
PTA 定期総会資料について 
⽩井市⽴⼤⼭⼝⼩学校 

令和 4 年度 PTA 会⻑ 中⾕ 俊哉 
 

 
 春⾵の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
また⽇頃より PTA 活動へのご理解とご協⼒を頂き、誠にありがとうございます。 
 
 この度、2022 年度の PTA 総会資料が完成しました。 
 今年度も、PTA 活動の簡素化と紙資源の節約のため、総会資料は学校ホーム
ページからご覧頂く形とさせて頂きます。ダウンロード・印刷をするなどしてご
確認ください。 
 尚、資料中の ”役員改選名簿”・”職員紹介” につきましては、個⼈情報保護
の観点より掲載を割愛させて頂きますこと、ご了承ください。 
  
 また、活動計画にて未定となっているものに関しては、今後の新型コロナウイ
ルスによる情勢を考慮しながら、随時決定し取り組んで参ります。 
 ご不明点がございましたら、PTA 本部までご連絡ください。 
 
 今後とも⼤変にお世話になりますが、何卒よろしくお願い致します。 
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市Ｐ連※関係 大中学区※２関係 校内関係

４月
  1日　地区社協　芝桜植え込み作業

20日　地区社協定期総会（書面）
ＰＴＡ総会 (書面開催)

５月
8日　市Ｐ連総会

8日　市P連第１回会長会
11日　第１回本部会　そよ風発行

18日　大山口小学校放課後子ども

　　　　プラン実行委員会議
ＰＴＡ会費引き落とし

６月 4日　市Ｐ連第２回会長会   5日　まち協第15回設立準備会 8日　第２回本部会

  　　市Ｐ連バレーボール大会 14日　大中学区子ども110番会議 第１回拡大本部会 (中止)

20日　まち協第16回設立準備会 おやじの会協力 (中止)

第１回理事会 (中止)

７月
  3日　防犯指導員研修会

  3日　青色防犯パトロール講習会
6日 第３回本部会

10日　まち協第17回設立準備会 おやじの会協力 (中止)

16 日　大中学校区夏期パトロール

28日　白井市通学路合同点検

　　　※教頭先生・校外さん立ち合い

31日　まち協第１回グループ検討会

８月   6日　市Ｐ連第３回会長会
　　　  大山口・西白井

　　　  合同夏祭り(中止)

  7日　まち協第２回グループ検討会

９月
　　　 大山口中学校体育祭

　　　 (開催・不参加）
28日 第４回本部会

10月 22日　市Ｐ連第４回会長会  24日　まち協第18回設立準備会 9日 運動会協力

30 日　地区社協第１回推進委員会議 19日 第５回本部会

11月
13日　大小学区 安全・安心情報交

  　　　換会　※防犯指導員が参加
16日 第６回本部会

28日　まち協第19回設立準備会 おやじの会協力 (中止)

　　　 大中学区三校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

  　　（なかよし杯）
13日　大山口小学校区・安心安全情報交換会

12月   4日　市Ｐ連第５回会長会
  5日　地区社協　推進委員研修に

　　　 向けてのミーティング
7日 第７回本部会

16日　大中学校区冬期パトロール

18日　まち協第20回設立準備会

18日　地区社協　推進委員研修

大山口中学校立春式(開催・不参加）

１月 21日　市P連　視察研修(中止） 20日 第８回本部会(中止)

2０日 ミニ集会(中止)

