
仕事の合間にお手伝いできる
活動はないかな・・・

クラス委員(専門委員)、
ちょっと興味あるけどわたしに

できるかしら・・・

今回は、PTA活動方法のひとつ、クラス委員(専門委員)についてのご紹介です。

これまで、クラス委員(専門委員)については、学級懇談会当日に選出されていまし
た。どんな活動をするの？活動にどのくらい時間が必要なの？といった情報提供が不
十分なまま委員選出をされる仕組みに課題があり、会員からも改善の声をいただいて
いました。

そこで、令和３年度PTAでは、クラス委員(専門委員)についての詳細な紹介資料を
作成しました。ご自身の生活スタイルや得意分野を活かした活動をお選びいただける
ように、わかりやすくお伝えします。

本部役員とクラス委員(専門委員)って、
何が違うの？
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令和4年3月
PTA本部作成・提供

谷津南小ＰＴＡ 委員会活動について

子どもたちのよりよい教育環境をつくるため
クラス委員（専門委員)として

谷津南小学校を盛り上げてみませんか？

HP掲載



谷津南小ＰＴＡの組織イメージ

本部役員
会長 １名
副会長 ４名
書記 ４名
会計 ３名

本部役員＋各正副委員長が運営委員会・
企画会に参加（平日9:30-, 年７回）

バレーボール
実行委員･競技委員
バレーボール役員

青少年補導

教職員

学級を主体とした活動、PTA会費集金、
ミニ運動会開催、本部依頼のお手伝い等

文化 家庭教育学級の企画開催

校外 交通指導・安全パトロール

おまつり どひゃっとまつりの企画・運営

環境 有価物回収・ベルマーク集計

広報 ＰＴＡ広報誌発行、行事写真等

クラス委員
(専門委員)

谷津南小ＰＴＡ会員

学級・学年活動

卒業対策
卒業対策関連
(6年学級委員兼任)

役員選出 次年度本部役員選出の進行管理
(4･5年学級委員兼任)

委託業務
(任期１年)

委託業務
(任期2年)

役員・委員以外の方には
１人１つのお手伝いを

お願いしています

ＰＴＡ会員と学校・各専門委員会
の連絡を図る

(令和3年度)
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学
級
委
員

PTAバレーボール部 PTA活動に
準ずる

(令和3・４年度はコロナ・改修工事のため中止)

＊市Ｐ連 役員専任１名
(輪番制、令和４年度谷津南小当番)

令和4年3月
PTA本部作成・提供

一中青連協
委託業務
(任期2年)

委託委員

令和４年度は
選出済み

今回募集☆

令和４年度は
選出済み

随時募集中☆

HP掲載



★お子さん１人につき１回以上、委員または本部役員をお引き受けいただけるようお願いしています。

★本部役員・クラス委員・委託委員、バレーボール部員以外の方には、１年に１つの「お手伝い」を
お願いしています。

谷津南小ＰＴＡ活動への参加方法

本部役員・クラス委員(専門委員)の選出スケジュール

令和3年10月13日 クラス別選出(くじ引き)      
11月 自薦・他薦用紙配布
12月4日 役員を選出する会

役職決定会議

令和4年 1月～ 引継ぎ開始
現役員と共に活動する

令和4年 5月 PTA総会にて
新本部役員承認・決定

令和4年4月
6日 ｸﾗｽ委員選出の希望ｱﾝｹｰﾄ配信(2-6年生)

(Webｱﾝｹｰﾄ)

11日 ｸﾗｽ委員選出の希望ｱﾝｹｰﾄ配信(新1年生)

(Webｱﾝｹｰﾄ)

12日 希望ｱﾝｹｰﾄ回答締め切り
13日 ｸﾗｽ委員選出(本部･教頭先生のみで選出

委員決定した方へはメールでお知らせ)

22日 委員総会 (委員決定者のみ参加

各委員会の正副委員長･書記･会計を選出)

令和4年5月 PTA総会(書面開催)

