﾒｰﾙ再送 

10/18 謝礼,領収書確認作業 

10/28 ｱﾝｹｰﾄ結果ﾒｰﾙ配信 

11/5  精算 

11/20 提出資料,領収書受け渡し最終チェック 

 

≪給食試食会係≫ 

9/8   給食試食会告知ﾒｰﾙの配信 

10/4  給食試食会参加者募集ﾒｰﾙの配信 

10/8  給食試食会最終確認打ち合わせ 

10/11 給食試食会参加者該当者へ決定ﾒｰﾙ配信 

10/12 給食ｾﾝﾀｰへ当日予定の確認連絡 

10/14 給食試食会集金 

10/17 給食ｾﾝﾀｰへ最終参加者人数の連絡 

10/31 給食試食会開催 

   給食試食会費振込 

11/13 係内反省会,報告書作成 

11/16 保護者宛て給食試食会報告書ﾒｰﾙ配信 

 

 

 

* 広報委員会 * 

9/1～7 第 1回運営・常任委員会 書面開催 

10/21 六・九中学区 PTA役員連絡協議会 

10/31 本部・広報委員会 話し合い 

 

 

 



 

* 文化委員会 * 

9/1～7 第 1回運営・常任委員会 書面開催 

9/6   ｺﾐｭ協是政文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 

   第 3回常任理事会 

9/14  コミュ協防災訓練 お手伝い 

9/22～10/4 ｸﾁｺﾐ企画「9chuu!知恵袋」 

      アンケート募集 

10/8  ｺﾐｭ協ｹﾛちゃん軽ｽﾎﾟｰﾂ大会 お手伝い 

10/21 六・九中学区 PTA役員連絡協議会 

10/26 ｺﾐｭ協ﾊﾛｳｨﾝ仮装大会 お手伝い 

10/28 ｸﾁｺﾐ企画「9chuu!知恵袋」ｱﾝｹｰﾄ結果公開 

   新入生対象 標準服&体操服ﾘｻｲｸﾙ展示会 

11/8  ｺﾐｭ協是政文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 

   第 4回常任理事会 

 

 

* 推薦委員会 * 

8/29  「令和 4年度 PTA本部役員・会計監査 

   推薦委員発足のお知らせ」 

   「令和 5年度 PTA本部役員・会計監査 

   候補者推薦のお願い」 

   上記 2部を印刷,各家庭に配布 

   学校からメール連絡 

9/8   推薦用紙の回収,開票 

9/12  候補者へ文書配布 

9/22  第 1回電話折衝 

10/6  候補者説明会(1日目) 

10/7  候補者説明会(2日目) 

10/8  候補者説明会(3日目) 

   次のアプローチについて打ち合わせ 

10/11～ 候補者の回答確認 

10/21 六・九中学区 PTA役員連絡協議会の会場 

   設営手伝い 

 

 

【今後の予定】 

12/5～9 第 2回運営・常任委員会 書面開催 

12/15 第 5回校外委員会 

1/28  作品展 学校手伝い 

   令和 5年度 PTA本部役員候補お礼の会 

   第 6回校外委員会 

2/10 給食用食材選定会参加 

2/15  教育長と語る会参加 

2月  「令和 5年度本部役員・会計監査候補者 

   内定のお知らせ」印刷,配布 

3/10  合唱コンクール 学校手伝い 

3/20～23 標準服&体育着リサイクル回収 

3月中旬 第 3回運営・常任委員会 

3月  ゆずりは 107号発行 

日程未定 会計監査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           別紙２－1 

第 2 回運営・常任委員会 検討事項 

 

 

1.本部  検討事項  

 

 

令和 5 年度お手伝い係の変更について  

 

主に学校行事の手伝いに「お手伝い係」として会員の皆さまにご協力をお願いしておりますが、

来年度からは「お手伝い係」の範囲を広め（一部、委員会活動と入れ替え）、委員会メンバーの負

担軽減と、より適切なお手伝い係および委員会の活動を目指したいと思います。  

 

