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活動目的：  

１．家庭、学校、地域社会と連携し子どもの安全を守る 
２．学校教育を理解し、協力することで「共育」をめざす  
３．家庭教育の危機をのりこえるため 情報交換、相互学習を行う  

 
活動方針： 
 できるときにできることを 
 
入会方法： 
 入会届の提出、年会費納入をもって入会とします。 
 加入は任意です。桜町小学校に通学する全児童のための活動ですから、 

入会しないことで児童が区別されることはありません。 
また、クラス内の連絡が届かないということもありません。 
 

退会方法： 
 退会の意思をＰＴＡ会長に伝えてください。 
 
桜町小学校ＰＴＡの年間行事： 
4 月：年会費納入＆入会受付、委員係決め 
5 月：年度はじめ総会 
6 月：2 年生交通安全教室（安全教室委員会）、第一回家庭教育学級（研修委員会） 
7 月：教職員紹介号発行（広報委員会）、安全マップ発行（校外委員会） 
8 月：桜町なつまつり（なつまつり委員会）、地域の夏期行事手伝い 
9 月：桜新町ねぶたまつり・運動会お手伝い 
10 月：第二回家庭教育学級・さくらまち会（研修委員会）、 
    3 年生自転車安全教室（安全教室委員会） 
11 月：研修フェア参加（研修委員会）、展覧会・学芸会お手伝い 
12 月：臨時総会、クラス特別集会・互選会（選出委員会） 
1 月：第 3 回家庭教育学級（研修委員会） 
2 月：新入生保護者会、事前立候補、校外集会 
3 月：年度末総会 
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♦組織と活動♦ 

組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ＊運営委員会出席は任意、議決権なし 

 

 

活動内容 
❀会長❀ 

桜町小 PTA の代表。 世小 P・地域・近隣校などへの出席等対外的な活動とともに校内の各種行事、会合、

活動に参加します。 主な活動 ●総会・運営委員会の招集 ●式典や行事のあいさつ ●PTA 発行通知文

の確認 

 

❀副会長❀ 
会長の補佐役。会長不在の場合は代行をつとめます。役員とクラ ス委員・各専門委員会の連携強化、ま

た PTA 活動が円滑に運営できるよう調整します。 

主な活動 ●PTA 発行通知文の作成・確認 ●総会・運営委員会の準備・司会進行 ●クラス委員・担当専

門委員会の補佐 

  

総会（議決機関） 

会員全員が集まる最高の議決機関。 

役員承認、活動計画、予算、決算、規約の改正など 

重要事項を審議決定します。 

運営委員会（執行機関） 

本部役員、クラス委員、専門委員長などで構成され、総会の決

定に基づいて日常的な運営に関わることを話しあいます。 

会計監査 

会員を代表し、会計事務や

予算執行が適切に処理され

ているか調べます。 

 

専門委員会（常設） 

安全教室委員会 

校外委員会 

研修委員会 

広報委員会 

なつまつり委員会 

選出委員会 

特別委員会 

常任特別委員会 

（平成 30 年度） 

クラス委員 

役員会 運営委員会の準備 ＩＴ部 
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❀書記❀ 

書記業務全般を行い、各種行事の企画運営に協力します。 

主な活動 ●「PTA ニュース」の発行 ●メールアドレス等管理、PTA メール配信 ●役員会議事録作成 ●

各種通知文の印刷・配布等  

 

❀会計❀ 

PTA 会員から納められた会費の管理を行い、各種行事の企画運営に協力します。 

主な活動 ●PTA 会費回収と管理 ●活動費の支払い、出納帳の管理等 ●予算や決算報告書の作成の補助 

●印刷機使用料の請求 

 

❀会計監査❀ 

役員ではありません。 ＰＴＡ会費が有意義に使用され適正に処理されているかを監査します。 

監査は次年度の４月に行い、年度はじめ総会で報告します。 

 

❀クラス委員 
  クラス内の親睦をふかめます。転入してきた方など学校生活が困らないよう配慮をお願いします。 

運営委員会に出席して学校やＰＴＡの活動を理解します。 

審議事項をクラスに持ち帰り、クラス保護者の意見を運営委員会で伝えます。 

人数 活動内容 

1～6 年 

各クラス 4 名 
 学校・PTA からの連絡配信 

 1 学期親睦会の企画開催 

 運営委員会への出席 

 クラス保護者の意見収集(依頼があった場合) 

 さくらまち会・研修フェアへの参加 

 運動会手伝い 

 翌 4 月保護者会での委員係決め司会 ほか 

 

上記を 4 人で分担 

 
❀専門委員会 
 

委 員 募集 人数 活動内容 

研修委員会 

 

 

1～6 年 

 

25～35 名 

 

保護者向け研修の企画・運営（年 3 回） 

さくらまち会(※1)の企画・運営 

ブロック研修会（研修フェア）への参加 

 

