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PTA執行部 平成30年度PTA総会 校外部 部会（新旧顔合わせ・校外部会）

役員会 地区班児童名簿作成

実行委員会（3回） こどもの家連絡会

次年度役員選出 こどもの家登録者更新・変更

新1年生保護者説明会 資源回収保存版の発行

二小卒業式（卒業記念品）　　→式出席は中止 資源回収（12回）　

二小入学式（入学祝い品）　　→式出席は中止 クリーン作戦

各学期始めのあいさつ運動　　→新年度1学期は中止 学期始めの交通安全指導　　→新年度1学期は中止

 PTAレクリエーション（ソフトバレーボール大会） レクリエーション係 PTAレクリエーション（ソフトバレーボール大会）

ベルマーク集計（3回） ベルマーク係 ベルマーク一覧表発行

調布市教育シンポジウム ベルマーク週間のお知らせ発行

第三中学校区地域教育懇談会 ベルマーク集計（3回）

二小運動会手伝い 健全・行政サポート係 第三中学校区地域教育懇談会

二小夏祭り手伝い 社会を明るくする運動（ティッシュ配り）

PTA規約・わたしたちのPTA発行 二小夏祭り

PTA通信発行 連合音楽会

実行委員会議事録発行 四地区合同耐寒マラソン　　→中止

転入生保護者へPTA関連資料配布 春のもちつき祭り　　→中止

PTA会費集金 広報委員 広報誌「にしょう」発行

サークル活動費・通信補助費支払い 開放イベント 二小地区学校開放運営委員会総会

祝い金支払い（地域行事・周年祝賀会） サポート委員 デイキャンプ

慶弔金支払い 地域運動会

団体傷害保険契約 ニュースポーツ出前講座

市役所へ資源回収補助金申請 調布市小学生ドッヂビー大会

中間決算・最終決算報告書 PTAバドミントン部 開放運営委員会

来年度予算案 PTAバドミントン大会

印刷機の管理 二小夏祭り

PTA会長 PTA連合会新旧理事会 地域運動会

会長補佐 PTA連合会代議員会 PTAソフトボール部 PTAソフトボール大会運営委員会

PTA連合会理事会 PTAソフトボール大会

PTA連合会教育懇談会 おやじの会 総会・定例会・親睦会

P連第ニブロック会議 二小運動会警備・テント設営

国領児童館運営会議 二小プールやご採り

学校評議委員会 二小夏祭り設営・出店・警備

教科書選定運営委員会 開放運営委員会　クリーン作戦

開放運営委員会 仲よし祭の会（地域のイベント　神輿巡礼時の警備）

社会を明るくする運動 開放イベサポ　ディキャンプ

地域運動会 地域運動会

二小運動会（あいさつ） その他のイベントにも参加

二小卒業式・入学式（祝辞）　　→式出席は中止 各クラス共通 PTAクラス活動分担決め

三中・六中運動会 PTAレクリエーション（ソフトバレーボール大会）

三中・六中卒業式　　→式出席は中止 二小運動会警備・受付

三中・六中入学式　　→式出席は中止 二小夏祭り手伝い

調布市内小学校・中学校　　周年記念式典・祝賀会 ベルマーク集計

各学期始めのあいさつ運動　　→新年度1学期は中止

読み聞かせ　　→3月は中止

PTA執行部役員選出

親睦会　　→3月に予定していたクラスは中止

台風19号の影響や新型コロナウイルス感染症対策のため，急遽中止した事業もありました。ご了承ください。

令和元年度　事業報告
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　【　収入の部　】
元年度予算（Ａ） 元年度決算（B) 増減（B)-（A)

680,000 691,500 11,500
100,000 110,180 10,180

雑収入 50 5 ▲ 45
P連より補助金 25,000 15,000 ▲ 10,000 安心安全対策補助5千、印刷代補助1万
本年度小計 805,050 816,685 11,635
前年度繰越金 321,327 321,327 0

