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令和２年３月吉日
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ＰＴＡ会長
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ＰＴＡ学級委員・係の選出方法について
日頃よりＰＴＡ活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
ＰＴＡでは、来年度の活動再開に向けて、準備を進めているところです。
つきましては、令和２年度のＰＴＡ学級委員・係の選出方法を以下の通りご案内いたします。

１．選出日程
第１回学級懇談会にて、 学級委員と係を選出します。
◇４月１５日（水）５・６年生
◇４月１７日（金）３・４年生
◇４月２１日（火）１・２年生 特別支援学級
※諸般の事情により、各日程は変更になることがあります

２．学級委員について
〇 １～４年生：学年 ・ 広報 ・ 成人教育 ・ 環境安全 ・ 厚生の５委員会（各クラス１名ずつ）
〇 5 年 生 ：学年委員 １クラス１名、専門委員 １クラス３名予定 ※次年度を考慮した人数調整のため
※ 専門委員：広報・成人教育・環境安全・厚生の４委員会（学年全体で３名ずつ）
〇 ６ 年 生 ： 学年委員 １クラス１名、専門委員 委員未経験者全員
※ 専門委員：広報 ・ 成人教育 ・ 環境安全 ・ 厚生の４委員会のいずれか
※ ６年生は各委員会の人数がそれぞれ異なります。
〈選出方法〉
① 学級懇談会にて、１～４年生は、各クラスから、学年・広報・成人教育・環境安全・厚生の
５委員会各１名を選出します。５年生は各クラスから、学年委員１名と専門委員３名程度、６年
生は、各クラスから学年委員１名と専門委員未経験者全員を選出します。立候補が無かった場合
はくじ引きとなり、学級懇談会欠席の方も対象となります。代理人が行ったくじなどの結果によ
り欠席者が学級委員・係に選出された場合は、後ほど電話にてお知らせいたします。

② ＜５～６年生＞クラスで選出された方は懇談会終了後、学年ごとに集まり学年委員会以外の所属
の専門委員会を決めます。選出方法は立候補を優先しますが、複数の候補者が出た場合や候補者が
出なかった場合は、ジャンケンもしくはくじ引きにより決定します。この際、希望の委員会に
所属できなかったとしても、いずれかの委員会に所属していただくこととし、辞退は認められ
ません。これは当日欠席し、くじ引きで選出された方も同様です。
③ ＜５・６年生＞各クラスに学年委員を選出するため、クラスに委員未経験者がいなかった場合は、
下のご兄弟姉妹で未経験の方から選出させて頂きます。ご協力をお願いいたします。
④ １児童につき在学中 1 回は委員会活動へのご参加をお願いします。このため、６年生の保護者で
委員未経験の方は、全員いずれかの委員会に所属していただきます。
⑤ 三役（委員長・会計・書記）経験者は兄弟姉妹で新たに委員となった場合、以前三役を務めた年度
と委員会を第１回委員会にて自己申告していただき、照合確認されれば三役を免除致します。
また、本部役員（運営）経験者は兄弟姉妹においても委員会への所属を免除されます。

3．委員会の主な活動内容

☆令和２年度（案）☆

委員会

活動内容

学年委員会

学校公開・総会の受付や、懇談会でＰＴＡからの連絡を伝達、次年度本部役員の選出活動を
します
〇４月懇談会にて各委員、係選出

〇本部役員(運営委員)の推薦活動(１１月～)

〇総会受付(委員より数名)

〇学校公開受付(年１回

３０分～４５分程度)

〇ＰＴＡ・後援会会費集金(各年１回)

広報委員会

広報紙の作成を中心に学校行事・イベントの撮影取材をします
写真撮影やイベントに参加する事が好きな方にお勧めの委員会です
【広報紙「かみおちあい News」】全員
〇広報紙「かみおちあい News」(４回/年)に掲載する記事の取材(1 名１回程度)
広報紙の作成と配布(４月の第１回広報委員会で年間計画を元に分担決め
春に号外(先生紹介号)配布

その他年度内に３回配布)

