
PTA 児童数配布 

令和 4 年 4 月６日 

ＰＴＡ会員各位 

調布市立第二小学校 

PTA 会長 河井 直也 

令和３年度 PTA 総会開催のお知らせ 

新緑が目に鮮やかない季節となりました。会員の皆様方におかれましては，益々ご清祥のこととお慶

び申し上げます。 

本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のためＰＴＡ活動を制限させていただいており、ＰＴＡ総

会に始まる各活動も縮小している状態となっております。 

それに伴い、ＰＴＡ総会は 4 月 1５日に、書面によって決議を行う書面総会とします。 

添付および二小 PTA ホームページ掲載の「令和 3 年度 PTA 総会資料」をお読みいただき、右側の

「議決権行使書」に沿って、下記の通り、期日までにご投票をお願いいたします。 

お忙しいこととは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

議決結果につきましては、後日ＰＴＡ通信等でご報告させていただきます。 

 

記 

 

投票方法 ： 下記 URL からご入力 または 「議決権行使書」にてご提出 

                                       

https://bit.ly/r4giketsuken 

      ※できる限り、URL よりご入力ください。 

      ※ごきょうだいがいても、年度始めにより児童数で配布していますが 

ご入力は一家庭一回でお願いします。 

   

締切日 ： 令和４年 4 月 1４日（木） 

 

令和３年度 事業報告  

令和３年度 決算報告 

令和３年度 会計監査報告 

PTA 規約・二小ルール改訂報告 

令和４年度 PTA 新執行部役員選出 

令和４年度 活動目標案 

令和４年度 事業計画案 

令和４年度 予算案 

 

総会資料 は、ホームページにも掲載しています。 

【調布二小ホームページ → 本校の特色 → 二小 PTA  

→ PTA からのお知らせ 「202２040７ R３年度 PTA 総会資料」 

 

〈お問い合わせ先〉 PTA執行部chofu.dainisho.pta@gmail.com （件名：PTA 総会について） 

以上 

 

 

https://bit.ly/r4giketsuken
mailto:PTA執行部chofu.dainisho.pta@gmail.com


※URL にてご入力いただいた場合は、本用紙のご提出は必要ありません。 

（用紙でのご提出の場合は、右半分を切り取ってご提出ください。） 

 

議決権行使書 

調布市立第二小学校ＰＴＡ総会 議長殿  

来る 4 月 1５日開催の調布市立第二小学校 令和 3 年度ＰＴＡ総会における議決権の行使を行い

ます。なお、賛否の表示をしない場合は賛として取扱う事とします。 

 

以下各項目について、賛否を〇印にてご記入下さい。 

 

第１号議案 令和３年度 事業報告           賛  ・  否 

第２号議案 令和３年度 決算報告           賛  ・  否 

第３号議案 令和３年度 会計監査報告         賛  ・  否 

第４号議案 PTA 規約・二小ルール改訂報告       賛  ・  否 

第５号議案 令和４年度 ＰＴＡ新執行部役員選出    賛  ・  否 

第６号議案 令和４年度 活動目標案          賛  ・  否 

第７号議案 令和４年度 事業計画案          賛  ・  否 

第８号議案 令和４年度 予算案            賛  ・  否 

 

令和４年 4 月  日     年   組 （児童名）                   

 

保護者名(会員名)                        

 

＊きょうだいがいる方は、本校に在籍する全てのお子さんをご記入ください 

学年・クラス 児童氏名 学年・クラス 児童氏名 

    

    

〇ご意見・ご質問などがありましたら、ご記入ください 

 

 

 

     