26日 ＰＴＡ予算検討会議

２月   4日　市Ｐ連第６回会長会 16日　大中学区こども110番合同会議 10日 第９回本部会

未定　白井市子ども・子育て会議

　　　※令和３年度は書面決議
3日 新入学児童保護者説明会

10日 第２回拡大本部会

第２回理事会 書面開催

３月 　　　大山口中学校卒業式 第10回本部会

18日 卒業式

30日 離任式　そよ風増刊号発行

４月 　　　大山口中学校入学式 会計監査

第11回本部会

8日 入学式

役員選・互選会協力

ＰＴＡ総会

備考

月に１回を目安に設立準備会を開催(コロナの影響で延期になることも）

※ 地区社協にて、４月の芝桜の植え込みの他、以下の日程で序章作業を行って頂きました。

(参加できる人で行い、終了後フリートーク）

6/19、6/26、7/3、7/10、7/31、8/7、9/18、10/16

※４　「まち協」は、大山口小学校区まちづくり協議会」の略です。

令和３年度　本部会　活動報告

※１　「市Ｐ連」は、白井市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会の略です。

※２　「大中学区」は、大山口中学校区ので、大山口小学校区と白井第三小学校区を合わせた区域です。

※３　「地区社協」は、大山口小学校区地区社協福祉協議会の略です。



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 ２３日 互選会 三役決め・前年度三役から引継ぎ

PTA総会（書面開催）

５月 １０日 第１回学級委員会 動員決め

14日 ①愛校作業 受付・除草作業

6月 11日 給食試食会（中止）

第１回拡大本部会（中止）

第１回理事会（中止）

9月 24日 ②親子愛校作業（中止）

１月 １２日 印刷・配付作業（三役）
・次年度PTA委員希望調査書及び委任状のお願い

・次年度PTA委員希望調査及び委任状　・選考手順

2月 １０日 第２回拡大本部会（書面開催）

1５日 第２回学級委員会 希望調査書仕分け・ピンクカード記入

第２回理事会（書面開催）

２５日 ③愛校作業 受付・窓ふき

3月 ８日 第３回学級委員会 次年度委員選出 ・次年度PTA委員決定のご連絡・互選会のお知らせ

4月 第４回学級委員会 ピンクカード整理・各委員会名簿作成

互選会 三役決め・前年度三役から引継ぎ

PTA総会

令和3年度　学級委員会　活動報告



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 23日 互選会（第1回校外委員会） 前年度校外委員から新年度委員へ引き継ぎ

PTA総会(書面開催）

5月 12日 第2回校外委員会 110番の家・パトロールシート新規募集 110番の家・パトロールシート新規募集（家庭数）

110番兄弟確認のお願い（6年生登録者） 校外委員のお願いとお知らせ（委員宛）

校外委員会だより（先生宛）

6月 4日 第3回校外委員会 見守り集計作業

見守り報告作成（委員担当者）

14日 第1回大中学区合同会議 各校の取り組み報告

パトロールシート6年生家庭兄弟確認作業 パトロールシート兄弟確認のお願い（6年生登録者）

110番新規登録者ステッカー配布 第2回校外委員会の報告（委員宛）

パトロールシート新規登録者シート配布

7月 見守りアンケート集計作業

見守り報告作成（委員担当者）

16日 危険箇所マップ作成 危険箇所マップ（家庭数）

16日 市内パトロール参加

28日 大山口小学校区域危険箇所要望書作成・提出

8月

9月 見守りアンケート集計作業

見守り報告作成（委員担当者）

危険個所マップ作成 危険個所マップ（家庭数）

10月 13日 110当番協力家庭継続確認事前準備 110番協力の家継続のお願い

11月 18日 第4回校外員会 110番協力の家継続確認

12月 危険箇所マップ作成 危険箇所マップ（家庭数）

8日 見守りアンケート集計作業

見守り報告書作成 大山口小学校区域危険個所について（家庭数）

1月

2月 7日 第5回校外員会（予定） 110番協力家庭継続確認にて使用した登録名簿回収

110番兄弟確認のお願い（6年生登録者）

拡大本部会（書面開催） パトロールシート回収 シート回収のお知らせ（6年生該当者）

理事会（書面開催）

第2回大中学区合同会議

3月 危険箇所マップ作成 危険箇所マップ（家庭数）

見守りアンケート集計作業

見守り報告書作成

シート管理

4月 互選会 危険箇所マップ（新1年生家庭数・転校生分）

見守りアンケート令和3年度1年分（全児童） 見守りアンケート１年分（全児童）

見守りアンケート1年分仕分け作業

令和３年度　校外委員会　活動報告



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 互選会 前年度三役から引継ぎ

PTA総会(書面開催)