令和4年4月
19日 お手伝い希望ｱﾝｹｰﾄ

配信 (Webｱﾝｹｰﾄ)
24日 ｱﾝｹｰﾄ回答締め切り
25日 お手伝い決め

以降随時お手紙で決定連絡

本部役員(選出済み) お手伝い

本部役員選出は役員選出委員が進行します 令和3年度本部役員&令和4年度本部役員候補者が進行します

令和３年度本部役員＆令和4年度本部
役員候補者がお手伝い決めをします
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クラス委員(専門委員)

令和4年3月
PTA本部作成・提供

HP掲載



本部役員・専門委員長等には特典があります

所属 役割 経験年数 特典

谷津南小
PTA

本部役員 1年以上 以後永久に兄弟の数に関わらず本
部役員・クラス委員を辞退可能

専門委員長 1年間 ・以後永久に委員長を辞退可能
・委員長活動年度の

次年度本部役員候補を辞退可能

PTAバレーボール部員 正式入部で
1年間

クラス委員1回活動と同等

委託委員

バレーボール実行委員 1年間 クラス委員１回活動と同等

バレーボール競技委員 1年間 クラス委員１回活動と同等

バレーボール役員
(バレーボール実行委員・競技委員の

谷津南小当番年度の方)

１年間 以後永久に兄弟の数に関わらず本
部役員・クラス委員を辞退可能

青少年補導委員 2年間 クラス委員2回活動と同等

一中青連協委員(役員) 2年間 クラス委員２回活動と同等

我が家は
兄弟が多いから
魅力的・・・

日中は難しいけ
ど夜や休みの日
になら参加でき
るかも・・・

子どもたちの豊かな学校生活のために、がんばってみませんか？

知り合いも
増えるし

子どもたちの
様子が分かり

ます

何より子ども
たちの笑顔が
励みです
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☆PTAバレーボール部員以外から毎年一般公募で選出。

令和4年3月
PTA本部作成・提供

輪番制(6-7年に１回、次回令和5年度)市P連の役員に準じる活動

☆部員の中からバレーボール競技委員(市委託業務)を選出。

HP掲載
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クラス委員(専門委員)の活動について
新入生保護者の皆様、クラス委員未経験の在校生保護者の方、立候補を検討中の方にご活用いただくため、
令和４年度委員会活動内容(予定)、令和３年度委員会活動年間スケジュール実績(参考)をまとめました。

はじめにお読みください(1)
・令和３年度委員会活動年間スケジュール(８-11ページ)は、活動実績に基づき作成しています。

令和３年度は感染症対策の為、規模を縮小して活動しましたので、令和４年度とは異なる可能性があります。
今後も新しい生活様式に則り「すべては子どもたちのために」学校とも活動内容を相談しながら取り組みます。

・PTA本部主催のどひゃっとまつり(11～12月開催)は、令和２・３年は校舎の大規模改修工事により中止でした。
令和４年度も引き続き改修工事予定があり、コロナ状況も見通せないため、中止となりました。おまつり委員も選出しません。

・委員会活動の月の流れは下記のとおりです。（すべての委員会に共通）

○企画会 ： 本部役員、専門委員会委員長が参加。本部と各専門委員会の連絡を図る。運営委員会後(同日)に設定される事が多い。

○定例会 ： 月１回程度、開催方法は各委員会で決める。委員会ごとに委員長が招集。運営委員会での議事連絡・決議・
委員活動に関する打合せをする。（対面打ち合わせに限らず、LINEや週末・夜のオンラインミーティング等、
委員会ごとに都合のよい場所・時間・ツールを用いて工夫いただいて構いません。）

○運営委員会：年７回、平日9:30～1時間程度。正副委員長が参加。PTA活動の審議承認、各月活動報告、予算案・決算案を
検討し総会へ提出 ＊令和３年度は委員長のみ出席（副委員長は不参加）

＊令和４年度は、まん延防止法適用時期は委員長のみ、解除されていれば正副委員長出席とします

○各委員会の活動：月中に適宜実施。

令和4年3月
PTA本部作成・提供

委員選びの
大事なポイント☆

　令和４年度　運営委員会予定　（いずれもAM9:30～谷津南小）

第１回 5/23(月) 第２回 6/24(金) 第３回 9/16(金) 第４回 10/28(金)