〇これまでの活動実態  

 今年度まではお手伝い係として以下の内容をお願いしています。  

1. 学校公開時の受付および自転車誘導案内   （30 名） 

2. 運動会当日の受付、自転車誘導等      （35 名） 

3. 地区懇談会       （21 名）※本来 60 名募集 

4. 地域清掃 炊き出し手伝い     （12 名） 

5. 道徳地区公開講座参加     （15 名） 

6. 作品展受付、会場パトロール    （28 名） 

7. 合唱コンクール  会場入り口案内等   （ 6 名） 計 147 名（本来 187 名） 

 

〇検討内容  

（１）1 日参加のみの行事は委員会活動からお手伝い係に移行  

1. P 連主催 1 日参加のみの行事  

・P 連まちの安全推進発表会（校外委員会）   （ 2 名） 

・P 連健全育成委員会（校外委員会）    （ 8 名）※今年度 2 名参加  

・P 連家庭教育学級（推薦委員会）    （ 3 名） 

 

2. 可能であれば、修学旅行業者選定会を学年委員会の活動からお手伝い係に移行  

・今年度は 1 年学年委員     （ 4 名） 

 

 

（２）学校公開時受付および自転車誘導案内を学年委員会の活動に移行  

学校公開と言っても、毎回少しずつ内容が異なります。それにより、受付と自転車誘導の仕事

内容も変わります。それを毎度新しい方に一から説明して行っていただくことが非効率であると

判断し、年間通して同じ人（グループ）に作業をお願いすることにより、効率化を図りたいと思

います。  

※別途、学年委員会、文化委員会から「家庭教育学級」についての検討事項がありますが、その

検討事項と合わせて、委員会の活動量のバランスをとっておりますことをご了承ください。  

  



 

 

（３）IT 担当の増設  

 近年、PTA 本部および各委員会にてペーパーレス化を進めております。しかし、委員の中には

PC やタブレット、スマートフォンを使い慣れない方もいらっしゃると思います。  

今後、委員会内に IT に慣れている人が一人もいないケースもあり得ることを考え、その時に、

IT に詳しい方をお手伝い係としてお願いしておくことにより、代わりに作業してもらうことで、

委員の負担を軽減できるのではないかと考え、IT 担当を作りたいと思います。  

 

 

（４）P 連スポーツ大会  バレーボール・卓球チームメンバー参加募集  

 P 連スポーツ大会のバレーボールと卓球における九中チームの問題は人数不足です。  

毎年、参加募集を行っていましたが、応募はなく、現在、バレーボールチームは 5 名、卓球チー

ムは 10 名です。今年度、バレーボールは府中第四中学校との合同チームとして参加しましたが、

予選第 1 位であったにも関わらず、合同チームなので決勝に参加できませんでした。  

 お手伝い係の内容に「バレーボール・卓球チームに参加」を加え参加することで PTA 活動に参

加したことになります。特にバレーボールは経験者でないと難しいので、強制ではありませんが、

募集の窓口を広めるための試みです。  

 

 

〇来年度のお手伝い係  

1. 運動会当日の受付、自転車誘導等      （35 名） 

2. 地区懇談会       （60 名） 

3. 地域清掃 炊き出し手伝い     （12 名） 

4. 道徳地区公開講座参加     （15 名） 

5. 作品展受付、会場パトロール等    （28 名） 

6. 合唱コンクール  会場入り口案内等   （ 6 名） 

7. P 連まちの安全推進発表会     （ 2 名） 

8. P 連健全育成委員会      （ 8 名） 

9. P 連家庭教育学級      （ 3 名） 

10.修学旅行業者選定会  ※1 年生のみ    （ 4 名） 

11.IT 担当       （ 5 名） 

12.バレーボール、卓球チーム参加    （希望者）  計 178 名+α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          別紙２－２  

第 2 回運営・常任委員会 検討事項 

 

 

2.学年委員会  検討事項  

 

 

家庭教育学級について  

今年度、家庭教育学級は Youtube 配信の形で開催しました。配信期間を１週間にしたことによ

り、会員の皆さまが都合の良い時間に何度も見ることができ、 Youtube 配信は好評だったと思い

ます。  

視聴回数も１１０回でした。しかし、以下の通り問題点も浮かび上がりました。  

 

1. 企画内容の検討と講師探しが大変  

   

   講座内容が興味深いものでなければ、参加者数が減少します。過去には一般参加者が数名

のみで、本部役員や学年委員が人数集めのために参加せざるを得なくなった時もありました。 

   講師を探す作業も担当の負担がとても大きくなります。  

これが近隣学校の PTA 共通の悩みであることも、先日の六・九中学区 PTA 役員連絡会議の話

し合いで分かりました。  

  

