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●ＰＴＡとは 

Ｐarent(父母)－Ｔeacher(先生)－Ａssociation(会) 

の頭文字をとった「保護者と教職員の会」の略称です。 

保護者と教職員が共に手を取り合って、子どもたちの健全育成を図るこ

とを目的とする団体です。 

みなとみらい本町小学校の全てのＰＴＡ活動は、児童の安全を守り学習

環境を充実させる為のボランティアによって成り立っておりますが、活

動を通じて保護者・先生方また相互間ともにより良い子育てをする為の

学習の場としても、有意義な時間として捉え積極的に参加していただけ

たらと願っております。 

●会費について 

会費は規約により月額 300 円/児童とし、11 ヶ月となります。 

用途と致しましては、区Ｐ連会費・市Ｐ連会費・運動会記念品、委員会活

動費・プロジェクト活動費・保険料・学校教育振興費などＰＴＡ活動の運

営のために活用しております。予算・決算報告は、毎年 5 月の総会にて決

議されますので、詳細は総会資料をご確認下さい。 

納入方法は、学校生活に必要な経費(学年費)と共に口座振替による引き落

としになります。詳しくは、学校より配布される「学校納入金についての

お知らせ」のプリントをご参照下さい。 

会費は、保護者がＰＴＡ会員・非会員のいずれであっても全児童の為に使

われます。非会員の家庭の児童に不利益は生じませんが、多くの会員によ

って活動が支えられていますので、積極的なご参加をお願い致します。 

※会員になる事は、その年の役員・委員会活動に参加しなくてはいけない

という事ではありません。費用面だけでもご協力いただける場合は、参加

をお願い致します。  
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●みなとみらい本町小学校 ＰＴＡ組織図 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 4回、下記メンバーに

て、PTA の運営について

決議します 

- 校長 

- 副校長 

- PTA本部役員 

- 常置委員会委員長 

常任委員会 

PTA総会 

PTA本部 

常置委員会 

選考委員会 

プロジェクト 

会長 

副会長 

会計 

監査 

書記 

子ども安全委員会 

 -ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ対策 

 -子ども 110番の家 

 -地点立ち活動 

環境委員会 

広報 

コサージュ制作 

本回収 

など 

大掃除手伝い 

カーテン洗濯 

運動会手伝い 

など 

 
サポートペアレンツ 

SP 
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●活動内容 

ＰＴＡ総会 

みなとみらい本町小学校に在籍する児童の保護者及び教職員のうちＰＴ 

Ａに加入した者からなる。 

常任委員会 

学校長・副校長・ＰＴＡ本部役員(監査を除く)・常置委員会(子ども安全委

員会・環境委員会)の委員長によって構成され、総会議決事項等を受けて、

本会の運営に関する議決をします。本校に必要な常置委員会の設置やプロ

ジェクト活動の承認も常任委員会が担います。 

ＰＴＡ本部 

会長 1 名、副会長 2 名、書記 2 名(教職員 1 名含む)、会計 3 名(教職員 

1 名含む)、監査 2 名の合計 10 名によって構成されます。 

子ども安全委員会 

児童の地域での安全を守るための活動を行います。 

環境委員会 

安全で安心な学校生活のために環境を整える活動を行います。 

選考委員会 

ＰＴＡ本部と教育奨励会の来期の役員選考を公正に選出する為の特別委

員会です。直接的な子ども安全委員会とは位置付けが異なります。 

プロジェクト 

学校からの要請による活動と、ＰＴＡ活動にふさわしい保護者の活動をプ

ロジェクト活動として行います。(P6 プロジェクト紹介を参照) 

ＳＰサポートペアレンツ 

保護者の皆様に都度、学校教育活動のお手伝いをしていただくものです。

学校・ＰＴＡ・共創本部からの募集があります。 
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●ＰＴＡ本部役員の活動内容 