５月 文書作成（三役のみ）

6月 第１回　拡大本部会（中止） 配付書類準備（三役のみ） 選考委員会からのお知らせ

第１回　理事会(中止)

市P連バレーボール大会応援(中止)

7月 9日 第１回　選考委員会 「本部役員立候補・推薦書」書類印刷

顔合わせ、書類配付準備作業

8月

9月 3日 「本部役員立候補・推薦書」配付

17日 第2回　選考委員会（三役のみ） 開封作業

推薦者・立候補者の選出

24日 第3回　選考委員会 選考活動開始、作業分担

10月 電話連絡等による選考活動（担当者）

11月

１２月 14日 第４回　選考委員会（三役のみ） 書類作成 選考委員会からのお知らせ（マチコミ）

（新役員顔合わせのお知らせ、選考委員会からのお知らせ）

1月 活動報告書の作成・提出 活動報告書・活動計画案

新年度本部役員名簿作成 新役員顔合わせのお知らせ配付

2月 １０日 拡大本部会（書面開催）

理事会（書面開催）

第５回　選考委員会（三役のみ） 引継ぎ書類作成

3月

4月 互選会 引継ぎ

令和3年度　選考委員会　活動報告



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 23日 互選会

PTA総会（書面開催）

5月 16日 大山口小学校地区自治会支部会出席 自治会支部会へ「ベルマーク活動協力のお願い」

19日 第1回　委員会 各ﾘｰﾀﾞｰ前年度より引き継ぎ・本年度の確認

19日 先生紹介アンケート用紙作成（5月19・20日）

ベルマーク便りNo.1作成 「ベルマーク便りNo.1」

6月 ４日 先生紹介冊子製本（6月4・9日） 先生紹介冊子

第1回　拡大本部会(中止）

第１回　理事会(中止）

白井市資源回収団体説明会（郵送）

7月 5日 １回目　白衣修繕

6日 １回目　図書修繕

９日 資源回収運動活動計画書提出（会計）

16日 第１回　ベルマーク仕分け・集計・発送

インクカートリッジ・テトラパック集荷

9月 28日 資源回収作業

10月 ２1日 資源回収運動奨励金交付手続き（会計）

11月 財団へ商品注文・ベルマーク便りNo.2作成 「ベルマーク便りNo.2」

12月 9日 2回目　白衣修繕・図書修繕

郵送　自治会支部会へ「ベルマーク回収のお願い」

1月 28日 第２回　ベルマーク仕分け・集計・発送

インクカートリッジ・テトラパック集荷

2月 10日 第２回拡大本部会（書面開催）

１５日 第２回理事会（書面開催）

ベルマーク便りNo.3作成 「ベルマーク便りNo.3」

3月 22日 資源回収作業

資源回収運動奨励金交付手続き（会計）

ベルマーク点数収支報告

　　（単位:円）　

支出 次年度繰越分

41298 一輪車×3　　　　　　 　54700

19883 ホイッスル×2　　　　　　4923

次年度計上

0

61,181 59,623 1,558

※学校で集計したベルマークは、ベルマーク財団で再度集計を行っています。財団で検収を終えるのに

数か月を要します。第3回集計作業で送付したマークの検収が終了するのは次年度になりますので、します。第2回集計作業で送付したマークの 検収が終了するのは次年度になりますので