締切日 ： 令和４年 4 月 1４日（木） 

    ※担任の先生へご提出ください。 

    ※ごきょうだいがいる方は、下の学年の児童のクラスへご提出ください。 



日時 令和4年4月15日（金）（書面総会　議決）

議事 P2 令和３年度　事業報告

P3・4 令和３年度　決算報告

令和３年度　会計監査報告

P5 PTA規約・二小ルール改訂報告

P6 令和４年度　PTA執行部役員選出

P7 令和４年度　活動目標

令和４年度　事業計画案

P8 令和４年度　予算案

発行 令和4年4月6日

令和３年度

調布市立第二小学校PTA
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PTA執行部 令和２年度・令和３年度PTA総会 校外部 部会（校外部会）5月

役員会（6回） 地区班名簿作成（データ化）

実行委員会（3回） こどもの家連絡会 6月

次年度役員選出 こどもの家登録者更新、新規・削除対応

新1年生保護者説明会 こどもの家プレート掲示状況確認

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　→中止

各学期始めのあいさつ運動　　→2・3学期は中止 学期始めの交通安全指導

ベルマーク集計（2回・3学期は中止） 　　　　　　　　　→2・3学期は中止

調布市教育シンポジウム　

第三中学校区地域教育懇談会　→中止 ベルマーク係 ベルマーク収集のお願い発行

二小運動会手伝い　 ベルマーク集計のお知らせ発行

二小夏祭り手伝い　→中止 ベルマークポイント「スポーツカウンター」購入

PTA規約・わたしたちのPTA発行 ベルマーク集計（2回）

PTA通信発行（Vol.1〜5） 健全・行政サポート係 第三中学校区地域教育懇談会　

実行委員会議事録発行 二小夏祭り　

転入生保護者へPTA関連資料配布 連合音楽会　

PTA会費集金 四地区合同耐寒マラソン　　

サークル活動費・通信補助費支払い 春のもちつき祭り　　

祝い金支払い（地域行事・周年祝賀会）　→中止 広報委員 打ち合わせ・取材・撮影

慶弔金支払い 「広報紙」発行（3回）

団体傷害保険契約 開放イベント 全体会議　ドッヂビー大会打ち合わせ

市役所へ資源回収補助金申請 サポート委員 二小地区学校開放運営委員会総会　

中間決算・最終決算報告書 デイキャンプ　

来年度予算案 地域運動会　

印刷機の管理 ニュースポーツ出前講座　

家庭教育セミナーの企画・実施 調布市小学生ドッヂビー大会　

PTAバドミントン部 開放運営委員会（11月）

PTAバドミントン大会　　　　　

PTA会長 PTA連合会新旧理事会　→オンライン開催/参加 二小夏祭り

会長補佐 PTA連合会代議員会　→書面開催/参加 地域運動会

PTA連合会理事会（3回）　→オンライン開催2回/参加、 PTAソフトボール部 PTAソフトボール大会運営委員会

　リアル開催1回/学校評議委員会と日程重複の為不参加 PTAソフトボール大会　→中止

PTA連合会役員会　→オンライン開催/該当せず おやじの会 役員会・定例会・報告会

PTA連合会教育懇談会　→中止 二小運動会警備・テント設営

P連第二ブロック会議（3回）→オンライン開催/参加 二小プールやご採り

P連だより印刷配布　→PDFデータ配布/参加 二小夏祭り設営・出店・警備

国領児童館運営会議　→リアル開催/参加 開放運営委員会　クリーン作戦

学校評議員会（2回）　→リアル開催/参加 仲よし祭の会（地域のイベント　神輿巡礼時の警備）　

健全育成第二地区総会　→リアル開催/参加 開放イベサポ　ディキャンプ

解放運営委員会総会　→リアル開催/参加 地域運動会

その他のイベント

地域運動会　→中止 各クラス共通 PTAクラス活動分担決め

二小運動会（あいさつ）　→なし 二小運動会手伝い

二小卒業式・入学式（祝辞）　　→式出席は中止 二小夏祭り手伝い　→中止

三中・六中運動会　→出席なし ベルマーク集計（2回）

三中・六中卒業式　　→式出席は中止 各学期始めのあいさつ運動

三中・六中入学式　　→式出席は中止 　　　　→2・3学期は中止

調布市内小学校・中学校　周年記念式典・祝賀会　→中止 読み聞かせ　　→2・3学期は中止

PTA執行部役員選出

ドッヂビー大会　→中止

親睦会　→中止

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３年度　事業報告
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中止