1,126,377 1,138,012 11,635

　【　支出の部　】
元年度予算（Ａ） 元年度決算（Ｂ） 増減（A)-（B)

来客接待費 4,000 4,250 ▲ 250
事 消耗品費 150,000 112,525 37,475

運 務 通信費 2,000 3,300 ▲ 1,300
営 費 備品費 5,000 0 5,000
費 修繕費 20,000 16,092 3,908

5,000 0 5,000

186,000 136,167 49,833
 行事活動費 15,000 8,749 6,251
 P連大会登録費 13,000 13,000 0
 広報誌製作費 50,000 45,645 4,355

活  校外活動費 5,000 1,210 3,790
 通信補助費 49,000 49,000 0

動  P連活動費 30,000 20,600 9,400
 保険費 40,000 35,714 4,286

費  慶弔費 30,000 55,000 ▲ 25,000
 地域活動慶弔金 50,000 26,000 24,000
 卒業奨励金 175,000 173,250 1,750
 就学奨励費 18,000 16,174 1,826

475,000 444,342 30,658
　周年行事積立費 60,000 60,000 0
　印刷機積立費 25,000 25,000 0
　コンサート代 50,000 0 50,000
　予備費 10,000 0 10,000
　支出総額 806,000 665,509 140,491
　次年度繰越金 320,377 472,503

　　　合　　計 1,126,377 1,138,012 ▲ 11,635

　【　基金の部　】

積立額 取崩額 利息
周年行事積立基金

印刷機積立基金

上記の通り報告します

令和２年３月３１日

会計

会計

会計

　令和元年度決算報告書　
平成31年4月1日～令和2年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

　　　項　目 摘要
会　　費  (P324×2000円,P2×1400円、P1×700円)+(T20×2000円)

安心安全ハンドブック冊子送料代

資源回収補助金収入 資源回収の補助金
預金利息

合　計

単位：円
　　　項　目 摘要

来客接待用お茶代
印刷機GRインク・コピー代、用紙代、文具代、保護者ネームホルダー等

印刷機修理代
雑　費

小　計

小　計

6月ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ(4,709)・ベルマーク(4,040)・健全サポート（０）

バトミントン(10,000)・ソフトボール(3,000）
外注制作、コピー代等
封筒・用紙代等
各役員・クラス委員・各委員長への活動補助費
懇親会費・P連会費
PTA団体保険
転出職員餞別・会員香典
夏祭り（3千）,地域運動会(3千）の祝い金、他校周年祝賀会参加費