次年度計上とします。

第2回検収分

ウェブベルマーク

合計

令和年3度　サポート委員会　活動報告

収入

前年度繰越分

第1回検収分



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 23日 互選会 三役・係決め、引継ぎ

ＰＴＡ総会（書面開催） 活動計画案

７月 16日 第１回　運動会リーダー会議 本年度の運営についての確認

参加賞景品　決定・見積

9月 3日 参加賞景品　注文・発注（インターネット購入）

27日 第2回　運動会リーダー会議 運動会当日の流れの確認

10月 １日 運動会便り印刷・発行 運動会便り　発行（家庭数配付）

8日 運動会　前日 前日準備

20日 運動会　当日 各係事に分かれて活動

11月 6日 第3回　運動会リーダー会議 運動会の反省・次年度の引継ぎ資料作成

16日 仮締め（活動終了のため本締め済み） 予算報告、残金返金 会計ファイル（予算報告書など）

2月 第1回　拡大本部会（書面開催） 活動記録簿、活動報告書、活動計画案

第２回　理事会（書面開催）

4月 互選会 三役・係決め、引継ぎ

PTA総会 新旧交代

令和3年度　運動会委員会　活動報告



おやじの会 令和 3 年度活動報告・令和 4 年度活動計画 
⼤⼭⼝⼩学校 おやじの会 

会⻑  築⾕ 博 
 

本年度は新型コロナの影響で、イベントが開催できませんでした。 
代わりに、先⽣⽅ご協⼒のもと、グラウンド投てき板のペンキ塗装を完了させることが出

来ました。 
来年度も引き続きコロナが落ち着かない状況が続くと考えられ、感染拡⼤防⽌の観点から

イベントの開催と内容は都度判断する必要はありますが、今年度の施策や課題をもとに、ま
た皆さんのご意⾒を取り⼊れつつ、可能な限り安全に⼦どもたちが笑顔になれるイベントに
挑戦していこうと思います。 

また、今年度のペンキ塗装のような、イベント以外でもおやじの会として出来ることも周
りと相談して実施していこうと思います。 

 
令和 4 年度も、 

「明るく」・「楽しく」・「⼒強く」・「安全に」 
 を基本として 

 “⼦どもも、⼤⼈も、気軽に楽しめる時間“ 
を、⼀緒に共有していきたく、おやじの会メンバーも⼀緒に楽しみながらできる範囲の活動
を進めていきます。引き続き、ご⽀援・ご声援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