広報委員会 

 

1～6 年 

 

低・中・高学年 

各 5 名まで 

計:12～15 名 

広報紙「さくらまち」の企画・取材・編集・発行 

（年 1 回以上） 

選出委員会 

 

1～5 年 

 

各クラス 1 名 

計:クラス数と同数 

次年度の役員・会計監査選出(※2) 

 

 

なつまつり 

委員会  

 

 

1～6 年 

 

25～30 名 なつまつり（夏休み最終土曜実施）の企画・運営 

※3  
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安全教室 

委員会 

 

2・3 年 

 

16～20 名 2 年生交通安全教室・ 

3 年生自転車安全教室の企画運営 

 

校外委員会 

 

1～6 年 

 

各地区班 1 名＋ 

三役(委員長副委員

長)3 名 計:25 名 

 

交通安全や防犯のための活動・地域との交流活動 

 

※1 さくらまち会 

さくらまち会（単Ｐ研修会）とは、教職員と保護者がテーマに沿って少人数グループで話し合い、相互理

解を深める場で、平成 23 年より行われています。 

 

※2 桜町方式 

桜町小学校独自の互選による選出方法。下記①→②→③の順に開催。 

知らないうちに知らない誰かに決まっているのではなく、 全会員が参加できる方法として平成 14 年よ

り実施しています。 

 

① 会長選、役員事前立候補 

全会員に推薦用紙を配布します。次年度の会長候補者を自薦・他薦します。 

次年度本部役員に立候補される方も受け付けます。 

候補に挙がった方に選出委員が連絡し、会長就任の意思確認を行い、最終候補者を決定します。 

次年度会長・本部役員候補は全保護者に周知のうえ、12 月開催の臨時総会にて承認されます。 

 

② クラス特別集会 

次年度会長の決定後、各家庭１名ずつの保護者が出席し、各クラスで話し合いにより次年度役員候

補者となりうるクラス代表者を決定する会。選出委員は、現副会長・書記・会計・会計監査の役割

説明や、各クラスでの進行役を担当します。 

 

③ 互選会 

クラス特別集会で決定した各クラス代表者が集まり、次年度役員候補者を決定する会。選出委員は、

司会進行を担当します。※選出委員は次年度役員ないし会計監査の候補の対象外です。 

互選会で選出された役員・会計監査候補は、会員に周知のうえ、年度末総会で承認されます。 

 

❀係の活動❀ 

学校行事、委員会・役員会、クラス活動や地域行事のお手伝いなどがあります。いろいろな立場の方が、

無理なくＰＴＡ活動に参加できるように設けられています。活動時期と所要時間はお手伝いの内容によっ

て異なります。年度ごとに変わるので、4 月に配布される係表をご覧ください。 
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♦世小Ｐと桜町小学校♦ 

桜町小は、世田谷区立小学校ＰＴＡ連絡協議会（世小Ｐ）に加盟し、自動的に（社）東京都小学校ＰＴＡ協議 

会（都小Ｐ）・（社）日本ＰＴＡ全国協議会（日Ｐ）にも加盟しています。 

世小Ｐの６3 校は地域別に 7-８校ずつ８ブロックに分かれています。ブロックごとに研修会や、バレーボー

ル大会、ソフトボール大会など開催されます。 

桜町小は第７ブロックに所属しています。各小学校（単Ｐ）で会員が納めた会費の中から世小Ｐ会費が、世小

Ｐ会費の中から都小Ｐ会費が納められています。 

 

