
現在 PTA役員会でご活躍されている５名の方々に「なる前となった後の印象の変化」や「お仕事の内容」
「PTAになってよかったこと、大変なこと」などを伺いました。
「PTA役員さんって、大変そう…」という、みなさんのイメージが少しでも変われば嬉しいです！

PTA役員会 会長
須田孝之さんに聞きました

① PTA会長になる前には PTA本部役員について、
　どんなイメージをお持ちでしたか？

⑥ 実際に役員として活動してみて、
　 役員になる前のイメージとどう変わりましたか？

⑧ 次期 PTA会長さんに伝えたいことがありましたら
　  教えてください。

② PTA会長を引き受ける決め手となった
　 ポイントは何でしたか？

③ PTA会長になって、一番大変なことは何ですか？

④ 自宅で作業することはありますか ?

⑦ PTA会長に向いているのはどんな人だと思いますか？

⑤ PTA本部役員になって、一番よかったことは何ですか？

私は2016年度に副会長として本部役員を経験しています。そ
の前は「PTAなんて自分とは無関係」だと思っていたので、
気にもしていなかったですし、積極的に関わるものだとは思っ
ていませんでした。
しかし、実際に関わるようになり、当時の会長をはじめとして、
各役員がそれぞれの色を発揮しながら学校や地域の方々とも連
携を取りつつ熱心に活動する姿を見て、私も自分なりの色を出
しながらお手伝いすれば良いのだな、と思うようになりました。

今年度は活動自体も縮小していますし、基本的な活動そのもの
は役員さんや委員さんがやってくださっているので、会長とし
て大変だと感じたことはありません。通常であれば、私も会社
員なので、PTA活動にあてる時間をどう作っていくかという
調整が大変だったのかもしれませんが、今は基本的に在宅勤務
なので、そこも何とかなっています。
別の意味で大変な（悩ましい）のは、昨今の状況により、これ
までのようなPTA活動が十分にできていないことですね。

各役員さんや各委員長さん、学校からの相談事や資料の確認な

学校や地域の方々、そして役員さんとの関係性が広く、強くなっ
たことです。家庭と会社以外に自分の役割がある場ができたの
は、大変ありがたいことです。
もう一つは、個人的に今６年生の自分の子どもの卒業式で挨拶
ができる、というのは役得と思っています…。

想定していたよりもハードルは低い、と思いました。お互いに
助け合いながら、補い合いながら、自分なりの色も出すことが
できる気がしています。根本的な方向性さえ間違えなければ、
いろんな工夫ができると思います。

様々な人たちとのつながりを楽しんでください ! きっと世界が
拡がりますよ。

全体を観ることができる人。そして「ここぞ」という時は覚悟
が決められる人。式典での挨拶も、けっこう勇気がいるんです
よね…。

昨年度、𡸴山小は 40 周年を迎えました。そして 今年度はすす
き野小からの仲間を迎え、「新たな 𡸴山小の歴史を創っていく
最初の年」です。 両事業に携わりましたので、自分なりの想い
も ありました。
そして私自身も小４ですすき野小に転校し、創立に伴い小５で
嶮山小に移った嶮山小卒業生（２期生）ですので、このような
節目にPTA活動に関わらせていただくのも何かのご縁かな、
と感じました。
子どもが６年生となり、保護者として嶮山小に関わるのも今年
が最後。会長の打診をいただいた際には、嶮山小に「最後のお
手伝い（ご奉公）をしよう！」という感覚で引き受けることに
しました。もっとも、一番の決め手は、妻のOKがでたことで
すね…。

まずは基本的なお仕事の内容と必要なスキルについて伺いました
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仕事の内容 必要なスキル
●各種会議体の開催（総会・運営委員会・役員会）
●役員活動・委員会活動のサポートや主催行事の運営
●学校行事への参加（挨拶する場合もあり）
●対外行事・会議への参加　
　・学校運営協議会（地域の方、すすき野中関係者、
　　　嶮山小関係者が集まる会議）
　・フレンドくんの会（嶮山小の教育サポート）
　・放課後キッズクラブ
　・文化スポーツクラブ ( 嶮山小学校開放事業の運営）
　・すすき野連合自治会の行事（歓送迎会、
　　　ふるさと祭り・防災フェスティバルなど）
　・各自治会の行事（運動会・祭り・餅つきなど）
　・青葉区 PTA 連絡協議会
　・横浜市 PTA 連絡協議会　など
時期よっても変動しますが、月に１～２回程度は、何
らかの交流があります。ただし、全部を会長が参加す
る必要はなく、ものによっては副会長に代理参加して
もらったり、欠席したりすることが可能なものもあり
ます。ただ、今年度は多くの会議や行事が中止となっ
てしまいました。

●会長不在の時の代行（実際はほとんどありません）。
●テトラパックやベルマークの配送手配
●資源回収の事務処理
●運営委員会の司会
●文化・スポーツクラブの会計監査
●ハマ弁試食会の手配、取りまとめ
●ワイワイフェスタの運営
●その他雑務、学校行事・講座参加、お手伝い　など

