
日頃より PTA 活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。
このたび、朝霞第六小学校 PTA 会員間の情報共有に「BAND」という
アプリを導入し、皆様へ情報配信を行わせていただくことになりました。

今回の「BAND」アプリ導入の背景といたしましては、学校の増改築工
事に伴うPTA会議室の撤去と、教育環境のIT化が挙げられます。
これまでは紙媒体にてPTAだより等の配布などの情報発信を基本として
参りましたが、PTA会議室の撤去に伴い、PTA印刷機の使用状況を含め
た業務環境の確保が難しくなることが想定されます。
また、近年の教育環境のIT化という時代の変化も踏まえ、以下のような
目的でデジタルツールを導入することにいたしました。
①従来の紙媒体での情報配信から、アプリを使用した情報配信へ切り替
えることで、ペーパーレス化を図ること。また、PTAの業務をデジタル
化し業務の効率化を図ること。
②PTAだよりや学校からのお便りなど、アプリを通じて皆様に情報をお
届けすることで、いつでもどこからでも情報をご確認いただきやすい環
境をつくること。

いくつかのデジタルツールを検討いたしました結果、個人情報保護設定
に優れており、多くの情報共有機能がある、「BAND」アプリを利用し
ていくことで、より安全に効率的・活発な活動が出来ると考え、導入を
決定いたしました。
ＰＴＡは個人情報の取り扱いが非常に重要となりますが、「BAND」で
はメンバー同士でアカウントを交換する必要がなく、お互いの個人情報
を公開せずにお知らせ共有を行うことが出来ます。
会員新規登録は、メールアドレス、電話番号、主要 SNS アカウント
（LINE、Facebook、Apple）で行えます。 その場合には、トーク内容
や友だちリストなどは連動いたしませんので、安心してご登録いただけ
ます。
新しいこと・知らないこと・分からないことをするのはパワーを使うこ
とであり、子育てやお仕事でご多忙中とは存じますが、皆様で
「BAND」を運用させていただきたく何卒ご理解ご協力のほどお願い申
し上げます。

「BAND」アプリ導入について

朝霞市立朝霞第六小学校
PTA 会⾧ 吉山 隼人

保護者各位
令 和 4 年 11 月 吉 日
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「BAND」アプリ運用イメージ

PTA執行部

PTA会員の皆様
（保護者・教職員）

■PTAだより
■その他、PTAよりお届けするお便り

紙媒体でのお便り配布に替わり、
BANDアプリを通じて情報を配信いたします。

■学校だより/学年だより/保健だより などの
学校から配布されるお便り

紙媒体でのお便り配布に加えて、
BANDアプリでも情報を配信いたします。

※運用状況により、予定を変更する場合があります。

PTA会員の皆様
（保護者・教職員）

PTA会員の皆様
（保護者・教職員）
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BANDアプリに登録している個人を特定することや、
特定の方へのメッセージ送受信はできません。
PTA執行部から会員の皆様へ、情報をお届けすることを目
的とした運用となります。



「BAND」アプリ 導入スケジュール

今後、以下のようなスケジュールで導入を予定しております。
保護者の皆様には、こちらのご案内・マニュアルをもとに、
BANDアプリ「朝霞第六小学校PTA トライアル」へのご登録、
ならびにアプリの使用を開始いただきますよう、ご理解ご協
力のほどよろしくお願いいたします。

――――――――――――――――――――――――――

■令和4年11月
「BAND」アプリでの情報配信を開始します

次回発行のPTAだよりの発行から、BANDアプリにて情報を
配信いたします。

学校より配布されるお便りにつきましては、紙媒体での配布
に加えて順次アプリでの情報発信を開始する予定です。
※運用状況により、予定を変更する場合は都度お知らせ

いたします

■令和5年4月
「BAND」アプリ運用への移行を完了予定です
PTAだよりにつきましては、令和5年3月を目処に紙媒体での
配布を終了とさせていただく見込みです。

なお、今後PTA各委員会・係活動においてもBANDを活用し
たコミュニケーションを図っていく予定です。
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１．「BAND」アプリ 使用開始手順
以下の手順に沿って、ご登録手続きをお願いいたします。