《令和 3 年度に実施した⾏事》 
実施⽇ ⾏事名 実施場所 参加⼈数 内容 

4 ⽉ 24 ⽇ 投てき板ペン
キ塗装 校庭 － 校庭の投てき板のペンキ塗装

2 回⽬。枠線を塗装。 

12 ⽉ 11 ⽇ 投てき板ペン
キ塗装 校庭 － 校庭の投てき板のペンキ塗装

3 回⽬。数字を塗装。 
令和 4 年度は季節毎にみんなで楽しめる⾏事を⾏う予定です。 

 
今後も「できる範囲で⼦供と⼀緒に楽しく」がモットーです。少しのお時間でもご協⼒い

ただける保護者の⽅がいらしたらお気軽にご連絡ください。 
 
・令和 4 年度メンバー︓ 

  築⾕（会⻑）、⽊下、相㟢、⻑⾕川、⾼橋、藤井、樋⼝、岡⽥、⼩林、⾦坂、⻑⼭ 
・ おやじの会メールアドレス︓ oyg.oyz@gmail.com 

 
おやじの会 Facebook 
https://www.facebook.com/oygoyz/ 
 



内容 内容

4月 １０日 時短練習 10月 2日 時短練習

17日 時短練習 9日 休み(運動会準備のため）

２４日 時短練習 16日 時短練習

23日 時短練習

30日 休み

5月 1日 休み 11月 6日 通常練習

8日 時短練習 13日 なかよし杯

15日 時短練習 20日 通常練習

22日 時短練習 27日 通常練習

29日 時短練習

6月 5日 時短練習 12月 4日 通常練習

12日 時短練習 11日 通常練習

19日 時短練習 18日 通常練習（練習納め）

26日 時短練習 25日 休み

7月 3日 時短練習 1月 1日 休み

10日 休み 8日 通常練習（練習始め）

17日 時短練習 15日 通常練習

24日 自主練習 22日 練習試合

31日 時短練習 29日 通常練習

8月 7日 コロナ拡大により体育館使用禁止　 2月 5日 通常練習

14日 　　　　　　８月～９月末まで 12日 通常練習

21日 休み 19日 通常練習

28日 休み 26日 通常練習

9月 4日 休み 3月 5日 通常練習

11日 休み 12日 休み

18日 休み 19日 通常練習

25日 休み 26日 通常練習

現在、部員は15名です。

他校では家庭数も減りPTAバレー部の存続が難しくなっている中、当校ではスポーツへの関心が高い

保護者の方々に恵まれ、バレーボールを通して大中学区や近隣の学校との親睦を深めております。

随時　『体験、見学』　を行っておりますのでご興味のある方はお気軽に問い合わせください。

　本年も皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

                                                                                                練習場所：大山口小学校体育館

日付 日付

　日頃から校長先生をはじめ先生方、本部役員の方々、そして保護者の皆様にはご理解と

ご協力をいただきまして心より感謝申し上げます。

ＰＴＡバレーボール部
令和3年度活動報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        　　大山口小学校PTAバレーボール部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　  　　部長　川上　真由美

                                                                                                練習日時：毎週土曜日20:00～22：00



内容 内容

4月 2日 休み（入学式準備のため） 10月 1日 通常練習

９日 通常練習 8日 休み(運動会準備のため）

16日 通常練習 15日 通常練習

23日 通常練習 22日 通常練習

30日 通常練習 29日 通常練習

5月 ７日 通常練習 11月 5日 通常練習

14日 通常練習 12日 なかよし杯

21日 通常練習 19日 休み

28日 通常練習 26日 ミーティング

6月 4日 通常練習 12月 3日 通常練習

11日 PTA親善大会 10日 通常練習

18日 休み 17日 通常練習（練習納め）

25日 通常練習 24日 休み

31日 休み

7月 2日 通常練習 1月 7日 通常練習（練習始め）

9日 通常練習 14日 通常練習

16日 休み 21日 通常練習

23日 通常練習 28日 通常練習

30日 通常練習

8月 6日 休み 2月 4日 通常練習

13日 通常練習 11日 通常練習

20日 通常練習 18日 通常練習

27日 通常練習 25日 通常練習

9月 3日 通常練習 3月 4日 通常練習

10日 通常練習 11日 休み（卒業式準備のため）

17日 通常練習 18日 通常練習

24日 通常練習 25日 通常練習

現在、部員は15名です。

他校では家庭数も減りPTAバレー部の存続が難しくなっている中、当校ではスポーツへの関心が高い

保護者の方々に恵まれ、バレーボールを通して大中学区や近隣の学校との親睦を深めております。

随時　『体験、見学』　を行っておりますのでご興味のある方はお気軽に問い合わせください。

　本年も皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

日付 日付

　日頃から校長先生をはじめ先生方、本部役員の方々、そして保護者の皆様にはご理解と

ご協力をいただきまして心より感謝申し上げます。

ＰＴＡバレーボール部
令和4年度活動計画（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        　　大山口小学校PTAバレーボール部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　  　　部長　川上　真由美