●PTA 通信、運営だよりの作成
●運営委員会の資料、議事録の作成
●ワイワイフェスタ、ハマ弁試食会、総会などの運営
●その他学校行事、講座参加、お手伝い　など

請求書や、領収書などがあがってくるのを待ち、その
後、通帳をもって郵便局や銀行に行って、決められた
お金を下ろしたり振り込んだりします。お金の入出金
がある度に伝票を書き、整理（ファイル）します。

年に 2度（9月と 3月）に会計のチェックを行います。 細かいチェック作業が苦手でないこと。 会計業務に関
する知識や経験があるとより良いです。

特にないと思います。私は計算も苦手だし、数学も大
嫌い。でも、細かい作業は結構好きなので、お金の管
理をこと細かく扱うのは私生活でも結構好きです。

パソコンが嫌いじゃないこと。主に使用するのはワー
ドとエクセルです。テキスト入力や、コピー & ペー
スト、写真やイラストの挿入などの基本的な操作がで
きれば大丈夫です。

10 人程度の人前で話せること、子どもたちのために
みんなで協力していこうという気持ちがあることで
しょうか。（松本さん）

まだ経験が浅いので何とも言えませんが、「人」が嫌
いではなく、協力しあうことができて、広く浅く仕事
ができること（たいていの人に当てはまるかと）。（堤
さん）

あったら便利かなと思うのは、いわゆる「マネジメン
トスキル」でしょうか。自分が業務をやるよりも、役
員さんや委員さんに楽しく気持ち良く仕事をやってい
ただくための有効なスキルです。
そのためには「想いをもつこと」「必要な時に方向性
を示すこと」「周囲に気と目を配ること」「判断を早く
すること」「フォローすること」が必要かと思います。

どをメールやLINEなどでいただきますので、それらに随時対
応することです。
他には、役員会や運営委員会の開催に向けたレジュメを作成し
ています。さらにPTA会長が参加している「学校運営協議会」
において、交替で書記を担当し、その議事録をつくっています。

役員で集まるのは運営委員会と役員会を含めた月 2 回程度（午前
中）で、お仕事をされている方は、お仕事の調整が必要とのこと。
一番忙しいのはワイワイフェスタの頃だそうです、が、今年は中
止になってしまいましたね。。。
自宅での作業は、皆さん LINE やメールで確認事項に返答するな
どが主なもの。意外と少ないですね。
ただし、書記は資料作りなど、少し自宅での作業があるようです。

PTA推薦委員会からちょっと補足



PTA役員会 副会長
松本浩世さんに聞きました

① PTA副会長になる前には PTA本部役員について、
　 どんなイメージをお持ちでしたか？

PTA役員会 副会長
堤綾香さんに聞きました

① PTA副会長になる前には PTA本部役員について、
　 どんなイメージをお持ちでしたか？

PTA役員会 書記
福田知子さんに聞きました

PTA役員会 会計
平野和葉さんに聞きました

① PTA書記になる前には PTA本部役員について、
　 どんなイメージをお持ちでしたか？

② PTA副会長を引き受ける決め手となった
　 ポイントは何でしたか ?

② PTA副会長を引き受ける決め手となった
　 ポイントは何でしたか ?

④ 実際に役員として活動してみて、
　 役員になる前のイメージとどう変わりましたか？

⑤ 実際に役員として活動してみて、
　 役員になる前のイメージとどう変わりましたか？

⑥ 次期 PTA副会長さんに伝えたいことがありましたら
　 教えてください。

学年委員、推薦委員、校外委員より大変そうで、敷居が高
いイメージでした。

自分自身も推薦委員を経験したことがあり、本部役員をされた
方にお世話になったことや推薦委員さんやアドバイザーさんが
苦労されていたこと、その熱意、信頼できる友達が引き受けた
こと、最終的には入学する次男の分をやってなかったというこ
とで、昨年度の役員を引き受けました。
今年度は、いろいろな方にも経験してほしいと思い、引き受け
るつもりはなかったのですが、役員選びが難航していたこと、
学校の変わり目ということもあり、経験者がいないと新しい人
が引き受けるのは難しいのかなあと考え直し、同じ副会長なら
と引き受けました。
私にとっては知っている人がいるということが、一番の決めて
だったのかもしれません。

「書記さんは家での作業が多そうで、私にはできそうにない」
「こども会の会計をしているのでダブルで会計はややこしく
なるかも」と考えました。副会長は、書記や会計と違って
仕事分野がはっきりしていないけれど、二人いるので心強
いというのもポイントでした。
余談ですが、お友達が近隣の小学校の副会長になったので、
もしも外部の会議に参加することがあれば会えるかな、な
んていう思いもチラッとありました。

② PTA書記を引き受ける決め手となった
　 ポイントは何でしたか ?

以前に委員会の仕事をした時、多くの方に助けてもらいま
した。ですから今度は自分が何かの力になりたいと思いま
した。私は人前に立つことが苦手なので、パソコンを使っ
た作業ならお手伝いできると思い、書記を引き受けました。

② PTA会計を引き受ける決め手となった
　 ポイントは何でしたか ?