①「BAND」アプリをインストール
以下のQRコードを読み取ってください。

※QR コードの読み取りが出来ない方はこちらから
お願い致します。⇒ https://band.us/ja

②「朝霞第六小学校PTAトライアル」 に登録
以下のQRコードを読み取ってください。

※QR コードの読み取りが出来ない方はこちらから
お願い致します

⇒https://band.us/n/a1a17bWa65i3N
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QRコードを読み取ると、
左の画面が表示されます。
太枠の 参加申請する
を、タップしてください。

③ 朝霞第六小学校PTAトライアル に
参加申請をする。

以下の手順に沿って、申請をお願いします。
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２．「BAND」アプリ 使用開始手順



④ 朝霞第六小学校PTAトライアル に
参加申請をする。

以下の手順に沿って、申請をお願いします。
名前を以下のように入力し、
太枠の 参加する をタッ
プしてください。

【名前入力例】
・在学中の、一番下の
お子様の 名前

（漢字・フルネーム）
・クラス （例:1‐1）
・お子様との続柄（例:母）

※複数名のお子様が在学中の場合の考え方

3年生:三井 太郎
1年生:三井 花子

⇓
この場合、1年生のお子様のお名前を入力
してください。
入力例: 三井 花子 1‐1 母 6

３．「BAND」アプリ 使用開始手順



参加申請いただいた後、
執行部BAND管理者が
確認を行います。
参加申請が承認されると、
太枠内のようにメンバー
に追加されます。
※メンバー追加されるま
でに、数日お時間をいた
だく場合があります。

お名前の右側に表示
されているマーク
（太枠内のマーク）
をタップします。

お名前の編集画面が
開きます。
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４．「BAND」アプリ 使用開始手順



※在学中のお子様の一番下の子の学年が対象です

1年生 2027年度卒業予定 保護者
2年生 2026年度卒業予定 保護者
3年生 2025年度卒業予定 保護者
4年生 2024年度卒業予定 保護者
5年生 2023年度卒業予定 保護者
6年生 2022年度卒業予定 保護者

2027年度卒業予定 保護者

お名前を変更してください。
（例）三井 花子 1‐1 母

⇓
（変更後の登録名 例）
20●●年度卒業予定 保護者
※以下の□より選択して

下さい

該当の登録名に名前を変更
してください。

一番下の
お子様の

現在の学年

なお、お名前情報は、以下のアプリ運営に活用
いたします。
・個人の参加情報を特定できないようにするため。
・お子様の卒業時、一斉退会手続きを行うため。
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５．「BAND」アプリ 使用開始手順



BANDアプリを開くと
トップページに、
新しい順
と表示されています。
※配信されたお知らせ
が、日付の新しい順に
表示されます。

ご覧になるお知らせ部
分をタップしてくださ
い。
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１．配信されたお知らせをご覧いただく
方法

朝霞第六小学校PTAトライアル
「BAND」アプリ 使用方法



お知らせの文章が表示
されます。
配信するPTAだよりなど
のお便りには、ファイ
ルが添付されています。
お便りを表示する場合、
ファイルをタップし
開いてください。
※太枠の部分です。

く 朝霞第六小学校PTA トライアル
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２．配信されたお知らせをご覧いただく
方法



アプリのトップページ
にある、
新しい順 の下に、
ハッシュタグ#が
表示されています。

ハッシュタグの
右端にある、
▼ をタップし
ます。
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１．配信されたお知らせの中から、
ハッシュタグ♯で検索する方法



ハッシュタグの右端にあ
る、▼をタップすると、
カテゴリー選択 と
表示されます。
確認したいお知らせの
ハッシュタグ#をタップ
すると、該当のお知らせ
が表示されます。
※太枠の部分です。

（使用例）
#ptaだより で検索

⇓
これまでに配信されている
ＰＴＡだよりのおしらせが
表示され、内容を確認でき
ます。
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２．配信されたお知らせの中から、
ハッシュタグ♯で検索する方法



以下は必要に応じてご対応をお願いいたします。

お手数をお掛けいたしますが、ご自身で退会
の手続きをお願いいたします。

アプリを開き、
右下太枠部分の
設定ボタン
をタップします。
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１． 転校される場合



設定ボタンをタップ
すると、一番下に
このBandを退会
と表示があります。

こちらをタップする
と、退会手続きに進
めます。
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ご自身での退会手続
きが難しい場合、
PTA執行部のメール
アドレスまでご連絡
をいただきますよう
お願いいたします。

