
引受保険会社：ＡＩＧ損害保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社 引受保険会社：ＡＩＧ損害保険株式会社

　

ＰＴＡ総合補償制度は、ＰＴＡの皆様の「安心できるＰＴＡ活動」をめざし、単位ＰＴＡあるいは会員校の児童およびＰ
ＴＡ会員（保護者・教職員）等に生じる種々の事故について、総合的な補償が行われる制度です。

小学生総合保障制度は、対象となる事故を学校生活中やＰＴＡ活動中に限定せず、日常の暮らしの中で直面す
るさまざまな危険（リスク）を２４時間総合的に補償する制度です。（一部の補償は２４時間補償ではありません。）

【制度の特長】
①団体契約により約47％※の割引を適用した保険料となってい
ます。※保険商品の算出基準である保険料（加入者数20名未満の団体における保険料）

に対しての割合を示します。適用される割引率は前年度の加入者数、過去の損害率等に応じ

て決定します。次年度以降、割引率が変更となる場合がありますので予めご了承ください。

②全てのプランに個人賠償責任補償がセットされています。ま
た、地震・噴火・津波によるケガを補償するプランもありま
す。
③２４時間健康相談サービス（ハロー健康相談２４）、セカン
ドオピニオンアレンジサービス、メンタルケアカウンセリング
サービスが無料でセットされています。
④ケガによる入院・通院、病気による入院・手術で１０万円以
下のご請求であることなど一定の条件を満たす場合、電話によ
る事故報告のみで保険金をお支払いします。
※上記の制度の特長は2023年3月現在の内容になります。

【PTA団体傷害保険の特長】
・PTA会員とその同居の親族およびPTA行事への参加が事前に
PTAより認められている方が、PTAの主催・共催する行事に参
加中（往復途上を含みます）に急激かつ偶然な外来の事故により
被ったケガや死亡に対する補償をします。
・上記には熱中症及び細菌性食中毒による身体障害を含みます。
【PTA賠償責任保険の特長】
・PTAが企画・立案し主催または共催するPTA活動において、
運営に過失や不備があり、その結果第三者にケガをさせたり、物
をこわしたりしたことに対してPTAまたはPTA役員が法律上の
損害賠償責任を負った場合に補償します。
・PTAまたはPTA役員がトラブルに巻き込まれた際の弁護士へ
の法律相談費用や委任費用を補償します。
※上記の制度の特長は2023年3月現在の内容になります。

　受付時間：土・日・祝日・年末年始を除く午前9:00～午後5:00
※この広告は保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、

取扱代理店・扱者または引受保険会社にお問い合せください。

小学生総合保障制度はオンラインでも

お申し込みいただけます！！

D-006450    2024-03

取扱代理店・扱者　　株式会社東京セントラル、トラスティ保険企画 東京都小学校ＰＴＡ協議会互助会
引受保険会社　ＡＩG損害保険株式会社　東京第二プロチャネル営業部

　　ＴＥＬ：03-6894-9110

（幹事）　〒163-0814 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル14階ご連絡先　　　　〒160-0023　東京都新宿区西新宿7-5-25

　　　　　　　　ＴＥＬ：03-3364-1717（東京セントラル）
小 学 生 総 合 保 障 制 度

　受付時間：土・日・祝日・年末年始を除く午前9:00～午後5:00

ＰＴＡの活動を側面支援いたします お子さまを２４時間総合的に補償する制度です（任意加入）

ＰＴＡ総合補償制度（PTA団体傷害保険、PTA賠償責任保険） 小学生総合保障制度（こども総合保険）
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リニューアルしました！
都ＰWEB

