
2022年５月６日

ＰＴＡ会員の皆様
川崎市立南百合丘小学校

PTA会長　長谷川　一雄

第７３回　ＰＴＡ定期総会（書面表決）のお知らせ

風薫る新緑の季節となりました。会員の皆様には、益々ご健勝のことと存じます。　

さて2022年度のＰＴＡ定期総会ですが、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため集会

形式での開催は中止とし、書面（Web）表決とさせていただきます。

つきましては、本日配信したミマモルメをご確認の上、５月13日(金)までに下記アドレスまたはQRコー

ドから、Webアンケートツール（Googleフォーム）に必要事項をご回答いただきますようお願いいたします。

会員の皆様にご説明する機会を設けられず、お手を煩わせてしまう形となり誠に申し訳ございません。

今後ともPTA活動にご協力いただきますようお願い申し上げます。

第７３回PTA総会書面表決GoogleフォームURL
　　　（QRコードを読み取るか、下記URLから回答をお願いします）

URL：　https://forms.gle/a2LpXRh565XHzVoD7
・5月13日(金)を回答期限とさせていただきます。

※ご質問等がございましたら下記PTA本部共有アドレスにて対応いたしますのでご連絡下さい。

「honbu.minamiyuri.pta@gmail.com　　」南百合丘小学校PTA役員一同

mailto:honbu.minamiyuri.pta@gmail.com


広報委員会 厚生委員会 成人教育委員会 校外委員会 推薦委員会

＊取材・編集活動 ＊厚生委員会活動のお知らせをメール送信 ＊バレーボール部補助金の会計処理 ＊交通安全立ち番（5日、6日）

＊厚生委員名簿作成 ＊班分けメールアンケート実施 ＊こども110番協力家庭募集
4

＊日生百合ヶ丘自治会ご担当者様へ挨拶、 ＊シートベルト・チャイルドシート着用

月 　資料・地図お届け 　啓発キャンペーン

＊町内会回覧用「資源回収のお願い」配付手配 ＊「校外地区パトロール実施について」配付

＊資源回収ポイント用地図作成・追川商店様へお渡し

５ ＊取材・編集活動 ＊「資源回収提供品のお願い」配付 ＊年間スケジュール印刷配付 ＊こども110番新規加入手続き（プレート配付）

月 ＊麻生区PTA活動研修「広報委員会」 ＊資源回収ポイント宅（在校生・OB)への ＊麻生区PTA活動研修「成人委員会」（zoom)
  資料配付・配送

＊取材・編集活動 ＊交通安全立ち番（1日、2日）

６ ＊ポンポコだより（先生紹介号）発行 ＊こども110番協力家庭マップ配付

月 ＊こども110番保険更新

＊PTA活動研修ドリル提出

７ ＊PTA活動研修ドリル提出 ＊資源回収奨励金申請 ＊PTA活動研修ドリル提出 ＊次期役員募集のお知らせ
・
８ ＊第1回家庭教育学級中止 ＊アンケート集計

月

＊ベルマーク回収のお知らせ配付 ＊交通安全立ち番（1日・2日） ＊途中経過報告・再募集のお知らせ
９

＊資源回収奨励金入金確認 ＊説明会のお知らせ
月

＊資源集団回収事業登録団体更新申請

１０ ＊ベルマーク回収作業 ＊第2回家庭教育学級中止 ＊交通安全立ち番（1日、4日） ＊役員説明会（来校・Zoom）
　使用済みインクカートリッジ回収依頼

月 ＊アンケート集計

１１ ＊第1回ベルマーク集計 ＊ストップマーク貼替 ＊次期役員再々募集のお知らせ
  （配付・ミマモルメ）

月 ＊次年度委員募集のお知らせ配付
＊アンケート集計

＊日生百合ヶ丘自治会　連絡・対応 ＊交通安全立ち番（1日、2日）

＊「資源回収場所提供のお願い」 ＊こども110番安全拡大会議中止のお知らせ配付
  「資源回収場所提供者様へのアンケート」

１２   お手紙印刷配付 ＊抽選作業

月 ＊当選落選のお知らせ作成・配付

＊全体会のお知らせ作成・配付

＊年末の交通事故防止運動キャンペーン

＊日生百合ヶ丘自治会地図回収・青旗お届け ＊第3回家庭教育学級（zoom） ＊交通安全立ち番（11日、12日） ＊「役員候補者選出のお知らせ」
　 印刷・配付

＊「ベルマーク回収のお知らせ」
１   「ベルマーク集計作業について」作成・配付 ＊旗回収箱設置 ＊「PTA本部役員決定のお知らせ」

　 印刷・配付
月 ＊ベルマーク回収作業 ＊次年度校外委員全体会打ち合わせ

　 使用済みインクカートリッジ回収依頼