ご連絡先
メールアドレス
「pta.asaka6

@gmail.com」

２． 転校される場合
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BANDアプリに関する
ご質問・ご不明点がある場合

「pta.asaka6@gmail.com」
まで、ご連絡いただけましたら幸いでござ
います。

※なお、こちらのメールでのお問い合わせ
は令和５年３月までとさせていただきます。
令和5年４月以降のお問い合わせ先につきま
しては、別途ご連絡いたします。
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～「BAND」アプリ運用Q＆A～

Ｑ1:アプリを使うメリットは何ですか?
☆多印刷コストの削減や、紙媒体の配布物の紛失などにより
必要な連絡が届かないこと等を防げます。
また、学校からのお便りを含め、保護者の方への情報をスマートフォン
やパソコン等を通じて、手軽にいつでもご確認いただくことができます。

Ｑ2:  LINEなどの他のアプリではなく、なぜBANDアプ
リを使用するのですか?
☆類似の機能を持つ、LINEの公式アカウント等の導入も検討いたしまし
たが、学校関係者以外も参加が可能なシステムであり、セキュリティ面
に懸念があること、また月額・従量課金が発生してしまう仕組みである
ため、セキュリティ面および予算面を考慮した結果、BANDアプリの導
入を決定いたしました。
BANDはLINEを開発したNAVER社の製品であり、使用方法においても
類似性がございますので、日常でLINEを活用されている方は、ご使用い
ただきやすいツールであると考えております。

Ｑ3: メーリングリストや、学校ホームページでも代用
できるように思えますが、BANDアプリのメリットは何
ですか?

☆BANDアプリのメリットは、即時性と視認性の高さであると考
えています。
メールについては、他のメールと混ざり見落としや気づかないと
いった状況が考えられます。
ホームページ掲載の場合は、情報の更新通知を各個人向けに出す
ことができないため、即時性に欠けます。
BANDアプリの場合、プッシュ通知により即時的に発行された当
日に情報に気付くことができ、スマートフォン等からその場です
ぐに確認が可能です。
さらに、ハッシュタグ機能を使って各お便りを検索し、確認する
ことができる視認性の高さもメリットであると考えております。
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Q8: アプリで連絡が届く頻度はどのくらいですか?
☆時期によって異なりますが、PTAだより、学校だより、学年だより
などが月１回程度発行と想定し、月３～５回程度を見込んでいます。

Q6: 広告を止めることはできますか?
☆「BAND」は無料アプリのため、広告を止めることはできませんが、
広告のプッシュ通知が届かないように各自で設定することが出来ます。

Q10:スマートフォンを持っていませんが使えますか?
☆ご自宅のタブレットやパソコン、ガラパゴス携帯でインターネット
に接続できれば 「BAND」 を使うことが出来ます。（メールアドレス
で登録することで、メールに新着通知が届くようになります）。 また、
学校で児童が使用しているタブレットは、学習のための端末のため、
BANDアプリをインストールできません。また、ブラウザ上での使用
もしないでください。

Q7:スマートフォンの容量をどのくらい使いますか?
☆アプリそのものは約 262MB となります。
（ デバイスにより多少異なります ）

Q9:知らない人とつながってしまうことはありますか?
☆六小 PTA の 「BAND」 グループでは、個人間でのトークは出来な

い設定にしています。グループの他のメンバー(執行部含む）には自分
の連絡先が一切公開されることはありません。
ただし、「BAND」アプリから他の公開グループ（六小 PTA とは無関
係のグループ）に、自ら参加した場合はこの限りではありません。他
のグループへの参加については各自の責任において利用してください。

Q5: 広告が届きますか?
☆今のところ週に２～３回程度BANDアプリ運営部より広告が届きます。

Q4:お金はかかりますか?
☆アプリ利用料は無料です。

※アプリ利用時の通信には、各個人の通信契約に応じた通信料が発生
します。



Q11: 登録に必要なものは何ですか?
☆アプリへの登録は下記のいずれかを用いて登録できます。
SNS アカウントとの連携が心配な場合は、電話番号かメールアドレス
で登録することをお勧めします。また、アプリ登録時の入力情報はアプ
リ運営会社の管理下であり、PTA側には一切知らされません。

〇電話番号・氏名・生年月日
〇メールアドレス・氏名・生年月日
〇LINEアカウント・生年月日
〇Facebookアカウント・生年月日 の、いずれかで登録できます。