2. 従来の講習会開催は難しい  

 

働いている会員が多い中、従来の平日昼間開催の講習会では参加者が集まりません。しか

し、今回のような Youtube 配信をするには、動画編集や配信のための準備等、IT に詳しい人

がいないとできません。今回は講師の方に動画編集や配信準備をお願いしましたが、講師の

負担が多く、Ｐ連から支出される謝礼額だけでは少ないですし、今後、毎回講師の方が動画

編集や配信準備までしてくださるとは限りません。  

 

上記を踏まえて考えると、今まで通りの家庭教育学級を開催するのはとても困難だと判断しま

す。 

P 連主催なので、九中 PTA だけの判断で廃止にすることはできませんが、今後も会員のために

なる家庭教育学級を継続するためには、抜本的な変更が必要だと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          別紙２－３  

第 2 回運営・常任委員会 検討事項 

 

 

3.文化委員会  検討事項  

 

 

クチコミ企画について  

1. クチコミ企画に関する活動報告  

コロナ禍以前に例年開催されていた「文化講習会」を見直し、今年度は在校保護者にオンライ

ンアンケートでクチコミを募集する企画を試験的に開催しました。入学準備に役立つクチコミ情

報を集め、新入生保護者と在校生保護者合わせて 500 名以上に、オンラインで共有しました。  

 

＜公開 1 か月のアクセス状況（10 月 28 日～11 月 26 日まで）＞  

ページビュー 292  /  ユーザー数  189  /  平均滞在時間 4 分 28 秒 

 

＜感想アンケート回答  38 件＞  

非常に参考になった  71% 

まあまあ参考になった  26% 

普通  3% 

参考にならなかった  0% 

 

●感想の声から一部抜粋  

・自分の子の入学前の時に知りたかった（同様多数）  

・知りたいことがとっても見やすくまとまっていて、これから入学の保護者は非常に役立つ素

晴らしい内容だと思った。  

・入学前の説明会に参加できず周りにも九中のお子さんがいないため、本当にありがたかった。  

・自分が答えたアンケート結果も反映されていて、どなたかの役に立っているといいなと思い

ました。  

 

●来年度以降の活動について  

文化講習会の復活を希望  0% 

クチコミ企画継続を希望  51% 

どちらでもかまわない  40% 

どちらも廃止し、活動スリム化を希望  9% 

 

 

●意見から一部抜粋  

・クチコミ面白かったです。負担が大きくないなら継続して欲しいです。  

・文化講習会は参加者がそれほど多くないので、一部の方の為だけの活動は不要と思う。  

・仕事をしている保護者が増えている事を考えてもＰＴＡの活動は縮小化していくべきだと思

う。 



 

 

2. クチコミ企画継続の提案  

 

以上のアンケート結果もふまえ、文化委員会内で来年度の活動について話し合いました。平日

集まる文化講習会と違って、すべての保護者がこの活動に参加・貢献・閲覧するチャンスがあり、

多くの人にとって有意義であると考えます。  

来年度以降も、クチコミ企画を正式な活動として継続することを提案いたします。  

 

 

3. 家庭教育学級との一本化の提案  

 

感想アンケートの「今後どのようなテーマを取り上げてほしいですか？」項目では下記のよう

な結果になりました。（重複投票あり）  

 

1 位 勉強、受験に関すること  28 票  

2 位 学校生活に関すること  23 票  

3 位 趣味や遊びに関すること  18 票  

4 位 クラブ活動に関すること  17 票  

5 位 思春期に関すること  16 票  

6 位 スマホに関すること  14 票  

7 位 成長期に関すること  12 票  

 

このように、クチコミ企画に対して保護者が期待している内容が、家庭教育学級のテーマと重

なる部分も多いことがわかります。  

クチコミ企画は文化的なものをはじめ、家庭のことや教育のことなど、今後は様々なトピック

を取り上げることができ、今悩んでいる方の生の声を聞くことができるもので、家庭教育学級に

も当てはまると考えています。  

そこで来年度以降、クチコミ企画を家庭教育学級とすることを提案いたします。  

 