＊「資源回収事業奨励金」申請

＊日生百合ヶ丘自治会次年度用地図・追川商店提出用 ＊全体会 ＊新委員への連絡書類作成
　地図作成

＊委員決め、正副委員長選出
＊第2回ベルマーク集計（中止）

＊次年度こども110番協力家庭リスト作成
＊次年度資源回収場所提供についての

２ 　 アンケート回収 ＊次年度「新入生向けこども110番新規
　 協力家庭募集」作成

月 ＊次年度地図変更箇所修正、追川商店さん用
　 地図準備、新規場所提供者様へ青旗等のお渡し ＊引き継ぎ

＊次年度用のお礼の品購入

＊委員決め・正副委員長選出 ＊委員決め・正副委員長選出 ＊委員決め・正副委員長選出 ＊委員決め・正副委員長選出

＊先生紹介号編集会議 ＊日生百合ヶ丘自治会次年度ご担当者様について ＊オンラインPTA人権研修会(zoom） ＊役員顔合わせ
　連絡・確認

＊担当係決め ＊バレーボール部会計の補助金精算
＊ベルマーク自宅集計分回収

３

＊次年度連絡先リスト、回収場所地図、
月 　 回収日程表作成

＊資源回収収益金の計算

＊資源回収収益金の通帳残高をPTA通帳へ移入

＊引き継ぎ ＊引き継ぎ ＊引き継ぎ ＊引き継ぎ

＊運営委員会参加 ＊運営委員会参加 ＊運営委員会参加 ＊運営委員会参加 ＊運営委員会参加
備

＊取材・編集活動 ＊地区長会議
考

＊校外パトロール当番(学年別)配付
　（毎月25日前後）

２０２１年度　各種委員会活動報告



２０２1年度　学年委員会活動報告

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

＊正副委員長選出 ＊正副委員長選出 ＊正副委員長選出 ＊正副委員長選出 ＊正副委員長選出 ＊正副委員長選出

＊ＰＴＡ活動研修ドリル提出

＊係決め文書配付 ＊係決め文書配付 ＊係決め文書配付 ＊係決め文書配付 ＊係決め文書配付 ＊係決め文書配付配付

前

＊「係決定のお知らせ」 ＊「係決定のお知らせ」 ＊「係決定のお知らせ」 ＊「係決定のお知らせ」 ＊「係決定のお知らせ」 ＊「係決定のお知らせ」

　 印刷・配付 　 印刷・配付 　 印刷・配付 　 印刷・配付 　 印刷・配付 　 印刷・配付

期

＊運動会来校チェック ＊運動会来校チェック ＊運動会来校チェック ＊運動会来校チェック ＊運動会来校チェック ＊運動会来校チェック

＊下校見守り ＊下校見守り ＊下校見守り ＊下校見守り ＊下校見守り ＊下校見守り

＊下校見守り ＊下校見守り ＊下校見守り ＊下校見守り ＊下校見守り ＊下校見守り

後 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草

＊卒業記念対策

期 ＊次年度委員決め・ ＊次年度委員決め・ ＊次年度委員決め・ ＊次年度委員決め・ ＊次年度委員決め・ ＊次年度委員決め・

　 正副委員長選出 　 正副委員長選出 　 正副委員長選出 　 正副委員長選出 　 正副委員長選出 　 正副委員長選出

＊引き継ぎ ＊引き継ぎ ＊引き継ぎ ＊引き継ぎ ＊引き継ぎ ＊引き継ぎ

＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の

備 　　　手伝いのとりまとめ 　　　手伝いのとりまとめ 　　　手伝いのとりまとめ 　　　手伝いのとりまとめ 　　　手伝いのとりまとめ 　　　手伝いのとりまとめ

考



２０２１年度 ＰＴＡ役員活動報告 

ＰＴＡ役員 校内活動  安全対策関連  外部団体活動 

４ 

月 

＊預金管理口座旧会計から名義変更手続き  

＊運動会参加記念品の選定・手配  

＊運動会お祝い金の支度 

＊1学年委員会正副委員長決め 

＊委員会登録カード集計 

＊学年委員仕事割振り 

＊ＰＴＡ定期総会資料作成 

＊新・転入生に防犯パネル配布 
＊警備費預金管理口座旧会計から名義変更手続き  
＊新通帳へ警備立替金入金 

＊区Ｐ協 運営委員会（Ｚｏｏｍ） 

＊区P協会長役員候補者研修会 

５ 

月 

＊ＰＴＡ定期総会 書面＋ＷＥＢ表決配付  

＊書面表決集計作業 

＊書面表決 可決報告書、意見に対する回答書作成・配付 

＊4月分警備委託費用支払 （５/２６） 

＊警備費預金管理口座旧会計から名義変更手続き 

＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会（Ｚｏｏｍ) 