卒業記念品代（75人分）
新一年生入学祝い品代（78人分）

基金の部参照
基金の部参照

項目 前年度残高
今年度変動額

今年度末残高 摘要

907,192 60,000 0 8 967,200

    会計監査

PTA室コピー機撤去費用

上記に相違ないことを認めます

令和２年３月３１日

PTA会長 PTA会計監査

    会計監査

640,152 25,000 21,600 6 643,558

個人名のため非表示とします 個人名のため非表示とします 



令和元年

令和2年

今年度ベルマーク合計　　　　　　　 点（3月23日現在）

点（3月23日現在）

資源回収

市から補助（円） 東武産興（円）

10,720 2,890

10,480 2,310

12,400 2,550

令和元年 11,280 2,740

4,880 1,210

7,120 1,880

5,360 1,270

5,840 730

6,240 780

5,120

8,320

87,760 16,360

元年度資源回収補助金入金合計 円

 補助金合計 104,120

104,120

　小　計 10,970

8月 670

9月 730

10月 780

11月 640

12月 1,040

5月 1,410

6月 610

7月 890

2月 1,340

3月 1,310

４月 1,550

14,836

14,836

ベルマーク残高 106,303

回　　収　　月 回収量（㎏）

11月19日 5,291

来年度に入金予定

ベルマーク（1点1円）

　　　集　　　　　計　　　　　　日 合計点数

7月6日 9,545

平成31年 1月 回収なし

2月4日 集計結果は5月の予定

0



PTA規約

本則　　第10章　役員会　を追加

役員会に関しての記載がなかったため，新たに記載

細則　第1章　保護者の役員・会計監査委員の選出方法及び就任　変更

●第1条　次年度の役員選出に関して

変更前：役員は原則として，前年度の1～5年生の各学年から選出した2名以上の役員候補者

から選出する。

変更後：次年度の役員は，調布市立第二小学校1～5年生の児童保護者から10名選出する。

役員候補者の選出方法は，自薦・他薦を主とした立候補を優先するが，合計10名に満たない

場合は，立候補者が少ない学年より1～2名選出し，役職決定時までに10名に絞る。

理由：立候補者を優先したいため，各学年から必ずしも役員候補者を2名以上選出しなくてもよい。

細則　第3章　専門部，校外部，臨時委員会及びサークル活動

●第6条　広報委員に関して

変更後：広報委員に関する第6条の2は削除。

専門部内の広報委員をなくす代わりに，【クラス実行委員内で広報係・ベルマーク係・

健全行政サポート係に分かれて活動する】を第6条の1に追加。

理由：広報誌の大会は廃止している。学年人数が増え3クラスになってるが，クラス単位では人数が

少なくなっている。クラス委員4人では2回委員を行う可能性があり，保護者の負担軽減のため。

わたしたちのPTA　二小ルール

　　●PTA執行部役員選出方法

変更前：自薦という本人の意志を確認し，学年内で調整の上，学年推薦として最低2名以上の

役員候補者を選出する。

変更後：自薦・他薦を主とした立候補を優先し，執行部内で再度意志を確認の上，候補者を決定する。

理由：PTA規約と同等の内容にするため。PTA規約には総会で承認と明記あり，学校全体での

役員のため学年承認は特に必要ないと考える。

　　●PTA執行部役員の辞退理由

変更前：やむを得ない理由（出産，保護者本人の傷病長期療養，転勤・引っ越しが決定）

変更後：やむを得ない理由は以下の3点のみ。

児童の転校，保護者の出産，保護者本人の長期傷病療養

理由：保護者の転勤・引っ越しが決定は理由にならない。（二小学区内の引っ越しもあるため）

PTA会員となれるのは二小に在籍する児童の保護者である。

PTA規約・二小ルール改訂報告
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会長 石坂　良司

副会長 沢登　真紀（会長補佐）

綿谷　陽子 笛木　理恵（副校長）

山口　礼子

校外 国清　明香 橋本　幸江（教職員）

山田　裕子

書記 田口　由美 槇田　雅江（教職員）

横関　恵

会計 髙崎　美緒 森川　徹（教職員）

浅村　祥子

会計監査 大沢　智子 齊戸　絵美（教職員）

後藤　留利江

令和2年度度　役員候補者

 
 
 
 
 
 
 
 