【区 P 連広報紙「中央」】担当者 2 名
〇区 P 連広報委員会の会議(５回/年６・９・１１・１・３月)に分担して参加
〇区広報紙「中央」に掲載する記事の撮影・取材を実施(1 名１回程度)

成人教育委員会

保護者向けイベントの企画・開催や学校の花壇の植栽作業等、イベント活動を中心に
活動をします

【区Ｐ連班】

【給食体験会班】
〇給食体験会の企画・開催（１０月９日）
【講演会班】
〇保護者向け講演会
『観世流能楽師による能楽の体験』開催予定

環境安全委員会

〇区Ｐ連成人教育委員会出席(年 4 回)
〇区Ｐ連合同研修会出席（年１回）
【花いっぱい運動班】
〇花いっぱい運動の開催(年 6 回)

通学路・通学班に関わる児童の安全対策と学校・地域の資源回収に運営協力する委員会です
【校外グループ】

【資源グループ】

〇自転車点検の準備・運営(11 月 28 日土曜日午前中)
準備・指揮:担当委員４名

当日は基本全員参加

(年８回

第２木曜の朝)

〇校外指導員連絡会(年４回)

〇与野東中学校区資源回収

資料準備:担当委員８名、出席：三役

(年 11 回 第２土曜午後)
〇自転車点検運営補助

〇区Ｐ連校外対策委員会(年３回)出席:担当委員１名
〇通学路危険個所調査のサポート
〇防犯ボランティア会議

厚生委員会

〇学校資源回収

担当委員１名

出席：三役

3 つのグループに分かれて活動します。地域の方や地元の企業との関わりが多い委員会です
おもてなしすることが好きな方、子供と遊ぶことが好きな方にお勧めの委員会です
【歓送迎会グループ】

【校庭で遊ぶ会グループ】

〇ＰＴＡ歓送迎会(５月)・新年会(1 月)の企画・開催

〇校庭で遊ぶ会の企画・開催

【ベルマークグループ】

担当ブースの事前準備

〇ベルマーク運動に参加

(11 月７日土曜開催予定)

〇ベルマーク集計作業

※学校ホームページ「委員会マニュアル」には、各委員会活動内容の詳細が掲載されております。
ぜひご参照ください。
上落合小学校ホームページ

委員会では、グループ、班に分かれて活動します。
表の実施日、実施回数は、令和 2 年度のおおよその目
安です。委員会を選ぶ参考にしてくださいね♡

⇩

4．第１回委員会・ＰＴＡ総会・歓送迎会日程
項

目

日

環境安全委員会

４月２７日（月）

学年委員会
第１回
委員会

時

４月２４日（金）

場

所

９：３０～

ＰＴＡ室

１３：００～

ＰＴＡ室

広報委員会

４月２４日（金）

９：３０～

ＰＴＡ室

厚生委員会

４月２８日（火）

９：３０～

ＰＴＡ室

成人教育委員会

４月２２日（水）

９：３０～

ＰＴＡ室

後援会総会・Ｐ Ｔ Ａ 総 会
ＰＴＡ歓送迎会

５月２２日（金）１４：４５受付

１５：0０開始

５月２２日（金）１８：００受付 １８：１５開始 ２０：１５終了

体育館
JR 新都心ビル ３階
メルカド デル プエルト

※諸般の事情により、各日程は変更になることがあります

5．委員会活動の免除について
免除の対象者は以下２項目のいずれかに該当する方で、書面にて申請を行いＰＴＡ会長および顧問（学校長）が
了承した場合に認められます。

１．父子・母子家庭において主たる生計者にかぎり、本人およびその子が生活を営む上で必要な職務に就いている
場合で職務を休むことができないもの。
２．その他、特別な事情があり、会長・顧問（学校長）が認めたもの

委員免除規定により、令和２年度の委員免除を申請する方は、以下の委員免除申請書に必要事項をご記入の上、
お手持ちの封筒に入れて学級担任にご提出ください。申請内容を検討させていただき、結果は後日お子さんを通し
てお渡しいたします。
（令和元年度以前に、委員免除を認められた方は、２月に封書にてお手紙を配付いたしました。
こちらの申請書の提出は不要です。）
なお、ＰＴＡ会則施行細則第４条より、従来通り、学級懇談会に出席して理由（年度内の出産など）を述べ、承
認を得た方は委員を辞退することができます。
キリトリ