■ ＰＴＡ連合組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 世小Ｐ ブロック一覧 
 

１ブロック 2 ブロック 3 ブロック 4 ブロック 

若林小学校（1） 

三宿小学校（2） 

太子堂小学校（4） 

多聞小学校（9） 

山崎小学校（22） 

池尻小学校（28） 

花見堂小学校（30） 

城山小学校（31） 

代沢小学校（7） 

松沢小学校（11） 

松原小学校（15） 

北沢小学校（16） 

池之上小学校（19） 

代田小学校（24） 

下北沢小学校（65） 

駒沢小学校（12） 

旭小学校（13） 

中里小学校（14） 

駒繋小学校（18） 

弦巻小学校（21） 

中丸小学校（23） 

三軒茶屋小学校（25） 

松丘小学校（27） 

桜小学校（5） 

桜丘小学校（6） 

世田谷小学校（10） 

経堂小学校（20） 

赤堤小学校（26） 

笹原小学校（29） 

船橋小学校（56） 

希望丘小学校（63） 
 

5 ブロック 6 ブロック 7 ブロック 8 ブロック 

上北沢小学校（17） 

烏山小学校（48） 

烏山北小学校（53） 

八幡山小学校（54） 

芦花小学校（55） 

給田小学校（58） 

武蔵丘小学校（62） 

千歳台小学校（64） 

塚戸小学校（49） 

祖師谷小学校（50） 

砧小学校（51） 

明正小学校（52） 

砧南小学校（57） 

山野小学校（59） 

千歳小学校（60） 

喜多見小学校（61） 

深沢小学校（32） 

玉川小学校（33） 

京西小学校（34） 

二子玉川小学校（35） 

桜町小学校（41） 

瀬田小学校（43） 

用賀小学校（45） 

中町小学校（46） 

八幡小学校（36） 

奥沢小学校（37） 

尾山台小学校（38） 

東深沢小学校（39） 

東玉川小学校（40） 

九品仏小学校（42） 

等々力小学校（44） 

玉堤小学校（47） 
 

※ 学校名横の数字は学校番号（統廃合校があるため、学校数とは不一致） 

 

深沢 京西 用賀

玉川 瀬田 中町 二子玉川

桜町

７ブロック
各小学校PTA=単位PTA(単P)

世小P
世田谷区立小学校PTA連合協議会

(世田谷区立小学校６３校のPTA

計８ブロックで組織)

都小P
(社)東京都小学校PTA協議会

(東京都市町村のPTA連合の集合体)

日P
(社)日本PTA全国協議会

(全国都道府県PTA協議会と政令指定都市PTA協議会で構成)

世田谷区

東京都

全国

http://school.setagaya.ed.jp/washi/
http://school.setagaya.ed.jp/miku/
http://school.setagaya.ed.jp/tau/
http://school.setagaya.ed.jp/tan/
http://school.setagaya.ed.jp/yaki/
http://school.setagaya.ed.jp/iri/
http://school.setagaya.ed.jp/hau/
http://school.setagaya.ed.jp/shima/
http://school.setagaya.ed.jp/dawa/
http://school.setagaya.ed.jp/mawa/
http://school.setagaya.ed.jp/maba/
http://school.setagaya.ed.jp/kiwa/
http://school.setagaya.ed.jp/ie/
http://school.setagaya.ed.jp/data/
http://www.setagaya.ed.jp/shiwa/
http://school.setagaya.ed.jp/kowa/
http://school.setagaya.ed.jp/ahi/
http://school.setagaya.ed.jp/nato/
http://school.setagaya.ed.jp/kogi/
http://school.setagaya.ed.jp/tsuki/
http://school.setagaya.ed.jp/naru/
http://school.setagaya.ed.jp/saya/
http://school.setagaya.ed.jp/maka/
http://school.setagaya.ed.jp/sara/
http://school.setagaya.ed.jp/saka/
http://school.setagaya.ed.jp/seya/
http://school.setagaya.ed.jp/kiu/
http://school.setagaya.ed.jp/ami/
http://school.setagaya.ed.jp/saha/
http://school.setagaya.ed.jp/fushi/
http://school.setagaya.ed.jp/kika/
http://school.setagaya.ed.jp/kawa/
http://school.setagaya.ed.jp/kama/
http://school.setagaya.ed.jp/kata/
http://school.setagaya.ed.jp/hama/
http://school.setagaya.ed.jp/roka/
http://school.setagaya.ed.jp/kin/
http://school.setagaya.ed.jp/muka/
http://school.setagaya.ed.jp/chii/
http://school.setagaya.ed.jp/tsudo/
http://school.setagaya.ed.jp/soshi/
http://school.setagaya.ed.jp/kita/
http://school.setagaya.ed.jp/mei/
http://school.setagaya.ed.jp/kina/
http://school.setagaya.ed.jp/yano/
http://school.setagaya.ed.jp/chise/
http://school.setagaya.ed.jp/kimi/
http://school.setagaya.ed.jp/fuwa/
http://school.setagaya.ed.jp/tawa/
http://school.setagaya.ed.jp/kii/
http://school.setagaya.ed.jp/fuga/
http://school.setagaya.ed.jp/sachi/
http://school.setagaya.ed.jp/seta/
http://school.setagaya.ed.jp/yoga/
http://school.setagaya.ed.jp/nachi/
http://school.setagaya.ed.jp/yata/
http://school.setagaya.ed.jp/owa/
http://school.setagaya.ed.jp/oi/
http://school.setagaya.ed.jp/hisa/
http://school.setagaya.ed.jp/higa/
http://school.setagaya.ed.jp/kutsu/
http://school.setagaya.ed.jp/toki/
http://school.setagaya.ed.jp/tami/
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❀常任理事校 

 

■ 常任理事校 

世田谷区立小学校の校長・ＰＴＡ会長は、世小Ｐ理事であり、各ブロック内の１校が輪番で世小Ｐ常任理

事となり、１年間活動します。 

常任理事のＰＴＡ会長は、ブロックの代表として単Ｐと世小Ｐ常任理事会の双方をつなぐ役割があります。 

 