＊区Ｐ協ＷＥＢ総会 電子表決参加  

＊区Ｐ協 ＰＴＡ活動調査・総会資料データ提出 

＊市Ｐ協 ＰＴＡに関わる調査提出  

＊柿生地区社会福祉協議会定示総会承認書提出  

＊ＰＴＡ総合補償制度加入 

＊地域教育会議総会出席（５/２７） 

 ６ 

月 

＊運営委員会オンライン開催準備 

（ＷＥＢ会議ツール情報収集、正副委員長アンケート実施） 

＊５月分警備委託費用支払（６/１８）  ＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会（Ｚｏｏｍ） 

＊役員研修会ガイドライン研修会参加 

＊市Ｐ協定期総会 電子表決参加  

＊麻生区青少年スポーツ活動振興会総会 

７ 

月 

＊ＰＴＡ用アプリ「Miley」導入検討、試使用 

→性能面から導入しないことを決定

＊６月分警備委託費用支払 （７/６） 

＊登下校中の交通安全についてのアンケート実施 

＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会（Ｚｏｏｍ) 

＊区Ｐ協会長・内副会議  

＊麻生区ＰＴＡ活動研修ドリル提出  

＊東百合丘こども文化センター （以下、こ文） 夏フェス中止の報告  

＊たぬき運営委員会本部会議出席（７/１１） 

８ 

月 

＊ＰＴＡ会議室備品入替（パソコン・シュレッダー・プリンター） ＊７月分警備委託費用支払 （８/１８）  ＊たぬき運営委員会本部会議出席（８/１５） 

９ 

月 

＊役員の仕事説明会（Ｚｏｏｍ同時開催） 列座  

＊会計中間決算書作成 

＊８月分警備委託費用支払 （９/１６）  

＊登下校中の交通安全についてのアンケート結果配付 

＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会・推薦委員会（Ｚｏｏｍ) 

＊区Ｐ協安全事業費の申請 

１０ 

月  

＊会計中間決算・監査報告 

＊ＰＴＡ会費の使用用途検討 

→入学祝品、非常食購入を臨時総会の議案へ

＊９月分警備委託費用支払 （１０/９）  

＊予備費より残高補充処理 

＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会・推薦委員会（Ｚｏｏｍ・市民館） 
＊区Ｐ協安全事業費 納品  
＊区Ｐ協あさお６１号納品・配付 
＊令和４年度区Ｐ協役員候補者選出 
＊市Ｐ協ＰＴＡ活動調査アンケート回答 
＊長沢中学校・南百合丘小学校（運動会)祝金持参 
＊地域教育会議出席（１０/７） 
＊たぬきフェスティバル中止決定→運営委員会にて報告 

１１  

月 

＊臨時総会議案書検討（学校側へ打診） 

＊正副委員長増減に向けたヒアリング 

（学年委員１名減、厚生委員1名増） 

＊ＰＴＡ文書ペーパーレス化案検討→１２月に通知書配付 

＊１０月分警備委託費用支払 （１１/１１）  ＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会・推薦委員会（Ｚｏｏｍ・市民館)  

＊区Ｐ協あさお６２号「学校自慢」原稿提出 

１２ 

月 

＊臨時総会ＷＥＢ表決配布（議案多数） 

＊ＷＥＢ表決 可決報告書、意見に対する回答書作成・配付 

＊お見舞金対応 役員会承認・運営委員会報告  

＊PTA会費の徴収調整  

→予算余剰有りのため２か月分減額対応 役員会承認・報告配付

＊１１月分警備委託費用支払 （１２/９）  

＊やすらぎの森除草作業参加 

＊警備員・交通整理員さんへの交通マナーアンケート結果配付 

＊たぬき本部会議「たぬきちゃんねる」宛て感想・要望を本部提出  

＊こ文 冬まつり中止、大掃除参加中止  

→担当者へ連絡

＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会（Ｚｏｏｍ・市民館) 

＊校長会長会議 

＊行政に対する要望書提出 

1 

月 

＊「ＰＴＡ活動」冊子修正、ミマモルメ配信・ＨＰ掲載 

＊「ＰＴＡのしおり」冊子修正、ミマモルメ配信・ＨＰ掲載 

＊次年度正副委員長立候補者選出  

＊ＰＴＡメールアドレス取得・共通マニュアル作成 

＊12月分警備委託費用支払 （１/５）  

＊次年度委託警備アンケート実施・結果をミマモルメにて配信 

＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会（Ｚｏｏｍ・市民館) 

＊校外指導専門委員会（Ｚｏｏｍ) 
＊単Ｐ児童数・家庭数・教職員数報告 
＊麻生区ＰＴＡ協議会バレーボール大会（南百合小不参加） 

＊「こども24時間総合保障制度」のご案内（新入生用）の作成・配付  

２ 

月 

＊卒業お祝い金の支度  

＊会計仮決算書作成 

＊印刷機保守契約更新手続き  

＊新年度印刷物の作成  

＊次年度委員決め実施  

＊新正副委員長選出 

＊お見舞金対応 役員会承認・運営委員会報告 

＊１月分警備委託費用支払 （２/１２）  

＊警備会社と次年度警備委託契約を更新手続き 

＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会（Ｚｏｏｍ) 