会長 1 名 役員と協力して校内事業、常置委員会を運営、ＰＴＡ

連絡協議会・中学校会議への出席 

副会長 2 名 会長の補佐や代理、メール配信、メールアドレス管理、

ＳＰの取りまとめ、インターネット環境整備など 

書記 1 名 総会及び常任委員会議事項の作成など書類全般 

会計 2 名 予算案・決算報告書の作成、ＰＴＡ活動に関する出金

管理などの会計全般 

監査 2 名 会計の監査 

※この他に役員は学校行事のお手伝いをするＳＰ活動やプロジ

ェクト活動を分担して支援する。 

◆◆ 委員会活動参加についてのお願い ◆◆ 

みなとみらい本町小学校では本当に必要な活動に限り、効率的に

行う事を方針としております。活動は義務としてお願いするもの

ではなく保護者同士または学校と保護者の繋がりを強くし、保護

者と児童が安心して充実した小学校生活を送れるようになるメリ

ットが沢山あります。 

また、ご参加いただくに当たりその目安となるよう 2021 年度よ

りポイント制を導入する事となりました。(10 ページポイント制資料を

参照)  皆様の積極的なご参加をお願い致します。  
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●常置委員会紹介 

本校では保護者の負担を減らすため、子ども安全委員会と環境委

員会の２つに絞り、その他の活動は都度ボランティア（サポート

ペアレンツ：略してＳＰ）やプロジェクトとして一時的な活動に

することで、最小限の保護者負担で活動しています。 

委員会という組織の枠組を作ることで、組織や活動内容が明確と

なり、連続性を持った安定的かつ継続的な活動が可能となります。 

 

子ども安全委員会 

児童の地域での安全を推進することを目的として、様々な活動を

しています。 

スクールゾーン対策 

児童が安全に登下校できるように、各通学路の危険個所、改善箇所など

を保護者アンケートにより調査し、改善要望を書面にて関係機関に提出

する。スクールゾーン対策委員会の開催と通学路の安全に働きかける。 

  子ども 110 番の家 

主に通学路周辺の商業施設や企業に「子ども 110 番の家」の新規登

録・更新依頼を行う。 

  地点立ち調整活動 

地点立ち活動への協力呼びかけ、ローテーション表作成、安全ベストの

新規購入・配布を行い、活動が円滑にできるようにサポートする。 

※児童の安全を強化するための、不審者情報の共有や保護者同士での助

け合いを可能にするために、保護者が繋がる機会の提供も行います。 
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環境委員会 

安全で安心な学校生活のために環境を整えていきます。学校の大掃除、

カーテン洗い、備蓄食料や防災備品の管理などを行います。大掃除やカ

ーテン洗いは保護者ＳＰ募集を行ない、エアコンなど子どもではできな

い部分の掃除や、各家庭の洗濯機でカーテンを洗っていただくための割

り振りや回収を行います。 

 

●プロジェクト紹介 

みなとみらい本町小学校ＰＴＡは、子どもたちの安全と学習環境を守る

ために、必要不可欠な委員会を 2 つに絞ったため、ほかのＰＴＡ活動は

『活動ごと』『毎年ごと』『立候補による』『任意の』活動と位置付けまし

た。これをプロジェクト活動といいます。自由な活動ですがＰＴＡ活動

としてふさわしいものである為に常任委員会による審査と承認の手続き

が必要になります。 

※プロジェクト活動は、5 月の総会後に募集いたしますのでプロジェク

ト企画案内書を提出していただき、常任委員会での承認を経て正式なプ

ロジェクト活動として認められます。年度中途でも発足も可能です。但

し、活動内容や予算の関係から承認されない場合もあります。 

 

広   報 

本校の情報誌ＭＭほんちょうを作成するにあたり遠足や学校行事の取材

や写真を撮ったりします。子どもたちの様子を近くで見ることができま

す。 

本 

子どもの学習環境を整えるため、保護者から家庭で不要になった子ども
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たちの読めそうな本の寄付を募り、それを集計し図書館や学級文庫とし

