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～役員立候補 応援特集～

令和 4 年度の役員選出の季節となりました。
昨年度から、会則を改正したのを覚えていますか？
・各クラス 2 人（５月決定） ⇒・全体からクラス数×2 人（３月決定）
働く方でも予定がつきやすく、立候補のタイミングをご自身で選びやすくなりました。
今回は、よくある疑問・質問の回答や、先輩役員のメッセージをご紹介します。

役員選出 よくある質問

Q 初めてで部の活動内容が
わからないのですが

Q 働いていてもできますか
A

はい。ほとんどの方が、働きながら役員になっていら
っしゃいます。
「経験者アンケート（下の記事参照）
」

A 表にまとめてみました。ご覧ください。

安全部

家庭教育
学級部

環境部

行事部

資源部

によると、東所沢小学校では、のべ人数で「フルタイ

安全な登下校のための通学班編成や、通学
路の安全管理・危機管理を学校と進めま
す。また、子どもを見守る青色パトロール
などを行います。

ム勤務」
（約 32％）、
「パート・短時間勤務」
（約 31％）

旬なテーマの「ひがとこ学級」を、合同講
座を含め、年８回程度開催・運営します。
学級生の募集や管理、案内の作成などのほ
か、次年度のテーマや講師などの企画案を
作成します。

動していますので、働いている方の視点も、運営には

で約３分の 2、その他の働き方の方も含め、70％以
上の方が働きながら役員を務めてくださいました。
PTA 活動全体で、効率化やスリム化も目指して活
なくてはならないものです。
11
7.9%

除草やトイレ清掃など、PTA 主体の美化
活動の運営をし、係の方の割振り・配置を
します。また、ベルマーク活動を主導し、
子どもが使う学校用具に交換しました（ラ
イン引き・アンプなど）
。
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35
25.0%

n=140
44
31.4%

フルタイム勤務
パート・短時間勤務
無職・家事専業
自営・家業・個人業
その他

43
30.7%

春・秋の学校公開などを始めとした、保護
者にも公開する学校行事が円滑に進むよ
うに、支援します。見学者の入退場の整理・
誘導や、係の方の割振り・配置をします。

｢

校内で随時行う資源回収の管理・運営をし
ます。年２回の大規模回収と、それに向け
た、協力者の募集やあいさつ回りなどを担
当します。回収資金で、学校・児童に必要
なテントや検温器を購入できました！

｣

今回の紙面に、結果・回答内容の一部を掲載させていた
だいています。お忙しい中、ご回答くださった皆さま、ご
協力ありがとうございました。
・配布数 119 人 ・回収数 103 人 ・回収率 86.6％
・対象 H29～R３年度 PTA 役員名簿に掲載された
保護者の皆様（卒業生の親を除く）

子どもたちの学校環境をよりよくするため活動をしてい

※詳細な結果は、本部会議の記録として報告します。

ます。皆さんのご協力をお願いします。
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Q 平日昼間の集まりは仕事で
出席できないことがあります
Ａ

Ｑ 土日にも活動はありますか
Ａ

土日の行事などで役割を担う部もありますので、部
内で日程を合わせてのご参加にご協力をお願いしま

平日の集まりを０にはできませんが、可能な範囲で

す。また、部内の話し合いなどは、最小限となるよう、

ご出席いただければと思います。行事部・資源部な

普段は LINE を利用していただいています。

ど、土日にも活動がある部もあります。もし、出席
できないことがあっても、情報共有のツールとして

んで協力しあって活動していただいていますので、

Q パソコンが使えないのです
が、大丈夫でしょうか。

ほかの部分で補っていただくようにお願いします。

Ａ

各部で LINE を使っていただいています。また、自
宅でのパソコン作業など、役割分担をしながら皆さ

はい、大丈夫です。パソコン作業は、できる方に分
担していただいています。パソコン以外の部分でも

働いている方ばかりだったので、分担もスムースで
積極的でした。なかなか参加しづらいからと、家で
のパソコン作業を引き受けてくれた方には感謝！

役割はたくさんあります。また、ご自宅にパソコン・
プリンタがない場合は、PTA 活動室の共用のパソコ
ン・プリンタを使っていただくこともできます。

Ｑ まったく経験なくても、で
きるのでしょうか
Ａ

パソコンが苦手な私でもなんとか乗り切れました。
できることで協力する姿勢、大切です。

Ｑ 新６年の保護者は、卒業す
るので役職は難しいのでは？

新旧役員が同時に集まる機会を作ったり、引継ぎ資
料を各部で作成したりしています。また、活動データ
の入った USB を公式に引き継いでいますので、昨
年までのものを参考にできるよう配慮しています。

Ａ

ほかに、学校の PTA 活動室にこれまでの文書も保存

わずに担っていただけるよう、配慮しました。卒業す

してあり、ご覧いただけます。もちろん、新しく集ま

る新６年生の保護者でも、卒業前に引継ぎをするこ

った方々で、動きやすいように変更しながら活動す

とができますので、役職を問わず、安心して役員を務

ることも可能です。

めていただけます。

前任からの引継ぎもあり、安心でした。困ったとき
も、みんなで協力して知恵を出し合いました。

Ｑ 立候補してないのに、くじ
で当たったら困ります

Ｑ 出産予定があり、役員をで
きないのですが．．．
Ａ

引継ぎの日程を３月中に変更することで、学年を問

Ａ

もし、くじで運営委員に選ばれた場合は、子どもた
ちのためにご理解ご協力をお願いいたします。なお、

出産予定の方、介護の方、ご自身が病気を抱えてい

くじは、立候補者が不足する場合に、会則に従って、

る方など、一定の事由に該当する方は、その年の役員

１回も役員経験のない方から順に行います。

の免除を受けることができます。その場合でも、もし

各世帯 2 回って、お互い様だと思える回数だと思
います。立候補の時期も選べるようになったし、や
れるときにやっておくといいと思います。

ご家族で代わりに役員を務めることができる方がい
る場合は、活動してくださる方のお名前で、選出アン
ケートにご記入ください。
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役員やってよかったことは？
アンケート結果から、先輩役員からのメッセージをご紹介します。