＊校外・広報・成人委員会の区Ｐ宛活動報告 

＊区Ｐ協食育コンテスト受賞者表彰 

３ 

月 

＊会計仮決算・監査報告  

＊離退任式 出席  

＊次年度用精算伝票一式作成  

＊会計本決算書作成  

＊資源回収収益金を移管し定期積立処理 

＊学年委員用マニュアル作成 

＊２月分警備委託費用支払 （３/上旬）  

＊３月分警備委託費用支払 （３/下旬）  

＊警備立替金払戻し相殺・決算 

＊区Ｐ協 運営委員会・専門委員会（Ｚｏｏｍ）  
＊こども２４時間総合保障制度」のご案内（在校生用）の作成・ 配付 
＊長沢中学校・南百合丘小学校（卒業）祝金持参 
＊区Ｐ協あさお６２号納品・配付 
＊地域教育会議出席（３/２２） 

４ 

月 

＊預金管理口座 新会計へ名義変更手続き  

＊次年度予算案作成  

＊次年度帳簿作成  

＊会計本決算・監査報告  

＊ＰＴＡ定期総会にて報告 

＊預金管理口座 新会計へ名義変更手続き  

＊警備費の徴収金額算出  

＊次年度警備費帳簿作成 

＊区Ｐ協 運営委員会  

＊区Ｐ協 新役員候補者研修会 

＊区Ｐ協 新旧運営委員会 

備 

考 

＊各種請求書の支払い、各活動経費精算（毎月）  

＊ＰＴＡ会費・警備費の預り業務（毎月）  

＊備品購入・管理  

＊帳簿管理  

＊各委員会正副委員長への連絡・相談  

＊運営委員会開催 （対面・書面・オンラインのいずれか） 

＊運営委員会だより発行・議事録作成 

＊警備費帳簿管理(毎月） 



総　括 2022年3月31日現在　（単位：円）

収入金額 5,729,672 支出金額 1,703,136 差引残高 4,026,536

[１] 収入
21年度予算額 決算額 差引残高 付　 　記

会費 2,480,400 2,157,600 -322,800 1)P会費:300円x家庭数x12ヶ月, 2)T会費:300円x職員数x12ヶ月※減免調整あり

利息・雑収入 0 29 29 利子

警備立替戻入金 100,000 100,000 0

前年度繰越金 3,472,043 3,472,043 0

6,052,443 5,729,672 -322,771

[２] 支出
項　　目 科　　目 21年度予算額 決算額 差引残高 付　 　記

(1)会議費 (1)総会費 10,000 6,219 3,781 総会資料の紙代

(2)推薦委員活動費 1,000 0 1,000

(3)会議費 20,000 0 20,000

小　　計 31,000 6,219 24,781

(2)事務費 (4)事務用品費 70,000 13,987 56,013 事務用品代、IDカード用紙、委員登録カード用紙

(5)印刷費 150,000 90,262 59,738 印刷用紙代、インク代、コピー機印刷代

(6)通信費 1,000 0 1,000

(7)役員通信費 20,000 20,000 0 役員通信費

(8)備品費 210,000 163,344 46,656 PTA室パソコン代、プリンター代、シュレッダー代

(9)修理費 40,000 27,720 12,280 印刷機保守契約料

(10)交通費 10,000 628 9,372 交通費

(11)渉外費 70,000 15,720 54,280 運動会祝金、体育祭祝金、外部団体会費、卒業式祝金

(12)雑費 1,000 0 1,000

小　　計 572,000 331,661 240,339

(3)一般活動費 (13)広報活動費 130,000 73,440 56,560 広報誌外注費

(14)厚生活動費 60,000 20,002 39,998 資源回収書類発送料、事務用品代、回収場所提供者お礼品、ﾍﾞﾙﾏｰｸ送料

(15)学年活動費 1,000 0 1,000

(16)成人教育活動費 100,000 29,120 70,880 保護者向け講座代、サークル活動助成金

(17)校外活動費 100,000 14,490 85,510 こども110番雑費

(18)記念品費 550,000 517,816 32,184 運動会参加賞、新入生記章リボン代、卒業生胸章代・記念品代

(19)慶弔費 50,000 36,000 14,000 見舞金、離退任式花代

(20)団体保険 50,000 48,784 1,216 団体傷害保険料

小　　計 1,041,000 739,652 301,348

(4)学校協力費 (21)学校行事協力費 180,000 50,220 129,780 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾀｰ給食代

