
H28 年度 委員会別仕事内容 
H28年度の各委員会の仕事内容です。 
委員選出の希望を出される際の参考にしてください。 

 
＜学年委員会＞人数：３６名（各クラスより２名） 
★仕事内容：茶話会、学年交流会、環境整備の開催 
      グリーンカード及び名簿の管理、次年度委員の選出 

H28 年度仕事内容一覧 
仕事内容 回数 時間 人数 技能 活動場所 

定例会 １２回/年 ２Ｈ/回 全員 パソコン 学校等 

茶話会（各クラスまたは学年）準備・開催 準備数回 
開催１回 

準備数時間/回 
当日３Ｈ 全員 パソコン 学校等 

環境整備 準備・開催 春、冬 各１回 準備数時間/回 
当日４H 全員 パソコン 学校 

学年交流会（各学年）準備・開催 準備数回 
開催１回 

準備数時間/回 
当日２Ｈ 全員 パソコン 学校 

グリーンカード(作成、配布、回収、委員決め) ５～６回/年 ２Ｈ～３H/回 全員 パソコン 学校 

予算総会、決算総会手伝い（保育） ２回 ２H ３名  学校 

運動会手伝い（駐輪場整備） １回 半日 全員  学校 

デイキャンプ手伝い １回 ２H ４名  学校 

なかよし小道修繕作業手伝い １回 半日 １名  学校 

中林フェスタ手伝い（手芸ブース）準備・開催 準備２回 
開催１回 

準備１H/回 
当日終日 全員  学校 

つきみ野中学校区家庭地域教育活性化あいさつ運動 ２回 0.5H/回 正副  対外 

コミコミ週間手伝い（受付） １回 1H 正副  学校 

どんど焼き手伝い １回 数時間 正副  学校 

ＰＴＡ講習会 １回 3H 正副  対外 

※青字はＰＴＡ行事の手伝いです。 

・今年度より、学年交流会を授業の一環として行いました。 
・書面、資料の作成などは、主にパソコン（Word、Excel）を使用。 
・定例会以外での連絡事項などは、各学年のリーダーを通じて、主にメールにて行いました。 

☆H２８年度に活動された学年委員のみなさんのコメント 
・未就学児を連れての参加、仕事をしながらの活動も、各クラス２名ずついるので、学年ごと 
 に協力し合いながら活動できたので、心強く、活動しやすかった。 
・子どもたちの学校での様子がわかり、親同士や先生方ともコミュニケーションをとる事が出 
 来たので良かった。 
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H28 年度 委員会別仕事内容 
H28年度の各委員会の仕事内容です。 
委員選出の希望を出される際の参考にしてください。 

 
＜広報委員会＞人数：１２名（各学年より２名） 
★仕事内容：ＰＴＡ広報誌『おおどけい』の発行 

 H28 年度仕事内容一覧 
仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会 １０/年 ２Ｈ/回 １０名  学校 

企画会議 ２ ２Ｈ/回 １０名 有 学校 

運動会取材 １ 終日 １２名 有 学校 

各種取材 行事など 
多数 数時間/回 全員 有 学校、その他 

レイアウト校正 随時 随時 担当数名 有 自宅、その他 

おおどけい入稿（6月、12 月） ２  １名 有 外部業者とメールにて 

おおどけい配布（7月、1月） ２ ２Ｈ/回 ２名  学校 

・年間行事を大体取材してストックする。（担当分け） 
・正副はできるだけ取材に同行 
・委員長は対外取材交渉、学校側との撮影許可交渉、写真掲載許可の管理 
・副委員長は各委員への細かい指示、OSサポート、取材、資料等の作成 
・全ての連絡は正副同報とし、情報の共有に努める。 
・OSツールを使って予算の簡略化、情報の共有、連絡の徹底に努める。 
・運動会当日駐輪場整備（演目を吟味し、本部と時間調整） 
・月２回、あいさつ運動参加（正副のみ） 
・中林フェスタ（お料理教室）のお手伝い 
 ※青字はＰＴＡ行事の手伝いです。 

☆H２８年度に活動された広報委員のみなさんのコメント 
・広報誌という目に見える結果があるので、達成感がありました。 
・今年度は有職の方が少なく、取材なども全員で割り振りする事ができました。 
・人数が少ないので例年通りではなく、できる範囲で活動していただけたら良いと思います。 
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H28 年度 委員会別仕事内容 
H28年度の各委員会の仕事内容です。 
委員選出の希望を出される際の参考にしてください。 