進化する PTA ！
もっと楽しく！子供たちのために！

進化する PTA ！
もっと楽しく！子供たちのために！

とうきょうのPTA活動を担うとうきょうのPTA活動を担う

都 Pの PTA支援事業都 Pの PTA支援事業

第3回 川柳コンクール入選作品第3回 川柳コンクール入選作品 募集テーマ募集テーマ「ありがとう川柳」「ありがとう川柳」

広報紙  PTA TOKYO
閲読者調査ご協力のお願い
広報紙  PTA TOKYO
閲読者調査ご協力のお願い

実施期間：3月 10 日（金）～ 3月 31 日（金）実施期間：3月 10 日（金）～ 3月 31 日（金）

PTA役員の皆様を支援しますPTA役員の皆様を支援します
当協議会は、2023 年 1月より名称を「一般社団法人東京都 PTA協議
会（都 P）」に変更いたしました。
都 Pは、東京都の全ての小学校 PTAが今後も元気に、楽しく、子供た
ちのために意義ある活動を継続していけるよう、2023 年 4 月より
「会員」「非会員」の区別をなくし、都内の全公立小学校 PTAと、新た

に小中一貫校の中学校 PTAも、都 Pのメンバーとしてのサービスや
ツールを利用していただけます。
東京都の PTA が共につながり、情報を共有し、新しい時代に合った
PTA活動を進められるよう、活動方針として「PTA活動の担い手であ
る単位PTA役員の支援」を掲げ、さまざまな事業を展開しています！

当協議会は、2023 年 1月より名称を「一般社団法人東京都 PTA協議
会（都 P）」に変更いたしました。
都 Pは、東京都の全ての小学校 PTAが今後も元気に、楽しく、子供た
ちのために意義ある活動を継続していけるよう、2023 年 4 月より
「会員」「非会員」の区別をなくし、都内の全公立小学校 PTAと、新た

に小中一貫校の中学校 PTAも、都 Pのメンバーとしてのサービスや
ツールを利用していただけます。
東京都の PTA が共につながり、情報を共有し、新しい時代に合った
PTA活動を進められるよう、活動方針として「PTA活動の担い手であ
る単位PTA役員の支援」を掲げ、さまざまな事業を展開しています！

PTAの活動がより効率的になるためのツールを提供しています。
・各PTAで活用いただけるメールアドレス 
・PTAでも契約できる「Wi-Fi ルー タープラン」
・Zoomライセンスの利用助成
・Microsoft と Google のラ イセンス付与など

PTAの活動がより効率的になるためのツールを提供しています。
・各PTAで活用いただけるメールアドレス 
・PTAでも契約できる「Wi-Fi ルー タープラン」
・Zoomライセンスの利用助成
・Microsoft と Google のラ イセンス付与など

オンラインでさまざまなイベントを開催しています。オンラインでさまざまなイベントを開催しています。

学校生活・PTA 活動の中にある、友達や先生、親や子への感謝の気持ちを川柳にしてみましょう！
2022 年 12月 1日（木）～ 2023 年 1月 31日（火）に募集をした「第 3回川柳コンクール」は、777作品のご応募をいただきました。
厳正なる審査の結果、次のとおり、入賞作品が決定いたしました。

学校生活・PTA 活動の中にある、友達や先生、親や子への感謝の気持ちを川柳にしてみましょう！
2022 年 12月 1日（木）～ 2023 年 1月 31日（火）に募集をした「第 3回川柳コンクール」は、777作品のご応募をいただきました。
厳正なる審査の結果、次のとおり、入賞作品が決定いたしました。

「PTA TOKYO」 2022‐1 号をお読みいただきありがとうございました。現在、
閲読者アンケートを実施しています。QRコードから、調査にご協力ください。
閲読者アンケート（回答時間 1 分）にご回答いただ方から抽選で 10 名に
Amazon ギフト券（500 円）をさしあげます。是非ご協力ください。

「PTA TOKYO」 2022‐1 号をお読みいただきありがとうございました。現在、
閲読者アンケートを実施しています。QRコードから、調査にご協力ください。
閲読者アンケート（回答時間 1 分）にご回答いただ方から抽選で 10 名に
Amazon ギフト券（500 円）をさしあげます。是非ご協力ください。
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1 年