第５回 12/6(火) 第６回 1/23(月) 第７回 2/17(金)

HP掲載
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・令和３年度運営委員会は、状況に応じて書面開催やzoomオンライン会議(一部)も導入しました。
また、直接対面での話し合いの場も大切にしていくため、令和4年２月以降は学校PTA会議室を土日使用可としました。
感染症対策や活動効率化のために、今までの慣習にとらわれず、場所・時間に制約を受けない活動方法も積極的に取り入れていきたいと
考えています。

・委員決定後すぐ(4･５月中)に活動日が確定している委員会には、活動予定日、時間帯を記載しました。
立候補希望される方はご都合ご確認をお願いします。

・基本的に日中の活動となりますが、早朝、夕方の活動のある委員会もあります。
役職・活動内容によっては、書類作成等、場所時間を問わず可能なものもあります。

・未就園児・未就学児を連れての参加について
会員の皆様の多くが知りたい点かと思いますが、活動内容にもよりますし、預け先の有無や、下の子がいるけど工夫して積極的に関わりた
い、とのお気持ちのある方等、ご家庭により様々ですので、一概にお答えするのは難しいと考えています。
各委員会の活動時間帯、内容をよくお読みいただき、子連れでも安全に活動できるかを各ご家庭でご判断いただき、無理のないように
ご検討ください。

・ご質問、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく
谷津南小令和3年度PTA本部ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ r03.ytmp.pta@grace.ocn.ne.jp までお問合せください。

＊お問い合わせが春休み中の場合、回答が遅れることがありますのでご了承ください。

はじめにお読みください(2) 委員選びの
大事なポイント☆

HP掲載 令和4年3月
PTA本部作成・提供

mailto:r03.ytmp.pta@grace.ocn.ne.jp


令和４年度クラス委員(専門委員)の活動まとめ(予定)
全ての委員会活動をまとめて記載しました。

＊学校行事のお手伝いは、感染症拡大状況により変わるため、コロナ以前の内容を参考に記載しています。
＊状況により、学校からの急な要望を受け、活動内容が変わる可能性があります。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
＊令和３年度定期総会(令和４年４月末～５月開催予定)は、HP掲載による書面開催といたしますので、委員の皆様の総会お手伝いはありません。
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運動会 公開研究会 おまつり(令４は中止)

＊全学年共通　○学年・学級活動に関するお手伝い

               　　　○行事のお手伝い

＊１－３年委員　○ＰＴＡ会費の集金（今年から原則振込）

　　　　　　　　　　　4/27(水)9:30-集計作業　 5/17(火)9:30-集金関連　5/26(木)8:05-集金作業

                       ○プール掃除　　○その他本部役員から依頼のお手伝い（卒業記念品準備等）

＊１・２年委員   ○ミニ運動会の開催(令和４年度は中止）

＊４・５年委員　　『役員選出委員』兼任

＊６年委員　『卒業対策委員』兼任

役員選出委員会
(学級委員の４・５年

６名)

○学年・学級活動に関するお手伝い
○行事のお手伝い
○次年度の本部役員を選出する

＊役選時期の場合は免除

○学年・学級活動に関するお手伝い　　

○行事のお手伝い

○卒業関連の準備・お手伝い

　陸上大会お手紙作成と配布、修学旅行費用集金　卒業関連の準備・手配

○校外パトロール（年３回、子連れＯＫ）

　６月、２～３月：16:30-40分程度／１１～１２月：16:00-40分程度

○登校時交通指導（子連れ不可）

花の木　7:30-8:15　45分間／南小校門前　7:35-8:20　45分間／奏の杜　7:15-8:00　45分間

○会報「校外だより」発行　　　　　　　　　　　　　○パトロール報告会出席（委員長）

○家庭教育学級の開催

○谷津公民館地区合同講演会、谷津公民館主催会議出席

　(状況に応じ、家庭教育学級回数変更、オンライン開催、文化だより発行を検討）

○ＰＴＡ広報誌「しおかぜ」の編集・発行（年２回）

○発行に合わせて各種行事等での取材、写真撮影

○有価物回収（第１回は　4/26(火)7:20-8:20頃、終了時間は多少前後） ・整理（年８回以上）

○ベルマーク、テトラパック・インク回収・集計・発送、Webベルマーク集計　○環境だより発行

環境委員会
１６名

トイレ見回りと清掃 分担あり ゴミ箱設置、回収

学級委員会
２８名

卒業対策委員会
(学級委員の６年

６名)