中止

中止

中止



　【　収入の部　】

三年度予算（Ａ） 三年度決算（B) 増減（B)-（A)

706,000 732,800 26,800

100,000 101,760 1,760

雑収入 5 6 1

P連より補助金 25,000 15,000 ▲ 10,000 安心安全対策補助(5,000)、印刷代補助(10,000)

本年度小計 831,005 849,566 18,561

前年度繰越金 611,452 611,452 0

1,442,457 1,461,018 18,561

　【　支出の部　】

三年度予算（Ａ） 三年度決算（Ｂ） 増減（A)-（B)

来客接待費 5,000 0 5,000

事 消耗品費 100,000 93,272 6,728

運 務 通信費 20,000 22,110 ▲ 2,110

営 費 備品費 5,000 0 5,000

費 修繕費 50,000 2,080 47,920

5,000 2,656 2,344

185,000 120,118 64,882
 行事活動費 10,000 2,500 7,500

 P連大会登録費 13,000 0 13,000

 広報紙製作費 40,000 29,192 10,808

活  校外活動費 5,000 2,875 2,125

 通信補助費 48,000 48,000 0

動  P連活動費 30,000 8,930 21,070

 保険費 40,000 38,026 1,974

費  慶弔費 30,000 25,000 5,000

 地域活動慶弔金 18,000 0 18,000

 卒業奨励費 138,000 122,759 15,241

 就学奨励費 32,000 29,520 2,480

 小学生ドッヂビー大会費 50,000 0 50,000

454,000 306,802 147,198
　周年行事積立金 60,000 60,000 0

　印刷機積立金 80,000 80,000 0

　PTA主催事業費 30,000 99,456 ▲ 69,456

　予備費(コロナ) 10,000 0 10,000

　支出総額 819,000 666,376

　次年度繰越金 623,457 794,642

　　　合　　計 1,442,457 1,461,018 ▲ 18,561
※コロナウィルス感染症によるPTA活動の中止に伴い次年度のみ会費減額を予定しており、

減額対象とならない６年生への還元として記念品贈呈を行った。

　【　基金の部　】

積立額 取崩額 利息

1,027,209 60,000 0 9 1,087,218

723,564 80,000 0 7 803,571

上記の通り報告します

令和4年3月31日

会計

会計

会計

    会計監査

    会計監査
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周年行事積立基金

印刷機積立基金

上記に相違ないことを認めます

令和4年3月31日

PTA会長 PTA会計監査

項目 前年度残高
今年度変動額

今年度末残高 摘要

基金の部参照

基金の部参照

スマホ安心ガイドブック送料、セミナー開催費・PTAより卒業記念品※

PTA団体保険

転出教員餞別

卒業記念品代・教員花束代（58人分）

新一年生入学祝い品代

小　計

ベルマーク(2,500)・健全サポート(0)

バトミントン(0)・ソフトボール(0）

外注印刷代(3回発行)