1年

2年

3年

3年

2年

3年

3年

足立区

江戸川区

足立区

江東区

新島村

北区

江東区

北区

北区

優秀賞
佳　作
佳　作
佳　作
佳　作
佳　作
校長会特別賞
都P特別賞
都P特別賞

み　お

おぎわら そうま

知久 奈津

村内 絢都

前田 ひなた

みーちゃん

橋本 和香

み　き

ふ　じ

ころんだら　はってくれたよ　ばんそうこう
町の人　ルールを守る　うれしいな
おふとんで　おしくらまんじゅ　あったかい
せんせいは　みらいをかんがえ　おこります
お父さん　カンパチ釣れたよ　ありがとう
言われても　言ってもうれしい　ありがとう
せんせいは　わたしのみらい　ひろげてる
ありがとう　花が咲いたよ　一言で
ありがとう　心の中は　いいきもち

食べ物や 飲み水あるだけ すごいこと
【小学校低学年の部】 【小学校高学年の部】

弟よ 生まれてくれて ありがとう

4 年

4 年

4年

4年

4年

6年

6年

6年

4年

西東京市

西東京市

西東京市

西東京市

西東京市

板橋区

足立区

足立区

西東京市

花石 銀太

小室 篤紀

髙田 香穂

昌原 圭吾

笹谷 にこ

森　 美憂

池田 壮太

山本 幸呼

嶋田 一平

先生が　勇気をくれて　立候補
いつまでも　叱ってくれた　身に付いた
にじいろの　言葉のシャワー　目に見えた
りっきょうに　今日もたってる　お父さん
今度こそ　ちゃんと目を見て　感しゃする
傷心に　君の言葉が　あたたかい
ありがとう　みんなと過ごした　６年間
ありがとう　言われて笑う　お母さん
だいじょうぶ　その言葉だけで　あたたまる

　（ 糸井 湖都  北区 3年） （千葉 妃葵   足立区 5年）

川柳コンクール入賞作品

ご協力はこちらから 

賞名

優秀賞
佳　作
佳　作
佳　作
佳　作
佳　作
校長会特別賞
都P特別賞
都P特別賞

賞名氏名（ペンネーム） 区市町村 学年作 　 　 品 氏名（ペンネーム） 区市町村 学年作 　 　 品

8年（中 2）

7年（中 1）

8年（中 2）

8年（中 2）

新島村

新島村

新島村

新島村

優秀賞
佳  作
佳  作
佳  作

髙久　心暖

山田　栞愛

藤井　一朗

前田　晃希

へこんでも　みんなで話せば　咲く笑顔
お母さん　悩む私に　アドバイス
父のご飯　言えぬ感謝を　今ここで
困ったら　アイコンタクトで　手助けを

ありがとう 食べ物くれる 方々へ　
【一貫校中学生の部】 【一般の部】

未知の窓　開いてくれる　生徒たち

保護者

教員

保護者

保護者

保護者

保護者

墨田区

新島村

世田谷区

世田谷区

足立区

足立区

ゆもも

岩瀬　翔太

ユフカズヤ

双子の父

イライラ母ちゃん

ゆきたいまま

ありがとう　猫の手だよと　お手伝い
顔見ると　恥ずかしいから　置手紙
交差点　旗振る妻に　息子「おはっ！」
母を見て　「先生」と呼び　子は笑ひ
空っぽが　感謝のしるし　お弁当
連絡帳　先生からの　ラブレター

　（ 池村 美哉  新島村 7年（中 1） ） （石坂 将　新島村教員 ）

賞名

優秀賞
佳  作
佳  作
佳  作
佳  作
佳  作

賞名氏名（ペンネーム） 区市町村 学年作 　 　 品 氏名（ペンネーム） 区市町村 学年作 　 　 品

今回より、小中一貫校中学生も対象となりましたが、1校のみの応募でした。
次年度はたくさんの応募をお待ちしています！

都内各地区の PTA 役員と情報交換をしませんか。地区が変われば運営方
法もさまざま。テーマに分かれたフリートークルームでは、目からウロコ
の情報にも出会えます。

都内各地区の PTA 役員と情報交換をしませんか。地区が変われば運営方
法もさまざま。テーマに分かれたフリートークルームでは、目からウロコ
の情報にも出会えます。