(22)講師給食費 40,000 0 40,000

(23)調査研究費 5,000 2,600 2,400 川崎市学校保健会会費

(24)渉外費 5,000 0 5,000

(25)学校環境整備費 420,000 226,738 193,262 やすらぎの森除草作業道具、コロナ対策備品代、紅白幕代

(26)動物ふれあい費 40,000 14,667 25,333 コイ餌代、うさぎ餌代

小　　計 690,000 294,225 395,775

(5)安全対策費 (27)安全対策費 150,000 123,000 27,000 警備用自転車代

小　　計 150,000 123,000 27,000

(6)分担金 (28)分担金 140,000 133,840 6,160

小　　計 140,000 133,840 6,160

(7)警備立替金 (29)警備立替金 100,000 100,000 0

小　　計 100,000 100,000 0

(8)準備金 (30)予備費 3,328,443 -25,461 3,353,904 警備費端数繰入れ

小　　計 3,328,443 -25,461 3,353,904

合　　計 6,052,443 1,703,136 4,349,307

上記の通り、2021年度　決算報告を致します。 2022年4月8日

Ｐ・会計；

Ｐ・会計；

会長；

監査の結果、上記の通り相違ありません。 2022年4月8日

会計監査；

会計監査；

項　　目

合　　計

区Ｐ協分担金(230円×725[世帯数+教職員数]×0.8※）　※活動縮小により8割徴収

2021年度　決算報告書



2022年3月31日現在（単位：円）
項　目 収　入 支　出 残　高 備　 　考

2020年度繰越金 0

収益金 6,200 2021年4月分～2022年3月分

資源回収奨励金 203,700 2021年1月分～2021年12月分

受取利息 0

別途積立金へ移管 209,900

合　計 209,900 209,900 0
但し、資源回収奨励金2022年1月～3月分は、振込みが4月以降になりますので、2022年度会計にて処理します。

上記のとおり　決算報告いたします。 2021年3月31日

厚生委員長　　 　印 厚生副委員長　　 　印

会　 　長　 　印

監査の結果、上記のとおり相違ありません。　 2022年4月8日

会計監査　　 　印 会計監査　 　印

2022年3月31日現在（単位：円）
項　目 収　入 支　出 残　高 備　 　考

2020年度繰越金 683,543

受取利息 12

備品購入 29,216 収益金還元購入（雨の日用マット4枚）

資源回収収益金等移管 209,900 厚生委員会より収益金・奨励金（2021年度分）

合　計 893,455 29,216 864,239

項　目 収　入 支　出 残　高 備　 　考

警備費徴収 3,410,160

受取利息 1

警備委託費支払 3,384,700 16,500円（平日・税込）×204日（4月～3月分）

警備立替金 100,000
警備立替戻入 100,000
一般会計に繰入※ 25,461

合　計 3,510,161 3,510,161 0

※２０２２年3月2４日年度末精算を行い、発生した端数を一般会計に繰入。

上記のとおり決算報告いたします。 2022年3月31日

会　　　計　　 会　 　計　

会　 　長　

監査の結果、上記のとおり相違ありません。　 2022年4月8日

会計監査　　 会計監査　

2021年度　資源回収収益金　決算報告書

2021年度　　別途積立金　　決算報告書

2021年度　　警備委託費　　収支報告
2022年3月31日現在（単位：円）



2022年度　各種委員会活動計画案

役員運営委員会 広報委員会 厚生委員会 成人教育委員会 校外委員会 推薦委員会

＊新年度配付物作成 *ポンポコだより（教職員紹介号） ＊全体会案内配付（見合わせ） *交通安全立ち番（６日・７日） *推薦委員会の名簿・

＊活動計画案・予算案作成 取材・編集活動 ＊日生百合ヶ丘自治会ご担当者様へ *新一年生と保護者への 出席名簿作成

４ ＊安全対策委員会（契約他） *ポンポコだより（後期号）の担当係決め 挨拶、資料・地図お届け 　入学式キャンペーン（６日）

＊新役員候補者研修会 ＊追川商店へあいさつ・地図手渡し *シートベルト・チャイルドシート

月 ＊委員登録カード配付・回収 　着用啓発キャンペーン
＊新1年正副委員長決め *団体登録届出書の提出

＊前年度会計本決算・監査報告 *校外パトロール当番表配付

＊運動会参加賞選定・承認 *交通安全旗の発注

*定期総会（書面・web開催） *ポンポコだより（教職員紹介号） ＊厚生委員会全体会（見合わせ） *成人教育委員会全大会 *2022年度校外パトロール開始 *PTA役員へ仕事内容

編集活動 ＊資源回収資料作成 *区P協専門委員会 *区P協校外指導専門委員会 のアンケート

*麻生区PTA活動研修「広報委員会」 　　　（OB・地区・在校生用） *麻生区PTA活動研修ZOOM *こども110番新規加入手続き

５ ＊区Ｐ協WEB総会 ＊資源回収資料配付（OB・在校生用） *家庭教育学級説明会ZOOM *こども110番新規登録家庭への
＊長沢中学校区地域教育会議総会 ＊一般委員へ資料配付 ご挨拶・プレート配付