  個人名のため非表示とします 

-6-



【活動スローガン】 育もう親子の絆、広げよう二小の絆

【活動目標】 〔1〕学校・家庭・地域が一体となって子供を育てる環境作り

〔2〕児童が安全でのびのびとできる環境の確保

〔3〕誰でも参加できる，みんなの意見が反映されるPTA活動の実践

【事業計画】

※新型コロナウイルス感染症対策により，PTA活動事業は一時休止・縮小をして実施いたします。

　そのため，状況により下記内容の事業計画案が変更となりますことを，ご了承ください。

●基本・親睦活動　活動目標〔1〕の具体的事業

・ PTA総会 …… 例年4月に開催（今年は5月に書面総会を実施）

・ 運動会警備・受付 …… 入校証のチェック・受付等（運動会延期）

・ あいさつ運動 …… 各学期始めの8日間，年3回実施（9月・1月・新4月）

・ レクリエーション …… 調布市小学生ドッヂビー大会

・ ベルマークの取り組み …… 収集は随時，集計は年度内に3回実施・商品化の検討

・ 広報紙の発行 …… 『にしょう』　各学期に1回発行

・ イベントボランティア …… 二小夏祭り・デイキャンプ・地域運動会・

四地区合同耐寒マラソン・もちつきなどのイベントお手伝い

・ 教育ボランティア …… 本の読み聞かせ（今年度保留）

●校外・安全活動　活動目標〔2〕の具体的事業

・ 学期始め交通安全指導 …… 学期始めに実施（9月・1月・新4月）

・ 資源回収 …… 毎月第1土曜日に実施（5月・12月・1月は通常と異なる）

・ クリーン作戦 …… 通学路などの近隣清掃を実施

・ こどもの家 …… こどもの安全確保のための市民ボランティアへの協力

・ 地域パトロール …… 保護者が来校の際パトロール中の札を着用

●改善・広報活動　活動目標〔3〕の具体的事業

・ PTA活動全般の見直し …… 各活動の目的・方法の見直し，

次年度への引継ぎ方法の見直し，マニュアル化

・ 広報・啓発活動 …… 議事録・PTA通信発行で活動状況を報告

・ 意見の吸い上げ …… PTA室内設置のご意見箱を活用

●その他の活動　活動目標〔1〕の発展的事業

・ 調布市公立学校PTA連合会行事への参加，そのほか関連事業への協力

令和2年度　活動目標・事業計画案
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児童数 400 ※
家庭数 325 ※
教員数 21 ※
卒業生数 64 ※
新入生数 74 ※

※印は、R2年4月1日現在。家庭数は昨年度基準の予測数。

【収入の部】 単位：円

金　額 備 考

692,000 　（P325＋T21）×2000円

100,000 　前年度資源回収の補助金
5 　預金利息

P連より補助金 25,000

本年度小計 817,005

472,503

1,289,508

【支出の部】 単位：円

金　額 備 考
来客接待費 5,000 　来客接待用お茶代

消耗品費 150,000 　印刷機GRインク・コピー代、用紙代　保護者用ネームホルダー代
通信費 2,000 　
備品費 5,000
修繕費 20,000

5,000
187,000
10,000   ベルマーク（5千）・健全サポート（5千）
13,000 　バドミントン(1万）・ソフトボール(3千)
20,000 　印刷代
5,000   通信費（子供の家の更新）・各班の備品

49,000 　各役員・クラス委員・各委員長への活動補助費
30,000 　懇親会費・P連会費
40,000 　PTA団体保険、卒業生レクリエーション保険
30,000 　転出職員餞別、祝い金
18,000 　夏祭り（5千）・地域運動会（5千）の祝金・他校周年行事祝賀会参加費

150,000 　卒業生記念品代(@2300×64程度）
18,000 　新一年生入学祝い品

小学生ドッヂビー大会 50,000
433,000
60,000 　積立金残高　　967,192円
80,000 　積立金残高　　643,555円
30,000

10,000

800,000

489,508

1,289,508

PTA活動費の通信補助費について

・役員(10名) 3,000円
・イベント委員長 1,000円
・広報、ベルマーク、健全委員長 1,000円
・クラス実行委員 500円

※通信費補助は、各委員がPTA活動に関してかかった電話通信費・交通費など、今まで
　自己負担されていたと思われる費用に充当するものです。

予備費

支出総額

次年度繰越金

合  　 計

PTA主催事業費

P
T
A
活
動
費

行事活動費
P連大会登録費
広報紙制作費
校外活動費
通信補助費
P連活動費
保険費
慶弔費
地域活動慶弔金
卒業奨励費
就学奨励費

小　　計
周年行事積立金
コピー機・印刷機積立費

前年度繰越金

合　　　計

項　　　目

P
T
A
運
営
費

事
務
費

雑　　費
小　　 計

　安心安全対策費5千円、印刷補助費１万円、講演会補助費1万円

【　令和２年度　予算案　】  

項　　　目

会　費
資源回収補助金収入
雑    収   入