て置いてもらう手配をします。 

 

コサージュ制作 

卒業生が卒業式で胸に飾るコサージュを保護者が手作りします。 

手芸が好きな方が楽しく交流し和気あいあいとした雰囲気で活動をして

います。 

 

◆過去に立ち上げたプロジェクト 

緊急事態対策 

災害時の備えや、登下校の安全、保護者同士の繋がりを作る機会の提供

を行いました。 

 

給食試食 

普段子どもたちが食べている給食の試食を企画するものです。 

 

インタビュー 

学校紹介の中で先生方の紹介をするコーナーを作成する時に幾つかの質

問を伺う活動です。普段見られない先生方の素顔が見られます。 

 

☆他にも保護者が参加できる活動には教育奨励会・共創ネットワーク 

・栞の会・地点立ち活動 があります。保護者が主体的に活動を選択で

き、負担が偏らない活動を心掛けています。  
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●ＰＴＡ活動 年間スケジュール(年度によって異なります) 

活動月 ＰＴＡ本部 子ども安全委員会 選考委員会 プロジェクト活動 

4 月 入会申込 新入生集団下校付添 

方面別下校訓練 

新入生地点立ち登録確認＆リスト作成 

スクールゾーン要望書作成＆関係者へ

配布 

  

5 月 常任委員会 

年度初め総会 

プロジェクト募集 

新入生へベスト配布 

子ども 110 番の家リスト配信  
広報誌発行 

6 月 
 

スクールゾーン対策協議会開催 
 

給食試食会 

7 月 常任委員会 
  

大掃除お手伝い 

8 月 
    

9 月 
 

年度切り替え(委員選任) 委員選任 
 

10 月 運動会お手伝い 6 年生ベスト回収 活動開始 卒業対策開始 
11 月 常任委員会 子ども 110 番の家新規登録検討＆登

録先訪問  
インタビュー 

12 月 
   

大掃除お手伝い 

1 月 
 

子ども 110 番の家登録手続き 

新年度地点立ち登録確認＆リスト作成 

ベスト追加購入対応 

 

 
 

2 月 入学説明会 

常任委員会 

年度末総会 

入学説明会(通学路の安全について) 

スクールゾーン保護者アンケート作成 
活動終了 大掃除お手伝い 

 

3 月 ベルマーク集計 

マチコミ新年度準備 
スクールゾーン保護者アンケート作成 

 
広報誌発行 

★随時  

・本プロジェクト：本回収  

・子ども安全委員会：地点立ちローテーション表配信(3 か月毎)、ローテーション担当リマインド配信 
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●ＰＴＡ Q&A 