＊家庭数お手紙配付 *こども110番情報交換会

月 ＊資源回収用口座の名義変更 *運動会への協力
＊運動会への協力（未定） *地域教育会議総会

*麻生区PTA活動研修「校外委員会」

＊柿生地区社協定時総会

*ポンポコだより（教職員紹介号） ＊給食試食会（見合わせ） *交通安全立ち番（１日） *次期役員募集の

６ ＊市Ｐ協定期総会　Web表決 　編集活動 ＊給食試食会報告書 作成・配付 *区P協校外指導専門委員会 レターやアンケート作成
＊区P協歓送迎会 *ポンポコだより（教職員紹介号）発行 　（見合わせ） *こども110番協力マップ配付 *第二回推薦委員会の

月 ＊学校教育推進会議 *こども110番保険更新 お知らせメール配信

＊やすらぎの森除草作業手伝い *麻生区交通安全母の会総会 *役員説明会の打ち合わせ

＊第二回推薦委員会

　（印刷と封入・配付）

＊東百合丘こども文化センター *第三回推薦委員会の

（以下こ文）運営協議会 お知らせメール配信

＊活動計画案作成 ＊資源回収奨励金申請 *第一回家庭教育学級 *夏の交通事故防止運動 *第三回推薦委員会（開封と集計）

７ ＊活動計画案書面表決 キャンペーン

・ *地域教育会議運営委員会

８ ＊地域教育運営委員会 *交通安全立ち番（8月25日・26日）

地区懇出欠表配布・回収

月 ＊区P協内副会議

＊区P協会長会議

＊こ文夏フェス
＊学校寄贈品の検討を依頼 *区P協専門委員会 *地区懇談会開催（時期未定）

＊交通安全母の会説明会 *アンケート結果と

９ ＊区Ｐ協調査広報委員会出席 ＊秋の交通安全キャンペーン 説明会開催レター印刷・配付

＊地域教育地区懇談会

月 ＊やすらぎの森除草作業手伝い *ポンポコだより（後期号）編集会議

＊たぬき運営委員会本部会議

＊会計中間決算・監査報告 ＊地域教育会議合同委員会

＊区P協推薦委員会 *ポンポコだより（後期号） ＊第１回ベルマーク ＊区Ｐ協校外指導専門委員会

１０ 取材・編集活動 　　　（分別・集計・発送）

＊役員仕事説明会列座 ＊PTA役員説明会開催

月 *役員再募集のレター印刷・配付

＊たぬき合同委員会

＊こ文運営協議会

＊たぬきフェスティバルへの協力（未定） *第二回家庭教育学級 *役員再募集のレター印刷・配付

１１ *ポンポコだより（後期号） （2回目）

＊次期役員選出のための活動開始 取材・編集活動

月 ＊区P協推薦委員会

＊東百合こ文 *ポンポコだより（後期号） *交通安全立ち番（３日）

１２ ・運営協議会出席・大掃除・冬祭り 取材・編集活動 ＊来年度資源回収場所 ＊次年度委員募集のお知らせ配付

＊区Ｐ協校長・会長研修会 ＊ＰＴＡ広報誌コンクール応募 提供の協力依頼 *交通安全旗の納品

月 ＊子だぬき反省会 ＊OB・在校生へのアンケート送付・回収

＊たぬきフェスティバル大人の反省会

＊東百合こ文冬祭り

＊区Ｐ協推薦委員会

＊やすらぎの森除草作業手伝い

＊日生百合ヶ丘自治会地図 回収 *第三回家庭教育学級 ＊交通安全立番(１０日・11日） *役員候補者選出のお知らせ

１ ＊区Ｐ協調査広報委員会出席 ＊ベルマークポイントによる 　印刷・配付

＊委託警備についてのアンケート *ポンポコだより（後期号） 　　商品の購入検討および購入 *役員候補者承認票の集計

月 ＊区Ｐ協推薦委員会 　取材・編集活動 ＊資源回収奨励金申請

＊次年度正副委員長募集・決定