－ 委員免除申請書 －
□委員会活動免除を希望します
（免除理由
□１
□２ ）
※免除理由にチェックの上、２に該当する方は理由をご記入下さい。

年

組

児童氏名

年

組

児童氏名

組

児童氏名

年

※令和 2 年度ご入学予定の児童の氏名もご記入ください。

保護者氏名
保護者連絡先(TEL)
保護者メールアドレス
（理由）

お手持ちの封筒に入れ、表に

ＰＴＡ会長行き

とご記入の上、学級担任にご提出ください。
締め切り日：４月８日（水）
【運営委員会】

６．係について（年 1 回程度）
４月の学級懇談会にて、係全てを選出する予定です。このお手紙をご持参いただくことをお勧めします。
・係選出の対象者は、学級委員（学年・専門委員）、本部役員（運営）・会計監査候補者を除く
全保護者です。
・家庭数での参加をお願いします。
・兄弟姉妹がいる場合は下の学年での参加をお願いします。
・学級懇談会欠席の場合も、委員免除になった方も、係選出の対象となります。
・子供会の校外指導員になっている方も係選出の対象になります。

〈

係活動の内容
係

〉

名

内

容

人

数

担当委員会

あいさつ運動

第１金曜日（目安７：４５～８：１５ 校門にて）
６月（６年）
・７月（３年）・１０月（１年）
１２月（２年）
・２月（４年）
・ ３月（５年）

各クラス２名

運営委員会

学校資源回収

第２木曜日（年１回）
（休日の場合は変更有）児童登校時間
・学校ピロティにて、児童より受け取り仕分け作業

１～５年生
各クラス１名

環境安全
委員会

人数は各クラス
異なる

環境安全
委員会

人数は各クラス
異なる

厚生委員会

各クラス３名

学年委員会

各クラス１名

学年委員会

与野東中学校区
資源回収
ベルマーク

カーテン洗濯
配膳台カバー洗濯

毎月第２土曜日（年１回） １３：００～１時間位
・収集ステーションでの積み込み作業
２～３時間位
・集計・仕分け、平日学校内にて作業
※ 担当の日程は後日お知らせします。
（年１回）
年１回 1 学期末
・教室のカーテンを持ち帰り、洗濯
年３回 各学期末
・クラスの配膳台カバーを持ち帰り、洗濯

校庭で遊ぶ会

１１月７日（土）
（予定）
土曜授業の午後 3 時間程度 遊びの手伝いや安全見守り等

人数は各クラス
異なる

厚生委員会

イオン
黄色いレシート
キャンペーン

毎月１１日 前半：１１：００～１１：３０
後半：１１：３０～１２：００
（イオン与野店サービスカウンターに集合）
・店頭でレシートＢＯＸを持ち協力の呼びかけ
※令和２年度は、以下の日程で行う予定です。
６月１１日（木）
（６年）
・ ７月１１日（土）
（３年）
１０月１１日（日）
（１年）・１１月１１日（水）（２年）
１２月１１日（金）
（４年）・ ２月１１日（木）（５年）

各クラス１名

運営委員会

花いっぱい運動

・２月（平日午前）
：花壇に花苗を植える
・１０月～１１月（土曜日・日曜日午前）
：落ち葉清掃
※ 担当の日程は後日お知らせします。
（年１回）

人数は各クラス
異なる

成人教育
委員会

各クラス１名

運営委員会

放課後
チャレンジスクール

６月から月に１回開催予定の放課後チャレンジスクールで
のお手伝い。児童の安全見守り等をお願いいたします。
月曜日１４：３０～１６：３０ 各回 3 名
※ 担当の日程は後日お知らせします。

※ご不明な点やご質問などがありましたら、ＰＴＡ専用メールにお問い合わせください。
【ＰＴＡ専用メールアドレス】

kamiochiai.pta.2014@aol.jp