(1) ブロック会の開催 

常任理事ＰＴＡ会長が中心となり、ブロック会を開催します。 

◆ ブロック内のＰＴＡ会長の親睦を図る。 

◆ 常任理事会に出席し、議事や報告等の内容を遅滞なくブロック内に伝える。 

◆ ブロック会で吸い上げた意見を、常任理事会で議題あるいは報告等として反映させる。 

 

 

(2) 分科会・情報交換会の開催 

ブロック内各校の各委員を対象に分科会を開催、その他の分科会については必要に応じて開催できるよう、

常任理事が中心となって各校理事（ＰＴＡ会長）とともに、企画・運営します。 

例えば・・・ 

◆役員分科会  ◆学級分科会  ◆校外分科会  ◆単Ｐ研修分科会 ◆広報分科会   

◆役員選出委員会情報交換会  など 

 

(3) ブロック研修会の開催 

ブロック研修会は、世小Ｐ会員である保護者と先生がともに学び合う場です。 

基本となる単Ｐ研修での取り組みを共有して、会員一人ひとりの気づきを促すことが主体となるよう、話

し合いを重ねながらブロックの特色を活かした研修内容の企画をします。 

例えば・・・ 

◆研修委員会（各校から研修委員を出す）を実施、ブロック研修会内容を企画する。 

◆ブロック内各校の単Ｐ研修を発表し、お互いの研修を学び合う機会にする。 

  発表の期日はブロック内で調整する。 

◆講演会・単Ｐ研修・分科会を必要に応じて組み合わせ、内容の充実を図る。 

 

■ ブロック選出役員＜世小Ｐ役員＞ 

各ブロックより１名ずつ選出された役員は、他の選出役員とともに世小Ｐ役員会を構成し、世小 P 役員と

して活動します。 

世小Ｐ役員会は、ブロック選出８名と役員選考委員会選出４名の計１２名で構成され、会長１名、副会長

４名、書記６名、会計１名で、５月の世小Ｐ定期総会で承認後、１年間の任期で活動します。 

 

■ ブロック活動費について  

ブロック活動費は、世小Ｐ会員一人あたり＠８０円の世小Ｐ会費が元になっています。 

各ブロック活動の一部を補填するもので、全額補填ではありません。また、期間と使える費目は限られて

います。 
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♦楽しく円滑なＰＴＡ活動をしていただくために♦ 

ＰＴＡ活動をより楽しく、より効率よく、またお互いに気持ちよく参加できるよう、 

皆さまに知っていただきたいガイドラインです。 

ＰＴＡ活動でよく利用する部屋や備品について知って納得！ 

 

❀学校施設の使用について 
校内での会議やクラス親睦会をする場合、以下の学校施設をお借りすることができます。 

注意事項とマナーを守って、気持ちよく使用しましょう。 

ランチルームは、原則、親睦会等の会合でお借りすることはできません。 

 

❀ 多目的室 ❀ 
西校舎（新校舎）３階南端にある部屋です。音響や映像設備が整っています。椅子は常備していませんので、

都度本部役員までご相談ください。授業・児童の活動が優先のため、保護者の使用については、副校長先生に

ご確認ください。予約可能な場合「学校施設使用申込書」を記入したのち、副校長先生に提出してください。 

 

❀ ＰＴＡ室 ❀ 
ランチルームの隣にある部屋がＰＴＡ室です。本部役員や委員会の活動、数名の会合に使用できます。入り口

のカレンダーに記入して予約ができますが、譲り合ってお使いください。パソコン、ＦＡＸ、コピー機、輪転

機、シュレッダー、ホワイトボード、長机、事務用品の他、流し、ガス台、お茶セット、などＰＴＡ活動に使

用できる備品が揃っています。 

※書類や備品の持ち出しはご遠慮ください。やむを得ない場合は本部役員にご相談ください。 

※スポーツクラブが会議等で使用する場合、学校施設許可書を提出してください。 

 

 

 

❀学校施設を使用する際の注意事項 
マナーを守って気持ちよく使うために、注意事項は厳守してください。 

 

 ※学校施設内での飲食は原則禁止です（カセットコンロ等調理家電の持込み使用厳禁。） 

 ※学校内のごみ箱に、ゴミを捨ててはいけません。各自全てお持ち帰りください。 

 ※使用後は、戸締り、ゴミ、電気の消し忘れ、忘れ物などを必ず確認のうえ退出してください。 

 ※自転車での来校は原則禁止です。学校周りや近隣公園などへの駐輪も絶対におやめください。会議などで

人が集まる人数が多い場合は、関係者に周知をお願いします。 
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❀備品使用について 
ＰＴＡ室のパソコン、コピー機、輪転機、シュレッダーは、ＰＴＡ活動にお使いいただけます。コピー機、輪