＊地域教育合同委員会 *ポンポコだより（後期号）編集活動 ＊日生百合ヶ丘自治会 *PTA家庭教育学級報告会ZOOM ＊全体会

＊学校保健委員会 *ポンポコだより（後期号）発行 　 次年度用地図・追川商店提出用地図 作成 ＊区Ｐ協校外指導専門委員会

２ ＊学校教育推進会議 *全体会 ＊第２回ベルマーク ＊地域安全拡大会議

＊安全拡大会議 (分別・集計・発送） ＊交通安全母の会研修会

月 ＊こども１１０番実行委員会 ＊来年度資源回収場所提供者の確認 ＊新地区長選出・引継ぎ

＊新入学児童保護者説明会 ＊家庭数お手紙配付 ＊地域教育会議合同委員会

＊次年度委託警備継続決定 ＊新年度用住所録・地図作成 ＊こども１１０番安全報告会議

＊次年度委員決め ＊粗品購入 *正副委員長選出

＊正副委員長選出

*正副委員長選出 ＊日生百合ヶ丘自治会 *正副委員長選出 *交通安全母の会説明会

３ ＊会計仮決算監査 *担当係決め 　 次年度ご担当者様について連絡・確認 ＊新旧役員顔合わせ会

＊東百合こ文運営協議会 *ポンポコだより（教職員紹介号）

月 ＊卒業式・離退任式出席 編集会議 ＊資源回収収益金・奨励金の移管

*ポンポコだより（教職員紹介号） ＊決算

取材・編集活動 ＊新年度回収日程表作成

＊新旧正副 顔合わせ

＊新旧正副 引継ぎ

＊運営委員会・安全会議開催 ＊運営委員会参加 ＊運営委員会参加 ＊運営委員会参加

備 ＊運営委員会だより発行

＊区P協運営委員会 ＊取材・編集活動 ＊ベルマーク説明会出席 ＊運営委員会参加 ＊地区長会議

考 ＊区P協専門委員会

＊安全対策検討・実施 ＊運営委員会参加 ＊使用済みインクカートリッジ回収依頼 ＊校外パトロール当番(学年別)配付

＊翌4月会計本決算監査
＊ポンポコだより（教職員紹介号） ＊麻生区交通安全対策協議会

*運営委員会議事録作成 　６月発行予定

*ポンポコだより（後期号）2月発行予定



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

＊学年担任との話し合い ＊学年担任との話し合い ＊学年担任との話し合い ＊学年担任との話し合い ＊学年担任との話し合い ＊学年担任との話し合い

前 ＊区Ｐ協への参加

＊運動会への協力 ＊運動会への協力 ＊運動会への協力 ＊運動会への協力 ＊運動会への協力 ＊運動会への協力

＊東百合丘こ文お手伝い

＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草
期

＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨)

＊卒業記念品対策

＊学校保健委員会 ＊学校保健委員会 ＊学校保健委員会 ＊学校保健委員会 ＊学校保健委員会 ＊学校保健委員会
後

＊東百合丘こ文お手伝い

＊たぬきフェスティバルお手伝い

期 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草 ＊やすらぎの森　除草

＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨) ＊下校時見守り(立哨)

備 ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の ＊一年を通して授業の
　手伝いのとりまとめ 　手伝いのとりまとめ 　手伝いのとりまとめ 　手伝いのとりまとめ 　手伝いのとりまとめ 　手伝いのとりまとめ