「どうしても会計が決まらないからお願いします」という推薦
委員さんの力になりたいと思ったことです。そして、先に決まっ
ているメンバーが誰なのかを聞いて、その方たちと一緒ならと
引き受けました。全員まったく知らない方だったら、多分丁重
にお断りしていたと思います。

毎日学校に来て仕事をしている？と思っていました。

① PTA会計になる前には PTA本部役員について、
　 どんなイメージをお持ちでしたか？

私にそんな大役なんて務められないと思っていました。学
校活動への関心が高くて、人前でハキハキ発表したり話せ
たりする方しか出来ないという印象でした。

外から見て勝手にイメージしていたより、大変な環境ではない
んだなと感じています。自分の「居場所」が一つ増えた気がして、
少し誇らしいです。

⑤ 実際に役員として活動してみて、
　 役員になる前のイメージとどう変わりましたか？

役員会はPTAの代表というイメージでしたが、実際は各委員
会のみなさんの活動を下から支えてサポートすることが主な仕
事です。仕事は幅広いので最初は戸惑いますが、始まってみる
と、他の委員会と比べてそれほど大変ではありません。
5人という少ないメンバーですが、みんなで情報交換をしなが
ら楽しく作業しています。いつか委員会活動に参加しようと考
えている方は、役員会もぜひ選択肢に入れてみてほしいです！

⑤ 実際に役員として活動してみて、
　 役員になる前のイメージとどう変わりましたか？

とても変わりました。敷居が高いものだと思っていましたが、
全然そんなことはなく、やる気にさえなれば出来る仕事だと思
いました。

パソコン環境があれば自宅でもできる作業が多いので、都合に
合わせやすく、お仕事をしている方にもおすすめです。

③ PTA副会長になって、大変なことはなんですか？

私は朝が苦手なので、集合時間に来校することが、ちょっ
と大変です（個人的なことですみません）。といっても、集
合は早いときで９時。たいていの方は大丈夫な時間かと。

③ PTA書記になって、大変なことはなんですか？

発行文書に、誤字脱字や表記間違いがないか気を配ること。
③ PTA会計になって、大変なことはなんですか？

まだ少ししかお仕事をしていませんが、議案書を折ったりホチ
キスでパチンとしたりする作業が大変だったと思います。

③ PTA本部役員になって、良かったことは何ですか？

学校や子どもの様子が前よりわかるようになり、子どもが
喜んでくれたことや、先生方や役員、委員の方とくだらな
いことも含めて、いろいろな話ができたことです。出逢い
に感謝！

④ PTA本部役員になって、良かったことは何ですか？

「先生方の愛情や大変さが少しわかったこと」「顔見知りの
方が増えたこと」「我が子や、お友達に顔を見せられること」
などです。
始まる前は、どんな方と一緒にやるのかな…と少し不安も
ありましたが、さすが推薦され引き受けてくださった方々！
　とても心地よく過ごさせていただいています。

④ PTA本部役員になって、良かったことは何ですか？

先生方のお話を聞く機会が増えたことです。子どもたちへの思
いや細かい心配りを知ると安心できるし、子どもから聞く学校
生活の話がより身近になりました。子どもも親が自分の学校の
お手伝いをしていることを喜んでくれるので、プラスになるこ
とが多いと思います。

④ PTA本部役員になって、良かったことは何ですか？

学校のことがよくわかるようになりました。これまで学校活動
に協力して頑張ってくれている方達のことを何も知らずにいま
した。今まで頑張ってくれている方がいたことを実感して、感
謝しなきゃなと思えました。

やはり、郵便局や銀行に行ける時間がある人の方がやりやすい
とは思います。しかしそれさえやれば、家に宿題を持ち込むこ
とはほとんどありません。家事に影響はほぼありません。

⑤ PTA副会長に向いているのはどんな人だと思いますか？

⑥ PTA書記に向いているのはどんな人だと思いますか？
⑥ PTA会計に向いているのはどんな人だと思いますか？

子どもたちのために学校と協力できる人。

最初は敷居が高いと思って構えてしまいましたが、実際は他の
委員と大差はありませんでした。むしろ人数が少ないことで一
体感が生まれやすく、学校の先生方とも距離感が近い分、信頼
をより築けたように思います。

「毎日のように学校に来ているのでは…」「お堅い仕事が多
いのかな…」「どんな方がいるのかな…」と思っていました。

一歩踏み出してくれたことに感謝します！大丈夫！難しい
ことは何もありません。

⑥ 次期 PTA副会長さんに伝えたいことがありましたら
　 教えてください。

楽しんでください！

⑦ 次期 PTA書記さんに伝えたいことがありましたら
　 教えてください。

役員会の仕事はできるだけ簡略化しながら、少しずつスリム化
しています。新しい目線で、みなさんが効率よく作業できるよ
うにどんどん改善していってほしいと思います。

⑦ 次期 PTA会計さんに伝えたいことがありましたら
　 教えてください。

まだ1年間務めていないのですが、きっと達成感がある仕事だ
と思います。ファイルに伝票がたまってくると、気持ちがすっ
きりします！！