転機をご使用の際は、備え付けのノートに用途、使用枚数等必要事項をご記入ください。詳細は掲示してある

ガイドラインをご覧ください。なおＰＴＡでは、地域・環境に優しい団体を目指して、紙の使用削減に努めて

います。皆様のご協力をお願いします。 

 

スポーツクラブ等のコピー機・輪転機使用について 

ＰＴＡ以外の団体が使用する場合は、以下の利用料を徴収します。 

＜コピー機＞１原稿につき１０枚まで １枚につき５円 

＜輪 転 機＞１１枚以上２５枚まで、１回一律５０円（紙代・製版代１回分・トナー代込み） 

      ２６枚以上 １枚につき２円（紙代・製版代１回分・トナー代込み） 

      ※次の場合、１枚１円で計算（部員募集は年間２回まで。卒対は年間１０回まで） 

      ※製版を２回以上行った場合は、１回につき４０円ずつ加算 

      ※用紙持ち込み（ＰＴＡ室の用紙以外を使用）の場合、１回につき一律１００円（紙代・製版代

１回分・トナー代込み） 

 

“ＧＯＧＯさくらまち”の横断幕 

ＰＴＡ活動、さくらまちスポーツクラブ等の活動でお使いいただけます。ＰＴＡ室右のガラス扉キャビネット

に入っています。箱中のノートにご記入のうえ、ご使用ください。 

 

“桜町小ＰＴＡ”の腕章 

当校ＰＴＡが関わるあらゆる活動において、ご使用いただけます。ＰＴＡ室右のガラス扉キャビネットに入っ

ています。箱中の管理帳にご記入のうえ、ご使用ください。 

 

❀ＰＴＡ会費について 
納められた年会費は、ＰＴＡを運営していくための経費となります。一家庭年額３０００円です。 

転入出時については規約をお読みください。ＰＴＡ会費の使途は、年度はじめ総会で決定されます。 
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♦ＰＴＡ関連用語解説♦ 

ＰＴＡの仕組みが見えてきたら、ＰＴＡの活動の中で、よく使われる用語について理解してみてください。 

子どもたちのサポートのための工夫がいろいろな所になされていることがわかります。 

 

 

❀ＰＴＡニュース（運営委員会だより） 
表面の『運営委員会だより』では運営委員会で話し合われた内容や報告を、裏面では各委員会の活動報告をは

じめ、広くＰＴＡに関わる様々な報告・連絡・相談を発信します。 

会員にとって大切な情報を提供しています。ぜひご覧ください。 

 

❀ＰＴＡカード 
会員ひとりひとりのＰＴＡ活動計画表で、１児童につき１枚配布され、卒業まで使用します。 

委員、係の履歴を記入していただき、ＰＴＡ室で保管します。 

 

❀ＰＴＡ総合補償制度 
ＰＴＡ会員が“安心できるＰＴＡ活動”を行えるよう、ＰＴＡ活動中の児童・ＰＴＡ会員（保護者・教職員）

の様々な事故（損害・賠償）を幅広く補償する制度です。保険料はＰＴＡ会費から支払われます。万が一、事

故が発生した場合は、ＰＴＡ役員（会計）まで早急にご連絡ください。 

 

❀さくらまち安全パトロール＆安全見守り隊 
“子どもたちの安全”と“地域の安全”を守るため、平成１８年度より安全パトロールを実施しています。子

どもの目線に立って、通学路を中心とした危険箇所や工事現場、死角の発見・確認、地域へのあいさつなど積

極的な声掛けを行っています。また、平成２７年度より「さくらまち安全見守り隊」の活動を始めました。入

学・転入時に配布されたオレンジのバンダナを身に着けて、安全下校訓練の際に沿道から子どもたちを見守っ

てください。「オレンジのバンダナ＝自分たちを守ってくれている人」が目印となって、子どもたちも積極的

にあいさつしてくれます。学校・地域・保護者がひとつになって子どもたちの安全を見守りましょう。 

 

❀オレンジバンダナ 
オレンジ色の防犯パトロール用のバンダナが、家庭数で配布されています（平成 21 年度より）。防犯対策は

もちろんですが、子どもたちにとってバンダナは、守ってくれる大人であることの目印になります。 

パトロールの時以外にも着用していただきたいと思います。 

 