考

2022年度　学年委員会活動計画案



2022年度　予算案

[１] 収入 2022年4月8日現在（単位：円）

項　　目 2021年度決算額 2022年度予算案 ＰＴＡ会費：一世帯300円／月

会費 2,157,600 2,541,600  P会費:300円x家庭数x12ヶ月、T会費:300円x教職員数x12ヶ月

利息・雑収入 29 0 

警備立替戻入金 100,000 100,000 

前年度繰越金 3,472,043 4,026,536 

合　　計 5,729,672 6,668,136 

[２] 支出

項　　目 科　　目 2021年度決算額 2022年度予算案 備　　　　考

(1)会議費 (1)総会費 6,219 10,000 総会資料・議案書・規約の印刷、紙代、諸経費

(2)推薦委員活動費 0 1,000 通信事務費・諸経費

(3)会議費 0 30,000 会議用諸経費

小　　計 6,219 41,000 

(2)事務費 (4)事務用品費 13,987 70,000 事務用品費

(5)印刷費 90,262 120,000 印刷用紙代、インク代、コピー機印刷代

(6)通信費 0 40,000 各委員会正副委員長通信費

(7)役員通信費 20,000 20,000 本部役員通信費

(8)備品費 163,344 55,000 備品購入費

(9)修理費 27,720 40,000 印刷機保守契約料

(10)交通費 628 10,000 各種会合出席交通費

(11)渉外費 15,720 90,000 外部団体、各種会合参加費、運動会、卒業祝金

(12)雑費 0 1,000 

小　　計 331,661 446,000 

(3)一般活動費 (13)広報活動費 73,440 170,000 広報紙外注費

(14)厚生活動費 20,002 60,000 ﾍﾞﾙﾏｰｸ発送料・資源回収OB諸経費・資源回収旗代、諸経費

(15)学年活動費 0 1,000 諸経費

(16)成人教育活動費 29,120 100,000 講師御礼・ｻｰｸﾙ活動助成金・諸経費

(17)校外活動費 14,490 300,000 交通安全旗代・諸経費

(18)記念品費 517,816 640,000 運動会参加賞・卒業記念品等・新入生胸章・諸経費

(19)慶弔費 36,000 50,000 祝金・教職員餞別・見舞金・香典

(20)団体保険 48,784 50,000 団体傷害保険料

小　　計 739,652 1,371,000 

(4)学校協力費 (21)学校行事協力費 50,220 180,000 行事・授業協力費・ボランティアサポーター給食費、卒業式用花苗

(22)講師給食費 0 40,000 講師昼食代

(23)調査研究費 2,600 5,000 学校保健会会費

(24)渉外費 0 5,000 学警連分担金

(25)学校環境整備費 226,738 420,000 やすらぎの森道具維持費、環境整備用品、感染予防対策用品、非常食代

(26)動物ふれあい費 14,667 40,000 小動物餌代

小　　計 294,225 690,000 

(5)安全対策費 (27)安全対策費 123,000 650,000 警備用自転車維持費、非常食代

小　　計 123,000 650,000 

(6)分担金 (28)分担金 133,840 140,000 区Ｐ協分担金：（家庭数+会員教職員数）×230円 ×0.8

小　　計 133,840 140,000 

(7)警備立替金 (29)警備立替金 100,000 100,000 

小　　計 100,000 100,000 

(8)準備金 (30)予備費 -25,461 3,230,136 

小　　計 -25,461 3,230,136 

合　　計 1,703,136 6,668,136 



 2022年度予算案について 
 前年度予算との変更点 

 ＜収入＞ 

 ●会費：現時点での家庭数および職員数にて算出後、年度中の若干の減少にも対応できるよ

 うに、2,541,600円を計上。 

 ●警備立替戻入金：100,000円については、支出についての項目（29）警備立替金で記載。

 ●  前年度繰越金：活用方法については、引続き年度内に有意義な使い方を検討予定。

 ＜支出＞ 

 ●科目（３）会議費：ZOOMのライセンスを購入するため20,000円増額。

 ●科目（５）印刷費：ペーパーレス化による印刷コスト削減により30,000円減額。

 ●科目（６）通信費：運営委員会オンライン化に伴い各委員会正副委員長へ1人当たり

　1,000円を支給するために39,000円増額。 

 ●科目（８）備品費：前年度、PTA会議室のパソコン、プリンタ、シュレッダー買い替えの

　ため多く計上していた分155,000円を減額。 

 ●科目（１１）渉外費：昨年度中止になった麻生区PTA協議会研修会が開催予定のため

　20,000円増額。 

 ●科目（１３）広報活動費：広報誌の発行回数が今年度は2回発行予定のため40,000円

　増額。 

 ●科目（１７）校外活動費：交通安全旗代分200,000円を増額。

 ●科目（１８）記念品費：今年度より入学記念品を購入することになったためと、運動会

　参加賞について、各商品価格が値上げされているため、1人当たりの予算を 

　280円から290円に増額。そのため90,000円増額。 

 ●科目（２７）安全対策費：：例年の実績に加えて非常食代500,000円増額。

 ●科目（２９）警備立替金：警備費は集金方法が月ごとの均等割りであるため、年度内に

　一時的に立替金が必要になるため、警備立替金の項目に100,000円を計上 

　し、年度末に＜収入＞警備立替戻入金として相殺。 

 以上 



ＰＴＡバレーボール部
＜バレーボール部キャプテンより＞

和気あいあい、楽しみながらバレーボールをしています!

経験者の方、初心者の方、運動不足が気になり身体を動かしたい方、

皆様大歓迎です!年に２回程大会があります。

チームならではの連帯感と感動を共に味わいましょう♪

ウェルカム・パーティ
＜ウェルカム・パーティとは?＞

南百合丘小学校の PTA 会員で海外生活経験のある方、国際結婚をしている方のサークルです。

共通の話題をもつ仲間と知り合い、情報交換や、悩みなどを話し合う場が小学校にあったら、

との思いのもとに、この会が発足しました。

＜活動内容は?＞

新しく入られた方の歓迎会や、各国のお料理教室、クラフト作りなどを不定期に開催しています。

お気軽にご連絡ください。

＜連絡先＞ 金田（５年）

リトルインディアン文庫
＜リトルインディアン文庫とは?＞

帰国児童や外国人の親をもつ小学生・幼児のためのグループです。

英語力や国際感覚の維持を目的に 1981 年より ICBA(国際児童文庫協会)の一文庫として、

南百合丘小学校の教室を使わせていただき活動しています。

1500 冊もの英語の本に囲まれて、外国人ボランティアの方と一緒に音読や読み聞かせの他、

英語を使った遊びや、イースター、ハロウィン、クリスマスなど季節の行事も楽しんでいます。

英語のレベルは問いません。是非一度遊びに来てください

活動の様子はこちら→http://littleindian.cocolog-nifty.com/blog/

毎週木曜日 午後 17:00～18:30 
（季節により時間変更あり）
＠南百合丘小学校 体育館

<お問合せ> 渡邉

隔週水曜日 14:00～16:00 ＠図書室

連絡先 金田（５年）

l