 
＜交流委員会＞人数：１２名（各学年より２名） 
★仕事内容：親子で参加できるイベントの企画、運営、 
      こどもが関わる内容の講習会への参加や募集 

H28 年度仕事内容一覧 
仕事内容 回数 時間/回 人数 活動場所 

定例会 １１回/年 ２Ｈ/回 全員 学校 

給食試食会 準備・開催 ４回 準備２H/3 回、 
当日３Ｈ 

準備３名 
当日全員 学校 

運動会手伝い（駐輪場整備） １回 約１Ｈ 全員 学校 

学校給食講習会 ５回 ２H/５回 １名 対外 
インターネットスマホ講習会 準備・開催 ５回 準備２H/3 回 

当日３Ｈ 
準備３名 

当日３名＋サポート 学校 
中林フェスタ手伝い（スライムブース） １回 終日 全員 学校 
クリスマスコンサート 準備・開催 １０回 準備 2.5H/９回 

当日４H 
準備３名 
当日全員 学校 

人権啓発研修講座 １回 ２H １名 対外 

※青字はＰＴＡ行事の手伝いです。 

☆H２８年度に活動された交流委員のみなさんのコメント 
毎月１回の定例会で仕事内容の確認、話し合い、委員会始めの給食試食会、運動会のサポート、 
中林フェスタ、インターネットスマホ講習会、クリスマスコンサートを委員全員で協力し合い
行うことができました。 
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H28 年度 委員会別仕事内容 

H28年度の各委員会の仕事内容です。 
委員選出の希望を出される際の参考にしてください。 

 
＜中林フェスタ委員会＞人数：１２名（各学年より２名） 
★仕事内容：中林フェスタの企画、開催 

 H28 年度仕事内容一覧 
仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会 １５回～/年 ３～４Ｈ 全員  学校（９月１０月に頻回） 

拡大会議 １/年 ２Ｈ 全員  学校（９月の土 or 日） 

告知、募集用紙作成 都度 能力による 担当 パソコン 自宅 

企画書作成 １回  担当ごと  自宅 

印刷 定例会時＋
３回  全員  学校 

集計作業 都度 ４～５H 全員・担当  学校 

フェスタ前日準備 １回 ５～６Ｈ 全員  学校 

フェスタ当日 １回 １日 全員  学校 

分科会 ３～回 ２～３H 全員・担当  学校 

運動会手伝い １回  全員  学校 

環境整備     学校 

おやじ達の会手伝い 数回    学校 

※青字はＰＴＡ行事の手伝いです。 

☆H２８年度に活動された中林フェスタ委員のみなさんのコメント 
・定例会は基本的に月に１回ですが、夏休み明けごろからは進行状況に応じ、回数を増やして 
 打ち合わせを行います。 
・学校、各委員会、外部団体などと連絡を取り合い、イベントの企画運営をします。 
・中林フェスタ前日は午前中と放課後、当日は 1日活動します。 
・仲間と１つのものを作り上げた後の達成感を味わえたことはとても貴重な体験でした。 
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H28 年度 委員会別仕事内容 

H28年度の各委員会の仕事内容です。 
委員選出の希望を出される際の参考にしてください。 

 
＜指名委員会＞人数：６名（各学年より１名） 
★仕事内容：次年度役員候補者を会員に配布した推薦状を基に指名 

H28 年度仕事内容一覧 
仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会 ９回/年 ２Ｈ 全員  学校 

推薦状、立候補状作成 １回 １Ｈ １名 パソコン 自宅 

推薦状、立候補状印刷、配布 １回 ２H ４名  学校 

推薦状、立候補状回収 １回 １H ２名  学校 

推薦活動 １～ ２H～ 全員  中央林間コミセン 

新体制役員顔合わせ １回（予定） １H（予定） ２名（予定）   

運動会 １回 0.5H ⒉名  学校 

中林フェスタ手伝い（料理教室） １回 ２H ２名  学校 

※青字はＰＴＡ行事の手伝いです。 

☆H２８年度に活動された指名委員のみなさんのコメント 
・仕事をしていても自宅で出来ることが多い。 
・人数が少ないので、定例会など融通がきく。 
 