駐車場整備
　駐車場誘導

来賓受付･応対
校外誘導

食券・集金配布

食券・集金配布

文化委員会
６名

ＰＴＡ競技の準備と進行 分担あり 当日の放送

広報委員会
６名

写真撮影 分担あり ポスター制作と掲示

令和４年度の主な活動
学校行事のお手伝い（コロナ前、過去参考）

委員会、活動人数

校外委員会
１５名

(谷津地区　１０名
奏の杜地区　  ５名）

校内パトロール 分担あり パトロール

HP掲載 令和4年3月
PTA本部作成・提供



学級委員
卒業対策委員

(学級委員の6年保護者)

担任と学級保護者間のパイプ役です 卒業関連の準備・お手伝い

どんな人向き？
どんな人向き？

※全学年
・学年・学級活動に関するお手伝い
・行事お手伝い
※ １～３年委員
・PTA会費の集金 今年から原則振込

4/27(水)9:30-振込集計作業
5/17(火)9:30-集金関連作業
5/26(木)8:05-集金作業

・プール掃除
・その他本部役員から依頼のお手伝い

(卒業記念品準備等)
※１･２年委員 ミニ運動会の開催

(令和4年度は中止)
※４･５年委員『役員選出委員』兼任
※６年委員 『卒業対策委員』兼任

学年・学級活動に関するお手伝い、
行事お手伝いの仕事に加えて
卒業関連の準備・お手伝いに
かかわります。

・陸上大会お手紙作成と配布
・修学旅行費集金
・卒業関連の準備・手配 等

・決まった日に参加できる方
・細かい作業があります(会費集計)
・自分から行動を起こしたり、

協力して活動を楽しめる方

活動 少

活動あり

忙しい

令和４年度 １クラス1名選出、合計28名(予定) 令和４年度 6年生保護者 合計６名(予定)

・子どもに協力してもらえる方
・全員が揃わなくても活動できるので

お仕事のある方でも大丈夫です
・どなたでも大丈夫だと思います

経験者より

令和4年3月
PTA本部作成・提供

令和３年はコロナ感染対策のため行事
等がなくなり、例年並みの活動ができて

いない旨ご承知おきください

ﾌﾟｰﾙ掃除、ミニ運動会中止、
公開研究会縮小開催のため、
活動やお手伝いの機会が例年
より減りました。

卒業に関わる活動のため、
２学期～活動が多くなります。

活動内容(令和4年度予定)
活動内容(令和4年度予定)

年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(令和３年度実績)
年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(令和３年度実績)

経験者より
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令和3年4月 PTA会費集金

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

令和4年1月

2月

3月

4月

令和3年4月 PTA会費集金

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

令和4年1月

2月

3月

4月

令和４年度活動内容(予定)と令和３年度年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(参考)HP掲載



役員選出委員
(学級委員の4･5年保護者)

校外委員

どんな人向き？

次年度の本部役員選出の進行全般を管理します
学期初めの登校時の交通指導や下校後の校区内
の安全パトロールを行っています

どんな人向き？

学年・学級活動に関するお手伝い、
行事のお手伝いに加えて
次年度の本部役員を選出します。

・校外パトロール（年３回、子連れOK）
6月、2-3月 16:30-40分程度
11-12月 16:00-40分程度

・登校時交通指導（子連れ不可）
花の木 7:30-8:15 45分間
南小校門前 7:35-8:20 45分間
奏の杜 7:15-8:00 45分間

・パトロール報告会 出席（委員長）

校区の安全に気を配るとともに市P連主催
「地域のパトロール連絡会」（年1回以
上）に参加するなどして、近隣の治安につ
いても情報を得て会員に知らせます。

一学期は準備期間のために集ま
ることもありますが、2学期から
は具体的な資料作成・集計等準
備のため頻繁に集まる時があり
ます。

次年度の総会で新役員が承認さ
れたら任期終了です。

令和4年3月
PTA本部作成・提供

令和３年はコロナ感染対策のため行事
等がなくなり、例年並みの活動ができて

いない旨ご承知おきください

活動内容(令和4年度予定) 年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(令和３年度実績)