ｶﾃｺﾞﾘ 質問 回答 

活動内容 具体的にどんな活動をしてい

るの？ 

学校と子供たちの間を繋ぎ、委員会やプロジェクトを立ち上げ、その管理や運営

に関わる多くの活動をしています。 

会費 毎月払う会費は何に使われ

ているの？ 

目に見えないものとしては区や市の PTA 連絡協議会会費、保険料、学校教育

振興費などがあります。 

子供たちの目に見えるものとしては、運動会記念品や、子供たちが頑張った記念

のプレゼント購入に使われます。（2020 年度はカプラという玩具を各学年にプレ

ゼントしています） 

毎年必要になるものとしては、新入生に配る名札ホルダーや卒業生の証書ホル

ダー、卒業式コサージュ（プロジェクト活動で手作りをします）、広報誌（年２

回発行）がございます。 

その他、こども達の学校生活をよりよくするための、委員会活動立ち上げ時に必

要となる備品（安全委員会であれば、保護者に配布するイエローベストや、腕

章）などの購入費用にも使われています。 

会費 新しい学校ならではの会費の

使い方はあるの？ 

みなとみらい本町小学校は、設立から間もない新しい小学校です。 

長い歴史のある小学校では普通にある備品や設備が不足している場合がありま

す。具体的に過去購入したものとしては、夏場の体育館環境改善のため、大型

扇風機の購入や、災害時に必要な備蓄食料（400 人/1 日）の購入も行い

ました。今後もさらなる備蓄食料や、特別教室（音楽室や家庭科室など）のヘ

ルメットなど、必要と思われるものを随時購入して参る予定です。 

会費 もっと具体的な使用用途が知

りたいです 

会計に関する報告は、毎年５月の総会にて報告させていただいております。その

際に資料をご確認いただければと思います。 

資料に疑問点、質問がありましたら、PTA 本部連絡先に連絡いただければ、説

明させていただきます。 
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●ポイント制について 

 

本校では、保護者の皆様に PTA・奨励会等の活動にご参加いただく目安となるよう、目標ポイントを設定しています。 

活動は義務としてお願いするものではなく、保護者同士または学校と保護者の繋がりを強くし、保護者と子ども達が安心して充実

した小学校生活を送れるようにするためのもので、参加するメリットが沢山あります。世間では PTA活動が保護者の負担になって

いる声も耳にしますが、みなとみらい本町小は、本当に必要な活動に絞り、効率的に行う方針としており、保護者負担は他校に

比べとても少ないです。 

無理なく楽しく活動に参加し、みなとみらい本町小で過ごす時間を、保護者も満喫しましょう！ 

 

【ポイント制の目的、活動方針等】 

＜ポイント制とは＞ 

PTA及び教育奨励会に関連する、役員、委員会、プロジェクト、SP（単発ボランティア）の各活動にポイントを設定し、保護者

に目標ポイント以上の参加を目指していただく取り組み 

＜ポイント制の目的＞ 

• 保護者が参加できる活動にどのようなものがあるか、知るきっかけを作る 

• 活動参加の目安が設定されることで、活動に参加しやすい環境を作る 

• 保護者同士の繋がりを作る機会を提供する 

• 活動参加者を増やし、学校と地域を活性化させる 

 

＜ご参加いただくメリット＞ 

• 子どもたちの様子がよくわかる 

• 先生達との関係が強くなる、学校の仕組みや雰囲気がよくわかる 

• 他学年保護者とつながりができ、これからの子育てや教育等に関する情報を入手できる 

• 実際に参加された保護者の多くは、参加して良かった、思っていた程負担ではなかった、という感想をお持ちです 

 

＜保護者負担を最小限にする工夫＞ 

メールや LINE によるコミュニケーションを最大限に活用し、例えば PTA・奨励会の学校での定例会は土曜年 4回、その他は引

継ぎと相談事項がある時のみとし、都合の良い時間や場所で活動します。 

• マチコミ配信を活用することで、書類を印刷するための学校訪問や、紙での集計を無くしています。 

• 役員や委員の定員を、本町小より少なくしています。 
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【期間で参加する活動の紹介（役員、委員会、プロジェクト）】 

数ヶ月から 1年の期間で参加する活動として、役員・委員会・プロジェクトがあります。 

本校では、保護者の負担を減らすため、常任委員会を子ども安全委員会と環境委員会の 2 つに絞り、その他活動はプロジェク

トを立ち上げ、一時的に活動したり、都度 SP（＝Support Parents＝単発ボランティア）を募集することで、保護者参加人

数や負担を軽減する工夫をしています。 

 

活動名 任期 人数 活動内容紹介 

PTA 本部 

役員 

4月から 

3月 

８名 会長 1名、副会長 2名、書記 1名、会計 2名、監査役２名で活動してい

ます。年 4回の定例会議では、校長・副校長・主任の先生より、今後の学校

活動のプランをいち早くお伺いできたり、意見交換ができ、保護者の思いを学校

へ伝える代表者として、様々な活動に貢献できます。 

教育奨励会 

役員 

4月から 

3月 

８名 学習環境と学校環境の向上を経済面からサポートし、本校の特色ある学校作

りに協力しています。子ども達のどの活動に予算を利用するか校長・副校長らと

共に検討することができます。活動の目玉は『みなとみらい本町フェスティバル』で

す。子どもたちが楽しみにしてくれる恒例行事となるよう頑張っています。お父様

の参加も多いです。 

子ども安全委

員会 

(常置委員会) 