❀教育条件整備要望書 
“子どもたちにより良い教育条件を”と、どんなに願っても、予算に計上されなくては、動き出せません。 

そこで、６３校のＰＴＡの要望をとりまとめて行政に伝えることで、教育予算に反映されるよう働きかけるこ

とが必要になります。その手段として世小Ｐでは、毎年「教育条件整備要望書」を区の教育長に提出していま

す。例年９月に、世小Ｐから教育委員会に提出し、４～５月にかけて教育委員会の予算が確定し、要望書に対

する回答が出されます。 

桜町小学校では、毎年６月に全保護者むけにアンケートを配布します。皆様のご意見を集約した後、桜町小学

校の要望として世小Ｐに提出します。小さな声でも、集まれば大きな力になります。ぜひご協力をお願いしま

す。 
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♦ＰＴＡ関連組織の説明♦ 

～子どもを一緒に育てるネットワーク～ 

ＰＴＡと連携・協力して子どもたちの成長を見守ってくださる方々や組織について紹介します。 

地域との連携 

❀地域運営学校 
「参加から参画へ」 

地域住民や保護者などが、一定の権限をもって

学校運営に参画し、教育委員会、校長と責任を

分かち合いながら学校運営に携わることで、地

域に開かれた、信頼される学校づくり、特色の

ある学校づくりを推進する新たな仕組みです。

桜町小学校は平成２１年に地域運営学校に指定

されました(現在は世田谷区の小学校 63 校全校

が指定されています)。 

 

地域運営学校は、法の規定（「地方行政の組織及

び運営に関する法律」）に基づき、保護者や地域

の皆さまの代表等で構成される合議体機関であ

る学校運営委員会（※１）が設置され（PTA の

運営員会とは別組織です）、学校組織の一部とし

て権限と責任をもって学校運営に参画します。 

（世田谷区ＨＰより） 

※１：学校運営委員会 

構成： 学校長、地域住民、保護者の代表、学識経験者など１０人程度 

活動内容（①‐③は法令上の規定、④‐⑥は世田谷区独自の規定） 

① 校長が作成した学校運営に関する基本方針を承認する。 

② 学校運営について校長や教育委員会に意見を述べることができる。  

③ 教職員の任用等について教育委員会に意見を述べることができる。 

④ 児童・生徒、保護者、地域の方の意見を把握し、学校運営への反映を図る。    

⑤ ＰＴＡや学校協議会に働きかけ学校教育活動への参加を呼びかける。   

⑥ 保護者、地域、学校が協働して取り組む事業等を検討・承認する。 

 

※２：学校評議員 

構成：５名以内（置かないこともできる） 

校長が必要とした場合に、求めに応じて個人の立場で学校運営に関する意見を述べます。 

 

※３：学校関係者評価委員会 

構成：保護者、元保護者、卒業生、学校協議会会員、第三者を含めた５名以上８名以下の委員 

学校は、学校評価システムのもと、自らの教育活動や学校運営についてめざすべき目標を設定し、その

達成状況等の分析・考察を行うことで、学校として組織的・継続的な改善を図ります。 

学校関係者評価委員会は、学校の取り組みや自己評価について客観的に評価を行い、学校・家庭・地域

の連携協力による学校づくりを進める組織です。  

 

 

                      ※2 

                      

※１ 

 

                     

                      ※3 

 

  ※４     ※５ 

 

 

 

 

           ※6 
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学校関係者評価制度  

年度半ばの１０月～１１月ごろに世田谷区教育委員会から学校関係者調査用紙が配られます。 

各学校の全保護者、５・６年児童、地域の方（学校協議会）によって評価された調査用紙は、そ

れぞれ集計され、その結果は各学校の学校関係者評価委員へ送付されます。集計結果を基に、学

校関係者評価委員会は、総合的な評価結果や課題をリポートし、学校へ提出します。それを受け

て学校は、改善のための施策を打ち出し、年度末ごろにホームページなどを通じて公表します。

学校運営委員会の活動も評価対象に含まれます。 

 

※４：学校協議会 

構成：学校、ＰＴＡ、町会・自治会、青少年地区委員会、民生・児童委員、青少年委員、行政関係等 

学校と地域の連携組織で、児童・生徒の健全育成、地域防災・防犯、教育活動の充実を目的として設置

しています。 

 

そのほかの地域関連組織 

 

■ 地域環境連絡協議会 

構成：警察・学校・ＰＴＡ・教育委員会・行政・青少年委員・世小Ｐ役員 

世田谷区内の警察４署（成城・玉川・世田谷・北沢）の管轄ごとに開催され、交通安全、地域の教育環

境の整備、事故や非行防止など子どもを取り巻く環境について意見交する会。当番となる学校が中心と

なり、準備、開催します。また、協議会 に先立ち春に情報交換会を開催します。 

 

■ 遊び場開放運営委員会 

構成：遊び場指導員（各校２名） 

原則として土曜日、日曜日、祝祭日に子どもたちの遊び場と桜町スポーツクラブの場として校庭を開放

しています。主な仕事は、遊び場開放指導員に関すること、経費（区から委託料が支払われています）

の運営及び管理に関すること、学校・地域及び教育委員会との連絡・調整をし、遊び場開放用の遊具を

揃えることです。スポーツクラブにはテニス、サッカー、野球等、校庭を使用するサークルの他、体育

館を使用している武道、バトンクラブ、体操、ミニバスケット、卓球、バドミントン等もあります。 

 