※どの場合もお子様の生年月日は使わないでください。(Q１２参照）
※メールアドレスで登録した場合、他の方が投稿された新着通知がメー
ルで届くようになり、スマートフォン以外の方でもご利用可能です。

Q12: 生年月日は何に使われますか?
☆参加申請の際に使われます。六小PTAのBANDアプリでは、１３歳以
下のお子様は参加できない設定にしています。
お子様の生年月日を入力した場合、参加申請が自動的にはじかれてしま
います。登録時にお子様の生年月日は入力しないでください。

Q13: 個人情報漏えいの心配はありませんか?
☆情報漏えいについては、以下の場合があると考えられます。

①利用メンバーから個人情報の漏えい
②利用メンバーから 「BAND」 コンテンツの漏えい
③アプリ運営会社からの情報漏えい

①については、PTA ではメンバーの個人情報がわからないので心配あり
ません。
②については、利用する皆様が外部に漏えいさせることがないよう
に十分 注意していただきたいと思います。防御策として、PTA で
は配信された画像を各自がダウンロードできないように設定して
います。また、本人の同意を得た場合を除き、個人が特定できる
ような画像は配信しません。

③については、アプリ運営会社の信用となります。「BAND」 はセ
キュリティに関する各種国際認証を取得済みのアプリです。詳し
くはアプリの利用規約やプライバシー保護に関するページをお読
みいただき、同意の上でアプリをご利用ください。
「BAND」 利用規約 URL https://band.us/policy/terms
プライバシー保護に関するページ https://privacy.band.us/
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Q14: 自分のプロフィールは公開されますか?
☆アプリ内で公開されるのは、プロフィール名（20●●年度卒業予定

保護者）と、プロフィール画像（各自で設定が可能）のみです。

Q15: 六小BANDアプリに参加する対象者は誰ですか?
☆以下、PTA会員の参加を予定しています。

なお、アプリ内での登録名は、以下のように区別しています。

保護者の方⇒ 20●●年度卒業予定 保護者
教職員の方⇒ 校⾧/教頭/教職員
PTA執行部⇒ 執行部
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Q16: 一家庭の複数の保護者がアプリに登録すること
はできますか?
☆可能です。複数の保護者がアプリを利用されたい場合は、
参加申請を行う際にお子様との続柄をそれぞれご入力いただき、申請
手続きをお願いします。

Q17: 子どもが卒業する場合はどうしたら良いですか?
☆ご登録いただいた、在学中の一番下のお子様が卒業される場合、
該当の年度末に執行部にて退会手続きを行います。
なお、お子様が卒業された翌年度以降、新たに兄弟姉妹の方が入学され
る際は、お手数ですが再度アプリへの参加申請手続きをお願いいたしま
す。（該当のお子様の入学時に別途ご案内いたします。）

Q18: 翌年度以降、兄弟姉妹が入学する場合はどうし
たら良いですか?
☆上のお子様が在学中、新たに下のお子様が入学される際には、
お手数ですが、一番下の学年のお子様のお名前で登録をし直して頂き
ますようお願いいたします。（該当のお子様の入学時に別途ご案内い
たします。）

Q19: 「BAND」を退会することはできますか?
☆退会が必要な場合いつでも退会できます。
マニュアル掲載の退会手続き方法をご参照ください。



①「BAND」アカウント登録時の生年月日について
→登録される保護者様の生年月日をご入力ください。

お子様の生年月日（13歳未満の方）では登録できません。

※ご登録時、以下のエラー等が多く発生して
います。

予めご確認の上、 ご登録をお願いいたします。

【補足】「BAND」アプリ
登録時の注意事項

③プロフィール画像の設定について
→六小BANDアプリ内では、個人の参加情報を特定できないよ
う運営いたします。
そのため、個人の特定につながるような画像（お名前や顔写真
など）は、設定いただかないようお願いいたします。

②六小BANDでの参加申請承認後の、お名前変更ついて
→六小BANDアプリ内で、個人の参加情報を特定できないよう
にするため、参加申請承認後、以下のようにお名前をご変更く
ださい。
（例）三井 花子 1‐1 母

⇓
【変更後の登録名 例】
20●●年度卒業予定 保護者
※配布資料８ページの入力例をご参照ください。