各役員・クラス委員・各委員長への活動補助費

P連会費

プリンタ保証加入費

雑　費

小　計

単位：円

　　　項　目 摘要

インク代、用紙代、文具代、ネームホルダー代、プリンタ代等

zoom年会費

資源回収補助金収入 資源回収の補助金

預金利息

合　計

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

　　　項　目 摘要

会　　費  (P345＋T20)×2000円   2学期転入P2×1400円

個人名のため非表示とします



令和3年

合計

令和３年度ベルマーク合計　　　　　　　 点

令和３年１２月１6日時点　ベルマーク残高合計　147,138円

ベルマーク残高で、令和3年度に「スポーツカウンター」を購入しました。

購入後の確定残高は次年度に報告します

資源回収

市から補助（円）

7,920

9,440

5,760

20,160

10,160

7,920

8,080

3,360

8,400

6,080

7,680

6,800

101,760

・資源回収業者について

    株式会社東武産興にて回収業務を行わなくなったため、令和2年7月より合同会社イッソーに変更。

    現在紙の値段が安く買取不可との事、それにより入金は市からの補助金のみとなる。

令和3年資源回収補助金入金合計 ¥101,760

12月15日 10,990

ベルマーク（1点1円）

　　　集　　　　　計　　　　　　日 合計点数

9月6日 11,577

22,567

22,567

回　　収　　月 回収量（㎏）

令和3年 1月 990

2月 1,180

3月 720

４月 2,520

5月 1,270

9906月

7月 1,010

8月 420

合　計 12,720
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9月 1,050

10月 760

11月 960

12月 850



PTA規約
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

●第1条　次年度の役員選出に関して

変更前：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。

変更後：変更前の文に次の文を追加。

また1～5年生の児童のきょうだい且つ次年度の入学が確定している新1年生の児童保護者の立候補が

あった際は，選出可能とする。

理   由：引き続ききょうだい児童で執行部を継続したいが，次年度1年生のため継続不可ではなく，要件を満たせば

新1年生でも立候補可能とする。立候補者の枠を広げるため。

わたしたちのPTA
　　●第3章　地域の組織

変更前：【学校開放運営委員会】デイキャンプ

変更後：デイキャンプのみ削除，PTA組織図からも削除

理　 由：学校開放運営委員会より，今後実施しないとの連絡があったため。

　　●第4章　二小ルール　冒頭

変更前：記載なし

変更後：冒頭に以下の文を追加。

PTAは任意の活動であり，加入を強制するものではありません。しかしながら，二小は地域との関わりが深く，

多数の行事は地域ボランティア団体の主催によりものが多く，二小PTAはそのお手伝いをしています。

これらの地域行事や二小の皆様方の親睦及び係活動を担って頂く方が一定数必要であることから，より多くの

皆様のご加入とご協力が必要です。

理   由：PTAは強制加入でないのに，なぜ二小ルールがあるのか明確にするため。

　　●第4章　1.執行部役員・クラス委員の引き受け

変更前：6年間に最低1回は引き受ける。

変更後：すべての会員は，の文を冒頭に追加。6年間に最低1回は引き受けることを基本とする。

理   由：PTA活動は任意であり，引き受けが不可能な場合もあることを配慮し，強制的表現を改めるため。

　　●第4章　3.執行部役員選出方法

変更前：立候補が多い学年であっても，同学年からの立候補者数は最大4名とする。

変更後：立候補が多い学年であっても，同学年からの立候補者数は基本最大4名とする。

4名を超える学年に執行部経験者や上にごきょうだいがおられる場合は，執行部にて判断可とする。

理   由：「最大4名」の前に「基本」を追加し，より立候補者の意思を尊重するため，学年最大4名を超える場合は，要件を

満たせば執行部で判断可とする。

　　●第4章　4.執行部役員の辞退理由・方法

変更前：やむを得ない理由により役員候補を辞退したい場合は，辞退届をPTA会長宛に提出する。

変更後：執行部への立候補が必要数に満たずくじ引き選出となる場合は，アンケート回答に基づき，やむを得ない理由

により役員候補を辞退したい会員へ，執行部から連絡する。辞退を希望する会員は速やかに，PTA執行部

ホームページより辞退届を印刷し，PTA会長宛に提出する。

理   由：辞退届は役員選出アンケート回答と同時に提出していたが，立候補者が10名以上いる場合，辞退届は開封

しないため，くじ引きになる場合に提出とする。

　　●第4章　4.執行部役員の辞退理由・方法

変更前：やむを得ない理由とは，以下の3点のみである。児童の転校，保護者の出産，保護者本人の長期療養

変更後：削除

理   由：やむを得ない理由を3点に限定していたが，状況の変化によりそれ以外も考えられるため，3点のみに

限定せず，その他の理由を申し出頂き，執行部で検討する。

（役員選出書類において，3点は例として引き続き記載。他の辞退理由を記入する「その他」欄を追加する。）