■ 青少年委員 

構成：小学校・中学校の校長と PTA の代表者で構成する内申協議会から推薦を受けた 63 名の方を、

教育委員会が委嘱している非常勤職員 

地域（町自治会・自治会・商店会・児童委員など）や学校・ＰＴＡ・児童館・警察・行政などと情報交

換をしながら、子どもたちが、楽しく安全に学校生活を送ることができるよう、また地域の皆さまとの

ふれあいの場を持てるように、小・中学校の活動を側面から援助します。 

 

■ 青少年地区委員 

構成：学校長・ＰＴＡ代表・民生委員・青少年委員・保護司・町会・商店会など。 

区長より青少年地区委員に委嘱されます。青少年委員会主催行事（ふれあいラリー、バスハイクなど）

の手伝いが主な仕事です。青少年をめぐる社会環境の浄化、地域社会における青少年の健全育成を図る

ことを目的として、出張所、まちづくりセンター区域ごとに設置されています。 

（桜町小 PTA 役員は、毎年用賀と深沢のまちづくりセンターの青少年地区委員をつとめています）  
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青少年地区委員会 

地域社会において青少年の健全育成を図るとともに、青少年をめぐる非行防止とそのための社会

環境の浄化等を目的に、各出張所・まちづくりセンター単位に設置されています。区長から委嘱

された委員が中心となって、様々な活動を行っています。 

用賀まちづくりセンターでは、毎年卓球大会とふれあいラリーまつりを行っており、桜町小も５

年に一回、当番校として協力しています。 
 

学区内の町会・児童館と主なイベント 
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子どもたちとともに 
 

❀読み聞かせスタッフ❀ 

各クラス担任の先生と相談しながら読み聞かせを行います。クラス単位の活動ですが、読み聞かせの頻度、

読み手の人数など、それぞれ各クラスによって違います。全クラス合同で行われることもあります。 

クラス委員が担任の先生と相談のうえ、日時、担当などをきめます。 

※読み聞かせに代わり、人形劇を行なうこともできます。 

   現在はクリスマス向け人形劇「子うさぎましろのおはなし」が貸し出し可能です。練習・上演日につい

ては、希望しているクラスでご相談ください。 

 
❀卒業対策実行委員会 

 

＜主な活動内容＞６年生担任の先生方や学校と相談しながら以下を担当します。 

① 入学から卒業までの６年間にお世話になった方々へ子どもたちから感謝の気持ちをお伝えする企画をお手

伝いします。 

② 卒業アルバム代金の集金（編集・発注は学校） 

③ 同窓会費集金の窓口 

④ 卒業証書フォルダーの色決め（役員会計に依頼） 

＊ＰＴＡの専門委員会ではありません。 

 

❀わかくさ会 
わかくさ学級の体験学習の時に子どもたちと一緒に出かけたり、わかくさの保護者会の時間に子どもたちと一

緒に過ごすボランティア活動です。メンバーは桜町小保護者と卒業生保護者ＯＧです。 

 

❀新ＢＯＰ 
“ＢＯＰ”とは Base Of Playing の造語の略称です。放課後の健全育成を目的に、世田谷区教育委員会生涯

学習・地域・学校連携課と世田谷区子ども部児童課の共同所管で運営されています。新ＢＯＰには遊び場とし

ての「ＢＯＰ」と、働いている家庭などの保育育成の「学童クラブ」の２つがあります。放課後、学校で遊ぶ

児童は新ＢＯＰに登録する必要があります。 

 

❀学童クラブおよび学童クラブ父母会 
桜町小学校新ＢＯＰ学童クラブとその父母会です。ＰＴＡ組織には直結はしていませんが、学童児は校舎内のＢ

ＯＰ室に毎日通っています。“新ＢＯＰ”はＢＯＰ（遊び場＝児童が行きたい時に遊ぶ場）と、学童クラブ（保

育の場＝対象児童が行かねばならない生活の場）の２つの目的を合体させて始まりました。子どもがＢＯＰだけ

を利用する家庭と、学童クラブを利用する家庭とは、ニーズが異なります。学童クラブを利用する親たちは（新

ＢＯＰができるずっと前からですが・・・）「学童クラブ父母会」を組織し、上部組織「世田谷区学童保育クラ

ブ父母会連絡会」への参加や、学童クラブ利用者の家族ぐるみの親睦を図る活動をしています。また、保育環境

の改善を行政に働きかけたり、登下校を含む児童の安全を守る工夫、玉川台児童館の行事への参加等も行ってい

ます。 
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地区班編成表（平成２９年４月版） 
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住所欄の（    ）内は学区域外 