子どもに会えて、喜んでくれる。
小学生の今だけの貴重な時間！

子どもの安心に！
学校生活を支えてる実感！

・PTA で学校に行って、子どもに偶然会え
ると喜んでくれるのが、何よりもうれしい
です。先生に会う機会も増えるし、学校の
いろんな場所に行く機会があって、子ども
との話題も弾みました。
（本部）
・スケジュールの調整など
で大変なときもあるかもし
れませんが、親として今し
かできない貴重な経験だか
ら、楽しんでほしいです。
子どもにも頑張る姿を見せ
られます。
（家庭教）

・通学班編成の作業は大変ですが、学校
と連携しながら、子どもの安全に地域と
して関わる重要な仕事だと思います。
（安全部）
・活動の成果で、学校が必要と
する備品を購入することがで
き、学校運営に携わった実感が
ありました。リサイクルへの意
識も変わりました。
（資源部）

大変そうなイメージありました(笑)
でも、大切ってわかった！
敷居が高い？いいえ、
私にもできる役割がある！
・PTA というとかまえてしまうかもしれま
せんが、学年を超えたほかの保護者の方々
と交流ができ、活動への理解も深まりまし
た。やってよかったです。
（安全部）
・子育てや仕事、普段の生活
だってもちろん大変です。そ
の中で、PTA に参加、活動
し、大変ながらも充実感もあ
りました。自分の中に少しで
も気持ちがあるなら、ぜひ立
候補するといいと思います。
（行事部）

学校での子どもの様子を
見る機会が増えた（48.5%）

・行事の前は、平日・休日関係なく連絡を取り
合うこともあり忙しいのですが、活動中はやり
がいを感じました。他学年の保護者や先生方と
交流する機会が増え、行事のスケジュールも一
足先に知ることができました。（行事部）
・定期的にやるべき行事があり、正直楽ではあ
りません。大変ですが、達成感はあります。自
分でできる範囲で無理のない活動もあると思い
ます。その活動を通じて、楽しく子どもや学校
のサポートをしていってほしいです。
（環境部）

わが子の学年を超えて、ほかの
保護者と交流ができた（66.3％）
PTA 活動への理解が
深まった（66.3％）

地域での交流が
できた（増えた）
活動へのやりがいや
達成感があった
子どもに頑張る姿を
見せられた
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学校の運営に関わった実感が
あった（37.6％）
学校や先生との関係が深まった

アンケート集計結果より
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本部役員も募集中です〔よくある質問〕

Q 本部は、どんなことをして
いるのですか？

Q どのくらいの頻度で集まり
がありますか？

A

A

本部全体としては、PTA 活動の効率化・全体運営の

正式な会議として、総会（年 2 回）
・本部役員会（年

ためのミーティングなどを進める役割を担っていま

2 回程度）
・運営委員会（年２～3 回程度）などがあ

す。具体的には、運営委員各部の発行物の確認、会則

ります（これらの会議は同日に開催する場合もあり

や活動マニュアルの整備や管理、PTA 会計の管理、

ます）。ほかに、会議のない月に本部ミーティングを

学校との調整などを進めます。また、地域活動の参

開催し、学校との情報共有や PTA 全体の運用・会議

加・協力、PTA 活動全体の広報など、対外的な役割

の準備を進めます。日程は調整して決めるほか、仕事

も担います。

などで休む場合は、ほかの役員と情報共有しながら

とはいえ、本部の役員が特別忙しいということは

補い合って進めています。

ありません。運営委員の方々と同様に、役割に沿って
それぞれ活動をしています。また、上下関係などもな

Q 運営委員の経験がなくても
できますか

く、運営委員も本部役員も同じ PTA の役員ですの
で、気兼ねなく参加していただけます。

A

Q 本部役員は、何か報酬があ
るのですか
A

はい、できます。本部役員も、PTA 活動の役割の一
つなので、経験を問わずに担っていただけます。もち
ろん、経験があれば、よりやりやすさはあると思いま
す。引継ぎ資料や、前任者と連絡を取れるような体制

報酬はありません。やりがいや、学校・保護者の皆さ

作りを通じて、皆さんの支援をしていきます。フォロ

まから感謝のことばをいただく機会などが報酬に替

ー体制の一環として、経験者に、相談役を依頼するこ

わるものです。

ともできます。

東所沢小学校 Web サイト
学校の Web サイトの PTA のページが、部ごと
に分かれ、資料が探しやすくなりました。
立候補に関するお知らせや会則は、
「PTA 本部」
に掲載しています。ぜひご覧ください。
※パスワード等は、ほっとメールなどでお知らせします。

東所沢小学校 ＰＴＡだより第１号が「特別賞」を受賞しました
本年度６月に発行した、PTA だより第１号は、お楽し
みいただけましたか？学校の先生を紹介し、クイズもつい
ていた、あの広報紙です。
所沢市 PTA 連合会の開催する「広報紙コンクール」に
出品し、このたび、特別賞「コストパフォーマンス賞」を
受賞しました。
当校 PTA では、広報部などはなく、本部役員の副会長
が中心となって広報紙を企画・発行しています。
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