9月から 

8月 

約 15名 子どもの地域での安全を推進することを目的として様々な活動をしています。子

ども達の様子や、安全に関する活動を良く理解でき、地域との関わりも経験で

きます。主な活動内容： 

・スクールゾーン（通学路）対策 

・子ども 110番の家 

・地点立ち 

環境委員会 

(常置委員会) 

4月から 

3月 

約 5名 安全で安心な学校生活のために環境を整えていきます。大掃除、備蓄食料や

防災備品の管理、教室カーテン洗濯など、子どもたちと学校と身近に関わって

いく活動です。 

選考委員会 10月か

ら 2月 

8名 各学年 1名ずつと、PTA・奨励会から 1名ずつご参加いただき、来年度の

PTA本部と奨励会のメンバーの選考活動をしていただく大切な委員会です。

活動期間が限られていますので 1年間を通じての活動は難しいという方がご参

加くださっています。 

プロジェクト プロジェク

トによる 

各数名 例えばこれまで下記のようなプロジェクトが立ち上がりました。プロジェクトは活動

期間や内容が限定的なため、ポイントが少ない活動もあります。プロジェクトと役

員/委員会を兼任して頂いている方も沢山いらっしゃいます。 

・本回収 ・インタビュー（先生方へインタビュー） ・広報（年 2回の広報誌

作成）・コサージュ制作（卒業生がつけるコサージュ制作）・卒業対策（卒

業イベント準備）・給食試食会 ・近隣企業見学 ・緊急事態対策（保護者

の繋がり強化、緊急物資、安全対策） 
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【単発で参加する活動の紹介（SP）】 

単発でお手伝いボランティア（SP＝サポートペアレンツ）を募集することがあります。こちらは期間で参加する活動よりポイントは

少なくなりますが、学校活動に気軽に関われる機会となりますので、是非ご参加ください。 

なお、地域関係者と保護者によるネットワークであるみらい共創ネットワークからも、遠足やイベント時の SP募集がありますが、ポ

イント対象外となります。（参加者記録の管理を PTA でできないため） 

＜SP の募集例＞ 

• 校内大掃除のお手伝い 

• 教室のカーテンをご家庭で洗濯 

• 運動会等の行事での受付担当、パトロール、テントの設置片付け 

• みなとみらい本町小フェスティバルのお手伝い 

 

【ポイント一覧】 

目標ポイントは、お子様一人につき 10 ポイントです。 

10 ポイント ・ PTA本部役員 

・ 教育奨励会役員 

・ 子ども安全委員会委員長 

・ 環境委員会委員長 

・ 選考委員会委員長 

7 ポイント ・ 子ども安全委員会副委員長 

・ 環境委員会副委員長 

5 ポイント ・ 子ども安全委員会委員 

・ 環境委員会委員 

・ 選考委員会委員 

・ 各プロジェクトの代表者 

・ 広報プロジェクトメンバー 

・ 緊急事態対策プロジェクトメンバー 

2 ポイント ・ コサージュプロジェクトメンバー 

・ インタビュープロジェクトメンバー 

・ 本回収プロジェクトメンバー 

・ 卒業対策プロジェクトメンバー 

1 ポイント ・ PTA、奨励会、各委員会、プロジェクトで募集する SP1回につき 1 ポイント 

  

※プロジェクトは毎年必要に応じて立ち上がるものであり、継続されない場合やポイント数が変更になる場合もあります。毎年

PTA常任委員会におけるプロジェクト承認の際に、活動内容・期間・負担に応じてプロジェクトメンバーのポイント（5,2,1 ポイン

ト）を設定します。学校に必要不可欠なプロジェクトは 5 ポイントとなります。 
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ご質問、ご意見等ございましたら、下記までご連絡お願いします。 