■全都小学校PTAオンラインミーティング

情報共有、情報交換情報共有、情報交換

あ！PTAから
親子卓球教室の
お知らせが来た

あ！PTAから
親子卓球教室の
お知らせが来た

PTA役員を
やったら、学年を
超えた仲間が
できました

PTA役員を
やったら、学年を
超えた仲間が
できました

来月の
親子イベントの
お知らせを
SNSで発信！

来月の
親子イベントの
お知らせを
SNSで発信！

通学路の
安全を
守るのは
大事な活動

通学路の
安全を
守るのは
大事な活動

自宅から
オンラインで
運営委員会
に参加！

自宅から
オンラインで
運営委員会
に参加！

警備が
外部委託に
なったので
応援に専念
できるね

警備が
外部委託に
なったので
応援に専念
できるね

パパ！

宿題終わっ
たら

遊んでね

パパ！

宿題終わっ
たら

遊んでね

PTAの負担削減につながるサービスを紹介しています。
・PTA名義で契約できる「PTAでもリース」
・PTA会費の決済サービス「PTAでも会費決済」

PTAの負担削減につながるサービスを紹介しています。
・PTA名義で契約できる「PTAでもリース」
・PTA会費の決済サービス「PTAでも会費決済」

運営支援運営支援

PTAで取り扱う個人情報の漏えいリスク等に
備えるため、ぜひ加入をご検討ください。
PTAで取り扱う個人情報の漏えいリスク等に
備えるため、ぜひ加入をご検討ください。

個人情報漏えい補償制度個人情報漏えい補償制度

「IT支援」「IT支援」

新役員さん、会計さんなど、対象者を
しぼった情報交換会です。
役職ならではの悩みや疑問も解消できるかも！

新役員さん、会計さんなど、対象者を
しぼった情報交換会です。
役職ならではの悩みや疑問も解消できるかも！

■オンライン情報交換会

Google の活用方法、Zoom 会議の開き方などのテーマを決めて開催。こ
れからのPTA運営に役立つノウハウをお伝えします。
Google の活用方法、Zoom 会議の開き方などのテーマを決めて開催。こ
れからのPTA運営に役立つノウハウをお伝えします。

■オンラインミニセミナー

PTA活動での悩みをお伺いする「お悩み相談室」も不定期で開催していま
す。開催のご連絡は、都Pが提供するメールアドレス宛の情報メールでお
知らせします。事前の申込不要で入退室は自由。些細な疑問でもお気軽に
ご相談ください。

PTA活動での悩みをお伺いする「お悩み相談室」も不定期で開催していま
す。開催のご連絡は、都Pが提供するメールアドレス宛の情報メールでお
知らせします。事前の申込不要で入退室は自由。些細な疑問でもお気軽に
ご相談ください。

■お悩み相談室

最優秀賞最優秀賞 最優秀賞最優秀賞

最優秀賞最優秀賞 最優秀賞最優秀賞
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東京都の小学校や PTAでもご利用いただいています

保護者へお便りを 健康観察や欠席連絡に 学校備品に還元

保護者の個人情報の
登録は不要です！

「児童対
象のイベント」、「通学路のパトロール」、「学校行事の手伝い」
を、それぞれ 40％以上の保護者が選んでいます。
子供たちが笑顔で過ごせる安心安全な環境づくりや機会づく
りが、PTA 活動に求められているということがわかります。

 として、最も多かったのは「学校の事
がよくわかる」。次いで、「子供の安全を守ることができる」、「保護者同士
のコミュニケーションができる」、「子供たちに喜んでもらえる」の順とな
りました。子供たちだけではなく、保護者のための活動でもありますね。

都 Pは、昨年 9月
に「保護者の意識
調査 2022」と

「PTA 実態調査 2022」を実施しました。調査結果から、
７割の保護者が PTAのスリム化を望んでいること、6
割の PTA が見直したい活動があることがわかりました。
PTA活動に共通している思いは「子供たちの笑顔のた
めに」。
しかし、活動を担う保護者の負担が大きくなってしまっ
ては、より良い成果を生み出すことができません。気持ちにも時間にも余裕のある活
動に切り替えていくことで、多くの保護者の協力を得られ、つながりを深め、楽しく
関わることができる「持続可能な PTA活動」を実現できるのではないでしょうか。
今までの活動を変えていくことは簡単なことではありませんが、子供たちのために、
私たちのために、小さな改革から始めてみませんか？