繁忙期がはっきりしています。

・知り合いの多い方、フレンドリーな方
・皆で協力しフォローし合えれば

仕事をしていても可能です
・ＰＣが得意な方

活動内容(令和4年度予定) 年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(令和３年度実績)

・朝や夕方に時間の取れる方
・時間に多少の融通が利く方
・働いていてもｽｹｼﾞｭｰﾙ調整できる方なら活動しやすいです
・子どもとコミュニケーションを取るのが得意な方

令和４年度 合計１５名(予定)
（谷津地区 １０名、奏の杜地区 5名）

令和４年度 合計６名(予定)

経験者より 経験者より

令和４年度活動内容(予定)と令和３年度年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(参考)
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令和3年4月 PTA会費集金

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月 役員選出の会

令和4年1月

2月

3月

4月

令和3年4月

5月

6月

7月 パトロール

8月

9月 交通指導

10月

11月

12月 パトロール

令和4年1月 交通指導

2月

3月 パトロール

4月 交通指導

HP掲載



文化委員 広報委員

どんな人向き？

家庭教育学級を開催します PTA広報誌「しおかぜ」を発行します

どんな人向き？

公民館バックアップのもとに講
演会・教養講座など生活に役立
つ事を目的としたPTA会員の皆
様に喜ばれる会を企画し「家庭
教育学級」を開催します。

PTA広報誌『しおかぜ』を年2回発
行します。
『しおかぜ』発行にあわせて、
打ち合わせ・取材(学校行事等)、
撮影・編集を行います。
各種行事での撮影も行います。

令和4年3月
PTA本部作成・提供

令和３年はコロナ感染対策のため行事
等がなくなり、例年並みの活動ができて

いない旨ご承知おきください

年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(令和３年度実績) 年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(令和３年度実績)

令和４年度 合計６名(予定) 令和４年度 合計６名(予定)

活動内容(令和4年度予定)活動内容(令和4年度予定)

・人とのコミュニケーションが得意な方
・話し合いをまとめるのが得意な方
・協力的な方
・生涯学習意欲のある方

家庭教育学級が中止となり、
活動機会が減ったため
文化だよりを発行しました。

・行事の撮影が多いので、平日学校に行ける方が
多い方がいいです

・ＰＣが得意な方、写真撮影が好きな方
・GoogleドライブやExcelが使える方が数名は必要です
・形に残る仕事をしたい方
・時間に余裕のある方

経験者より経験者より
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令和3年4月

5月

6月

7月 しおかぜ①発行

8月

9月

10月

11月

12月

令和4年1月

2月

3月 しおかぜ②発行

4月

令和3年4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月 文化だより発行

12月

令和4年1月

2月

3月

4月

令和４年度活動内容(予定)と令和３年度年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(参考)HP掲載



環境委員 おまつり委員

どんな人向き？

どひゃっと祭りの企画運営をします
有価物・テトラパック・インクカートリッジ・
ベルマークを回収します。

毎年開催される『南小まつり
（どひゃっとまつり）』の企
画・運営をします。おまつりに
参加するいろいろなコーナーの
調整などを行う裏方の仕事です。

令和３年に引き続き、令和４年
も校舎改修工事が予定されてい
るため、中止となりました。

どんな人向き？

・有価物回収・整理（年８回）
第１回 4/26(火)予定
7:20-8:20(終了時間多少前後)
第２回以降は7:50集合

・ベルマーク・テトラパックの
回収・整理

・環境だより発行

＊未就学・未就園児を連れての参
加は可能ですが、活動が安全にで
きるかどうかを各ご家庭でご判断
いただきご検討ください。

令和4年3月
PTA本部作成・提供

令和３年はコロナ感染対策のため行事
等がなくなり、例年並みの活動ができて

いない旨ご承知おきください

谷津南小校舎の大規模改修工
事があったため
当初より中止

委員選出もしていません

年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(令和３年度実績) 年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(令和３年度実績)活動内容(令和4年度予定) 活動内容(令和2年度以前参考)