みなとみらい本町小 PTA本部メールアドレス ：mmhoncho.pta@gmail.com 

ポイント制は、会員の皆様のご意見や、今後の運用状況を踏まえて、内容を変更する可能性があります。 

皆様のご協力よろしくお願い致します。 

 

フルタイムで働いているので不安を感じながら PTA 役員に参加しましたが、

実際に必要な事だけをできる人ができる時に行い、リモートでできる事も多

く、PTA のために学校へ行くのは年 4 回土曜午前だけでした。子どものため

の活動と思い参加しました、先生方や他学年の保護者と交流もでき、忙しく

ても親自身にとって参加して良かったです。またExcel/Wordの能力は重宝

され貢献できました。 

1 年生の時に子ども安全委員会に参加したことで、同じマンションの知り合い

が増え、安心した学校生活を送れています。 

幼稚園保育園と違い、保護者が学校へ行く機会は少ないですが、PTA 役

員になることで訪問時に子どもの様子を見れたり、校長先生を含む先生達と

お話しする機会が作れています。 

PTA 会費で、体育館での熱中症対策用大型扇風機、運動会記念品のカ

プラなど、子ども達のためになるものを提供していただき助かります。（by 先

生） 

集まりが基本土曜日なのと、それぞれが出来ることをやる感じなので、仕

事をしている中でも無理なく奨励会に参加できました。また、他の役員の

方、先生方と関わる中で見える事も多く、とても勉強になりました。 

他の学校には無い奨励会って何だろうと疑問からのスタートでしたが、奨

励会があることで特別な教育を深める手助けができる事がわかりました。

また、その活動を伝えることが難しい事もわかり、親も楽しく学べた 1 年と

なりました。 

学校の委員は面倒という概念より、子どもの様子を伺えるのではと委員に

参加しました。思ったより学校で集まることはありませんでしたが、他学年

の保護者と色々な話ができ、子どもがこれからどんな学校生活を送るのか

イメージできました。習い事、週末イベント、進路等の様々な役立つ情報

を得やすくなりました。 

参加者の声 

年間を通じた参加は難しいと思い、活動期間が限定されている選考委

員会に参加しました。 

コロナ禍でしばらく他の保護者との交流が全くない状況でしたが、プロジェ

クトに参加して知り合った保護者と、子どもや学校に対するちょっとした疑

問や悩み等を相談できるようになり、学校や先生達に関する情報量も増

え、親子共々安心した学校生活が送れるようになりました。 

親が学校活動に参加している様子を見ている子どもが、親に対して尊敬

の気持ちを持ってくれるようになった事が嬉しかったです。 
学校の様子を自分からあまり話してくれない子ですが、知り合った保護者や

関わった先生から、どんな特別授業があった、子ども達の様子はこんなだった

等を聞く機会が増え、学校でこんなことあったでしょ？と子どもと会話する機

会が増えました。 

新しい街なので、近隣住民との交流がありませんでしたが、学校との関り

や保護者との交流が増えることで、地域になじんで来たように感じます。 

子ども安全委員会のスクールゾーン対策協議会では、西区や警察の方など

と一緒に安全対策を改善する経験ができました。また、通学路は学校からの

意見により、横浜市や国が改修工事を行ったり、工事車両ができるだけ通

学路を避けるように走っている事など、保護者からは見えていない所で、子ど

も達が地域や安全委員会の活動により守られていて、日々問題なく登下校

できていることを知る事ができました。 

私が役員として校長先生とお話しする機会があると知って、子どもが尊敬の

まなざしで見てくれます。 

子どもの学校生活を身近でサポートすることができ、自分もまた 2 度目の

小学校生活を楽しませてもらっています。 

mailto:mmhoncho.pta@gmail.com