地区 地区班名  住     所 

桜

新

町 

 桜 1  桜新町２丁目１５、２０～２４、２８～３１番 

 桜 2  桜新町２丁目１６～１９、２５～２７番 

 桜 3  桜新町１丁目１～１３番、2 丁目６～１２番、（新町２・3 丁目、弦巻） 

 桜 4  桜新町１丁目１４～２０番、２４～３３番 

 桜 5  桜新町１丁目２１～２３番、３４～４１番 

中町  中１  中町 5 丁目 1 番、７～１１番、（中町４丁目１～４番、中町５丁目２～６番、１２～１６番、深

沢５丁目、等々力８丁目、目黒区） 

 中２  中町５丁目２４～２５番、（中町５丁目１７～２３番、２６～４１番、中町１丁目、中町３丁目、

中町４丁目５～３８番） 

用

賀・

玉川

台 

 用玉 1  用賀１丁目１～４番、６～８番、１１～１２番 

 用玉 2  用賀１丁目９～１０番 

 用玉 3  用賀１丁目１３～１４番 

 用玉 4  用賀１丁目１５～１７番、２７番  

 用玉 5  用賀１丁目１８～２６番 

 用玉 6  （瀬田 1～3 丁目、上野毛） 

 用玉 7  用賀２丁目１～１２番 

 用玉 8  用賀２丁目１３～２7 番 

 用玉 9  用賀２丁目２８～４１番    

 用玉 10  玉川台１丁目８～１７番、（玉川台１丁目１～７番、玉川台２丁目、瀬田４～５丁目、岡本、玉

川）   

深沢 

 深 1  深沢８丁目１０～１９番 

 深 2   深沢７丁目８～１３番、深沢７丁目２３～２５番   

 深 3  深沢７丁目１４～２２番  

 深 4  深沢８丁目１～９番 （深沢 6 丁目、新町 1 丁目） 

 深 5  深沢７丁目２～７番、（深沢１～4 丁目、深沢 6 丁目、等々力３～７丁目） 

 

◆ 上記に該当する住所がなく所属する地区班がわからない方は、校外委員までご相談ください 

◆ 公共交通機関を利用する児童は、最終下車する駅または停留所の所在地の班になります 

校外委員会メールアドレス：sakuramachi.kougai.renraku@gmail.com 
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桜町小学校 周年行事 
 

６０周年 

平成 23(2011)年度 

６０周年行事実行委員会 

６０周年記念行事係 

各クラス１名 

 

６5 周年 

平成２8(2016)年度 

学校にて航空写真撮影 

PTA より航空写真入り

クリアフォルダ配布 

７０周年 

2021 年度 

75 周年 

2026 年度 

※ どの児童も在学中（6 年間）に周年行事が行われるよう、5 年毎に周年行事を行う。 

※ 周年行事の年に、通学路見守りでお世話になっている方への表彰を行う。 

 

世小Ｐ・青少年地区委員会 担当予定 
 

 担当内容 前回担当年度 
および対応策 

次回担当予定年度 該当校 

世 

小 

Ｐ 

常任理事校 

バレーボール大会 

開催校※１ 

（８年毎） 

平成２２年度 

副会長４名 

（前年度より継続） 

平成３０年度 

副会長５名 

（前年度より継続） 

二子玉川 

中町 

京西 

瀬田 

玉川 

深沢 

用賀 

桜町 

世小Ｐ広報誌編集 

担当校 

（８年毎） 

平成２４年度 

書記４名 

（うち１名を世小Ｐ 

広報専任に） 

平成３２年度 二子玉川 

中町 

京西 

瀬田 

玉川 

深沢 

用賀 

桜町 

地域環境連絡協議会 

担当校 

（16 年毎） 

平成１９年度 

副会長４名、書記４名 

（各１名ずつ増員） 

校外委員会と連携 

平成３５年度 奥沢 

用賀 

尾山台 

中町 

深沢 

東深沢 

東玉川 

九品仏 

等々力 

桜町 

玉川 

二子玉川 

玉堤 

京西 

八幡 

瀬田 

世小Ｐ 

バレーボール大会担当校 

（６３年毎） 

  世田谷６３校 

青
少
年
用
賀
地
区
委
員
会 

ふれあいラリー当番校 

（５年毎） 

平成２５年度 

ふれあいラリー係 

各クラス３名（計７５名） 

平成２９年度 

変動有り※２ 

なつまつりと共同開催

（委員会）。 

ほかに係各クラス３名 

+ PTA お手伝い係 

 

桜町 

京西 

瀬田 

二子玉川 

用賀 

卓球大会当番校 

（５年毎） 

平成２６年度 平成３0 年度 桜町 

京西 

瀬田 

二子玉川 

用賀 

 

※１ 常任理事校の年は、ブロックバレーボール大会の開催校にもなります。 

※２ 役員・係を増員、特設する場合は、前年度の運営委員会にて提案のうえ、承認が必要です。 