令和４年度 選出無し

・朝早くから活動ができる方
・登園・登校時間の活動でも差支えない方
・細かい作業が得意な方

・明るく元気な方
・話をまとめるのが得意な方、いろんな方と接するのが好きな方
・決断力のある方、行動的な方
・校外の方とも接する機会があるので、やりがいを感じられます

経験者より おまつり実施年度の経験者より

令和４年度 合計１６名(予定)
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令和3年4月 有価物回収

5月 有価物回収

6月 有価物回収

7月 ﾍﾞﾙﾏｰｸ集計、有価物回収

8月

9月

10月 ﾍﾞﾙﾏｰｸ集計、有価物回収

11月

12月 有価物回収

令和4年1月

2月

3月

4月

令和４年度活動内容(予定)と令和３年度年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ(参考)

令和３年度は９月、2月の
活動が中止となりました。

HP掲載



令和３年度PTA本部の取り組み（改善項目ご紹介）

感染症拡大の影響で行事やお手伝いの中止が続きましたが、「今だからできること」として、
コロナ禍でもスムーズに活動ができるように、また会員の皆様の負担削減のため、下記の改善を行いました。
対面での話し合い・コミュニケーションも大事にしながら、これからも活動改善を継続していきます。
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項目 以前の運営 変更点・改善点　※改善のポイント

紙で配布 学校ＨＰ掲載による印刷費削減、作業効率化

(一部HP掲載) （令和２年度２学期より）

会則見直し - コロナ禍でもスムーズに活動できるよう変更

(臨時総会開催) ※現状に即した内容に更新

PTA会議室の土日利用 平日のみ可 土日利用が可能に(令和4年1月より)

黒板 Boxを活用し、オンライン予約できる仕組みを整備

紙台帳 ※本部書記の業務負担を削減

※会議室予約目的で学校へ行く機会をなしに

個別メール 配布物の連絡先には電話番号と、「代表メールアドレス」

個別電話 を併記。

メーリングリスト - 代表メール宛てのメールは本部全員で即時共有

バックアップ - 共有ＰＣの保護、システムバックアップ取得

会費見直し 原則3000円 2160円に減額、毎年見直しできるよう会則も変更

集金袋 原則振込に変更、学年ごとに通帳を６冊作成

一括集金 ※本部会計・学級委員の負荷軽減

※集金日当日の先生方の早朝残業を削減

ペーパーレス推進

会費納入方法変更

代表メールの設置

予定表と会議室予約方法変更

項目 以前の運営 変更点・改善点　※改善のポイント

USBメモリ クラウドストレージ(Box)を活用してオンライン情報共有

対面受渡し ※共同編集作業が容易に、かつ対面接触機会減

メール添付 ※コンピュータウィルス対策　※報告読み上げ一部割愛可能に

PTA会議室の複合機の設定を変更

※boxからWi-Fi経由で直接印刷、USBメモリ不要に

本部役員活動時間記録・委員アンケートを実施し

本部役員・委員会活動の説明資料を整備

※新たに引受ける際の「判断材料」の提供

委員・お手伝い 対面で選出 Webアンケート(Googleﾌｫｰﾑ)を使用した委員・お手伝い決め

選出方法変更 紙のアンケート

２年で１ポイント １年で１ポイント

- バレーボール役員経験者は本部役員経験者と同じ扱いに

本部役員業務から切り離し、専任委員として選出

※本部役員の負担を軽減

運営委員会でZoom中継(第７回より試行)

※自宅待機中であっても会議に参加可能に
オンライン会議ツールの試行 -

バレーボール部の

ポイント変更

バレーボール役員の

特典付与

データ共有ツールの導入

モバイルプリント USBメモリ

ＰＴＡ活動見える化 -

一中青連協役員の選出 本部役員が兼務

HP掲載 令和4年3月
PTA本部作成・提供