　　●第4章　5.辞退届の取り扱い

変更前：会長・副会長の守秘義務について及び，立候補者が10名以上いた場合は，辞退届は開封しない。

変更後：個人情報保護の観点から，会長・副会長は提出者名を含めたその内容について守秘義務を有する，文を追加。

立候補者が必要数を満たす場合には，執行部はその旨をクラス実行委員を通じて会員に報告し，辞退届は

受理しない。

理　 由：辞退届を限定して取り扱う理由を記載するため。

立候補者を優先し，10名以上となった場合は，辞退届の開封はしないため，くじ引きの対象となった時点で

ご提出頂くこととする。

令和３年度

PTA規約・わたしたちのPTA（二小ルール）改訂報告
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会長 山本　征博

副会長 西岡　由美子（会長補佐）

小川　香澄 田口　修（副校長）

砂田　育美

校外 岩本　知子 三澤　友恵（教職員）

峠岡　里緒

書記 野口　順子 内堀　真澄（教職員）

前盛　未佳

会計 工藤　優花子 鶴見　陽子（教職員）

森岡　佳子

会計監査 岡部　景子　 森川　徹（教職員）

八賀　三保

令和４年度　役員候補者
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個人情報のためマスキングしています



【活動スローガン】 新たな時代を歩いていこう！！未来へ繋ぐ二小の絆

【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活動事業の一時休止・縮小の可能性があります。

　また、各イベント中止・変更を受け下記事業計画が変更となる場合があります。

●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

・ 運動会警備・受付 …… 入校証のチェック・受付等

・ 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

・ 広報紙の発行 …… 『第二小学校PTA広報紙』　各学期に1回発行

・ イベントボランティア …… 二小夏祭り・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

●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2土曜日に実施 （学区内各自治会にも協力要請）

・ 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・広報紙発行で活動状況を報告

・ 意見の吸い上げ …… 実行委員会・役員会の開催

PTA執行部宛メールアドレスを活用・PTA室内設置のご意見箱

●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４年度　活動計画案
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児童数 440 ※

家庭数 370

教員数 21 ※

卒業生数 49 ※

新入生数 90

※印は、R4年4月1日現在。家庭数は昨年度基準、新入生数は今年度基準の予測数。

【収入の部】 単位：円

金　額 備 考

391,000 　（P370＋T21）×千円　※令和4年度のみ規約の半額に減額。

100,000 　前年度資源回収の補助金概算

5 　預金利息

P連より補助金 15,000

本年度小計 506,005

794,642

1,300,647

【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 100,000 　印刷機インク代、用紙代、消毒用品、保護者用ネームホルダー代等

通信費 23,000   オンライン会議システム年会費

備品費 5,000

修繕費 10,000  

5,000

148,000

10,000   ベルマーク(5千円)・健全サポート(5千円)

13,000 　バドミントン(1万円)・ソフトボール(3千円)

40,000 　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

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

115,000 　卒業生記念品代(@2300×50程度）

36,000 　新一年生入学祝い品(@400×90程度）

小学生ドッヂビー大会 50,000

436,000

10,000 　積立金残高　　1,087,218円

0 　積立金残高　　803,571円

30,000

10,000

634,000

666,647

1,300,647

PTA活動費の通信補助費について

・役員(10名) 3,000円
・広報、ベルマーク、健全、開放イベントサポート委員長 1,000円
・クラス実行委員(30名) 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
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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

【　令和4年度　予算案　】  

項　　　目

会　費

資源回収補助金収入

雑    収   入