 のトップは、「スリム化」でした。負担感の
ない、誰でもできる活動にシフトできるかどうかが、PTAが今後も持
続可能な組織であることができるかの重要なポイントと言えそうです。
「やりたい人が集まらない活動はやらない」というような「活動の柔
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した。地域イベントや研修事業などは、コロナ禍の制約を受けたこともあり、
行事そのもののあり方を見直す PTA が増えているのかもしれません。保護者同
士や地域との連携をどうするかということが新たな課題になりそうです。

　
複数の学校で行っていた地域合同イベントを
自校単独で開催したり、行事の内容に変更を
加えたり、会場を広い場所に移すなど密にな
らないように工夫をしました。おかげで、た
くさんの子供たちの笑顔を見ることができま
した。
コロナ禍でも子供たちとの楽しい思い出が増
やせるよう、常にアンテナを張り巡らせて状
況を判断しています。
子供たちだけでなく、保護者も楽しめ、活動
を通じて成長できるようなものになるよう心
がけています。　
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組織が枝分かれしすぎて活動全体を把握するこ
とが難しく、非効率でした。
次年度の役員を決める際に、これまでの組織運
営を大幅に変えることを決め、「継続するもの」、
「なくしてもよいもの」を厳選した結果、思い
切って委員部会の組織を撤廃。　
　

「やらされている」という保護者側の気持ちの
負担も減り、楽しく運営に参加していただいて
います。ボランティア募集は概ね好評。人気の
あるイベントは、すぐに定員が埋まります。
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校外活動では、輪番制のパトロールを廃止し
て、散歩やランニングをしている人に「なが
らパトロール」を依頼する取り組みを実施。
多くの保護者が手を挙げてくださいました。
　

作るのも更新するのも簡
単で、保護者がいつでも
どこでも確認できると好
評です。
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委託したのは運動会の見回り・誘導スタッフ
５名。コロナ禍での安全担保により学年ごと
の完全入替制で運動会開催を実施するため、
教職員・保護者の負担軽減を考慮して新しい
試みを採択することを決断しました。
運営側は急な欠席などの心配がなく、保護者
も応援に集中できるとあって、その後実施し
た保護者アンケートにおいても
評判は上々。
「新しく柔軟な活動転換に好意
的」という声が多く、改革成功
への手応えを感じられるものと
なりました。
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都 P の PTA 支援事業を活用して Wi-Fi、
Google Workspace、Zoomを導入。

　
議事録は、各役員がそれぞれの発言内容を
web 上で書き込んでいき、最後に書記が整え
るという仕組みに変えました。お知らせも
WEB で発信。オンラインでの作業効率が格段
に上がりました。
子供を寝かしつけた後に夜中まで作業すると
いうことがなくなり、時間にも気持ちにも余
裕ができました。
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令和４年度は、研修委員会とリ
サイクル委員会の活動をお休み
しました。コロナ禍で、大人数
で集まって作業することが難し
くなったからです。今後、感染
状況が改善すれば順次再開を検
討していきます。
思い切って休止を決めたことで、イベントな
どの中止や延期の心配をしなくて良くなり、
精神的な負担も減りました。慣例にとらわれ
ず、状況に応じて適切な選択をしていくこと
が大切です。
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ナ禍によるさまざまな制約のため、従来の活動ができなかったことも要因のひとつで
すが、何よりも、保護者の価値観やライフスタイルが多様化し、これまでと同じよう
に PTA に時間を割くことが難しくなったことが大きな理由となっています。
活動だけでなく、組織そのものも見直されつつある PTA。
これからの PTA のあり方を考える機会として、都 P が実施した調査結果や改革に成功
した事例を紹介します。　　　
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　昨年 9 月に募集した PTA 改革成功事
例に応募いただいた PTA に、Zoom で
インタビューを行いました。皆さんの
PTA でも、すでに実施している、実施
を検討していることはありますか？
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会議や書類作成の会議や書類作成の

委員会や行事の委員会や行事の パトロールなどをパトロールなどを

ひとり一役をやめてひとり一役をやめて

都Pホームページでも
紹介しています。

詳細はこちら


