環 境 安 全 委 員 会
環境安全委員会は、【校外グループ】と
【資源グループ】の二つから構成されています。
【校外グループ】では、子供達の学校外での
「安心・安全」を確保するため、校外指導員と
連携し、防犯環境の確立や安全対策に努め
ています。
【資源グループ】では、児童に資源の大切さを
身近に感じてもらうことを目的に資源回収
作業を行っています。

委員会の開催月

主 な 事 業 内 容

委 員 会 の 目 的

自転車点検
運動会協力、音楽会協力、各種講演会・イベント
などの協力
【校外グループ】
校外指導員連絡会（年４回）
区Ｐ連校外対策委員会（年３回）
学区内道路危険箇所調査協力
防犯ボランティア会議協力
新入学児童保護者説明会協力
【資源グループ】
学校資源回収（年９回）
与野東中学校区資源回収（年１２回）

４月・５月・１１月・３月
年間合計４回（平成３０年度）

委 員 の 人 数
委員長１名 副委員長２名
委員１９名 合計２２名
（平成３０年度）

三 役 の 仕 事

委員長
委員会のまとめ役
校外２班サポート
活動届けの管理と提出
転出入生対応

副委員長（会計）
委員長のサポート
校外１班サポート
備品の購入と委員会のお金の管理
子供会助成金の配付

副委員長（書記）
委員長のサポート
資源グループサポート
委員会連絡網や当番表等の作成
資源回収三校合同会議出席

毎月実行委員会へ出席し、委員会の活動報告を行います。実行委員会活動報告書や委員会の次第、資料作成、
委員会で作成した全ての資料や手紙のチェック、委員会での司会やとりまとめなども行います。
また、５月に行われるＰＴＡ総会にも出席します。

自転車点検

例年、６月に開催されている、環境安全委員会全員で行う大きなイベントです。
今年は１１月に実施予定です。
自転車点検合格シールをもらえるこの日を毎年子供達は楽しみにしています。

●自転車点検開催までの流れ
『自転車点検のお知らせ』の手紙を
作成します。

第二回校外指導員連絡会で自転車点
検資料を配付し、概要を説明します。

担当運営
・学校と自転車点検開催日や段取りの
打合せをします。
・全体の流れをみて随時サポートします。
・その他さまざまな 調整をします。

三 役
全体の流れをみて随時サポートします。

校外指導員へ『自転車点検参加人数提出
のお願い』を配付します。

１０月上旬に『自転車点検のお知らせ』の
手紙を、３年生以上の保護者宛てに
配付します。

校外指導員からのアンケートを集計し
配付します。

自転車店統括責任者へ依頼書を持って
挨拶に伺います。

委員が書いたアンケートを集計し、
委員会開催時に結果を報告をします。

委員会で、自転車点検の当日の仕事
や委員振分表や詳細を説明します。

自転車点検前日の夕方に、必要な物
を全てＰＴＡ室に準備をします。

自転車点検開催

資源グループ

上落合小学校では、『学校資源回収』と『与野東中学校区資源回収』を行っています。

● 学校資源回収
（毎月第２木曜日（４月、５月、８月回収なし）） ● 与野東中学校区資源回収 （毎月第２土曜日午

資源回収品一覧

与野東中学校区資源回収の１０日前に
『係についてのお知らせ』を作成して
係へ配付します

学校資源回収の１～２週間前に、『係について
のお知らせ』 を作成して係へ配付します

新聞
当日、ピロティで係の出欠確認をします

雑誌

ポルテ２９前に集合し係の出欠確認を
します。

のぼり旗を立て、リヤカーの配置を確認
する。レジャーシートを敷き、回収物プ
レートを貼ります。

アルミ缶

ダンボール
ポルテ２９で資源回収作業開始

テトラパックは
ベルマークで
回収

お手伝いをしてくださる先生方にご挨拶
※ 児童登校

牛乳パック

トラックへ資源の積み込みをします。

（テトラパック以外）

資源回収作業開始

（注） 回収していません

終了後解散です。

登校時間が終了したら、トラックに積み込
みます。

１７時以降、積み残し確認をします
片づけをし、解散です。
ダンボリー

スチール缶

全体の流れをみて随時サポートしま
す。
取りまとめ役。

与野東中学校区資源回収
回収場所の一つポルテ２９で、
毎月第２土曜日は上落合小学校
毎月第４土曜日は与野東中学校が回収の
お手伝いをしています。

三役（書記）

平成３０年度 資源回収収益金
正門側樹木枝下し伐採工事を行いまし
た。

資源回収でお世話になっている自治
会やマンション、後援会の方々のとこ
ろへ年に２回、挨拶回り用の資料を準備
します。

委員
エコッコ

古着

上田商店との連絡役をします。
毎月の回収量の集計作業や、団体
資源回収の登録、手続きをします。
三役（書記）さんと三校合同会議へ
出席します。回収量や推移などの
報告書の作成をします。
全体の流れをみて随時サポートを
したり、資源回収収益金での購入品
の検討をします。（学校と協議）
担当運営

区Ｐ連の正式名称は中央区ＰＴＡ連合会です。
中央区の小・中学校１２校が集まって定期的に会議を行っています。

校外グループ（区Ｐ連）
中央区役所で開かれる会議に校外担当運営と一
緒に出席します。
会議が終わったら議事録を作成し、三役・運営に
提出します。
環境安全委員会と校外指導員連絡会で、区Ｐの会
議の内容について報告をします。
委員

ペットボトル

会議には出席しませんが
会議の議事録をチェック
して、どのような事を話
あったのかを把握します。

三役（委員長）（会計）

中央区役所で開かれる会議に出席し
ます。他校との情報交換がメインなの
で、委員さんが把握していないことの
フォローが大切です。
実行委員会で会議の内容ｊを報告した
り、区Ｐへ上落合小学校の活動報告
書を学期ごとに提出します。
担当運営

平成３０年度 活動内容
【６月】 第１回 校外対策委員会
・各校の活動内容を発表
（各校の防犯パトロールの実施状況、防災
について、 防犯ベストの着用に関して）

【１２月】 第２回 校外対策委員会
・講習会（防災対策について）
・情報交換

【２月】 第３回 校外対策委員会
・各校一年間の活動をふりかえって情報交換
・その他

校外グループ（校外指導員連絡会）
●校外指導員連絡会は年間五回開催されます。（平成３０年度）
緊急時、校外指導員連絡会を開催することもあります。

CV

※ 連絡会終了後
一斉下校の引率
１１０番の家へ挨拶

第三回 （１２月）

第二回 （１０月）

第一回 （３月）
① 全子供会の新顔合わせ
② 役割説明
③助成金について

上落合小学校では、『子供会』が登校班構成を行っています。
子供会より選出された校外指導員へ学校からのお知らせなどを
伝えるために行われるのが、校外指導員連絡会です。

① 新環境安全委員あいさつ
② 通学路の確認
➂ 防犯ボランティアについて
CV
④自転車点検説明
⑤助成金配付
（児童一人につき５０円）

第四回 （１月）

① 次年度校外指導員名簿作成
② 区Ｐ連校外対策委員会の報告
➂ 危険箇所の報告
CV

① 校外指導員の引き継ぎについて
② 新入学児童保護者説明会による
名簿作成について

※ 防犯ボランティア
会議へ出席

※ 連絡会終了後
新入学児童保護者
説明会へ出席

CV

● 上落合小学校子供会一覧表 ●
自治会

子供会名
ひまわり
びゅうサイト

第１

ふたば
ポルテ
杉の子
ノースピア

全ての連絡会に出席します。
全体の流れをみて随時
サポートをしたり、資料チェッ
クをします。

各委員で役割分担をし、校外指導員連絡会
の準備を行います。開催のお知らせや 配
付資料の作成、当日の会場設営をします。
必要があれば連絡会に出席して報告や説
明を行います。

第２

四ツ葉
ミッドタワー
シティタワー
さくらんぼ
つくしんぼ

第３

三役（委員長）（会計）

委員

トトロ
パークスクエア
あおぞら
アトム

全ての連絡会に出席します。全体の流れをみて随時サポート
をしたり、資料チェックをします。子供会、学校、環境安全委員
会の調整役でもあり、緊急時には学校からの連絡などを、
校外指導員連絡網の担当運営を通して全子供会へ伝えます。

第４

エスフォータワー
さくら
パークシティ
第１なかよし

第５

担当運営

第２なかよし
若竹

校外グループ（学区内道路危険箇所整備要望および報告書）
校外指導員に提出してもらった【学区内道路危険箇所
整備要望および報告書】を一覧表にまとめます。
学校、担当三役、担当運営とともに中央区くらし応援室
へ申請する危険箇所の選定会議を行います。
中央区くらし応援室へ要望書を提出しない子供会へは
回答書を作成し配付。これらについて防犯ボランティア
会議で、改善箇所などを含め、報告をします。

委員

校外指導員より提出された【学区内道路危険箇所整備
要望および報告書】をまとめ学校と協議。中央区くらし応
援室へ危険箇所改善要望書の提出などをします。

委員の作成した資料チェック
や提出された【学区内道路危
険箇所整備要望および報告
書】の把握をします。
選定会議への参加。全体の
流れをみて、随時
サポートをします。

【学区内道路危険箇所整備要望および報
告書】の提出後、選定前にその場所の確
認をします。
選定会議の際、状況の説明が出来るよう
にしておきます。
全体の流れをみて随時サポートをしたり、
その他さまざまな調整をします。

三役（委員長）（会計）

担当運営

改善箇所
一例

校外グループ（その他）
新入学児童保護者説明会での
会場セッティング協力や名簿の
作成、新入学児童の保護者に渡
すコース別リボンの準備をしま
す。

新入学児童保護者説明会協力

その他にも子供達の安心・安全に関わる仕事をしています。

防犯ボランティア会議に担当委員、 防犯プレートの作成
担当三役、運営が出席し、通学路
危険箇所整備要望書の提出結果
などを報告をします。

防犯ボランティア会議協力

防犯プレート

ヒヤリハットマップを３年ご
とに見直し、くらし応援室に
提出します。３１年度はヒヤ
リハットマップの更新年度で
す。

ヒヤリハットマップの見直し

防犯ボランティア
パトロール表の
作成をします。
防犯ボランティア
パトロール表