                                                                                                練習日時：毎週土曜日20:00～22：00

                                                                                                練習場所：大山口小学校体育館







市Ｐ連※関係 大中学区※２関係 校内関係

４月 地区社協会議　※３ ＰＴＡ総会（書面開催）

５月 市Ｐ連総会 　第１回本部会　そよ風発行

市Ｐ連会長会 大中学区三校合同会議 ＰＴＡ会費引き落とし

６月 市Ｐ連会長会 青パト講習会 第２回本部会

市Ｐ連バレーボール大会 長期休暇前会議 第１回拡大本部会

市Ｐ連こども110番合同会議 おやじの会協力

第１回理事会

７月 市Ｐ連会長会 大中学区三校合同パトロール 第３回本部会

おやじの会協力

８月 市Ｐ連会長会 大山口・西白井合同夏祭り

９月 大山口中学校体育祭 第４回本部会

10月 市Ｐ連情報交換会 第５回本部会

市Ｐ連会長会 運動会協力

みんなでまちづくりトーク

11月 活動支援 大中学区三校バレーボール大会（なかよし杯） 第６回本部会

市Ｐ連会長会 おやじの会協力

12月 市Ｐ連会長会 大山口中学校立春式 第７回本部会

防犯パトロール

１月 視察研修 第８回本部会

みんなでまちづくりトーク ＰＴＡ予算検討会議

２月 市Ｐ連会長会 大中学区こども110番合同会議 第９回本部会

新入学児童保護者説明会

第２回拡大本部会

第２回理事会

３月 大山口中学校卒業式 第10回本部会

卒業式

離任式　そよ風増刊号発行

４月 市Ｐ連会長会 大山口中学校入学式 会計監査

第11回本部会

入学式

役員選・互選会協力

ＰＴＡ総会

まちづくり協議会準備会

備考

※３　「地区社協」は、大山口小学校区地区社協福祉協議会の略です。

令和4年度　本部会　活動計画（案）

毎月１、２回

※１　「市Ｐ連」は、白井市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会の略です。

※２　「大中学区」は、大山口中学校区ので、大山口小学校区と白井第三小学校区を合わせた区域です。



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 互選会 三役決め・前年度三役から引継ぎ

PTA総会（書面開催）

5月 第１回学級委員会 動員決め

①愛校作業 受付・除草作業

6月 給食試食会

第１回拡大本部会

第１回理事会

9月 ②親子愛校作業 受付・除草作業

１月 印刷・配付作業（三役）
・次年度PTA委員希望調査書及び委任状のお願い

・次年度PTA委員希望調査及び委任状・選考手順

2月 第２回拡大本部会

第２回理事会

第２回学級委員会 希望調査書仕分け・ピンクカード記入

③愛校作業 受付・窓ふき

３月 第３回学級委員会 委員選出・印刷・配付作業 次年度PTA委員決定のご連絡・互選会のお知らせ

4月 第４回学級委員会 ピンクカード整理・各委員会名簿作成

互選会 三役決め・前年度三役から引継ぎ

PTA総会

令和4年度　学級委員会　活動計画（案）

※他、おやじの会・バレーボール応援等の動員依頼あり。



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 互選会（第1回校外委員会）

PTA総会（書面開催）

校外委員会だより（先生宛）

校外委員会開催のお知らせ（委員宛）

5月 第2回校外委員会 110番の家・パトロールシート新規募集 110番の家・パトロールシート新規募集（家庭数）

見守りアンケート集計作業 校外委員のお願いとお知らせ（委員宛）

見守り報告作成（委員担当者） 第２回校外委員会の報告（委員宛）

大山口小学校区域危険箇所要望書作成・提出

6月 第1回大中学区合同会議 110番6年生家庭兄弟確認作業 110番兄弟確認のお願い（6年生登録者）

パトロールシート6年生家庭兄弟確認作業 パトロールシート兄弟確認のお願い（6年生登録者）

6月～

7月
第3回校外委員会 110番新規登録者ステッカー配布 第３回校外委員会の報告（委員宛）

パトロールシート新規登録者シート配布

7月 長期休業対策研修会 見守りアンケート集計作業

市P連こども110番会議 見守り報告作成（委員担当者）

危険箇所マップ作成 危険箇所マップ（家庭数）

市内パトロール参加

8月

9月 第4回校外委員会 110番協力の家継続確認 第４回校外委員会報告（委員宛）

10月 見守りアンケート集計作業

見守り報告作成（委員担当者）

11月

12月 危険箇所マップ作成 危険箇所マップ（家庭数）

2月 拡大本部会 パトロールシート回収 シート回収のお知らせ（6年生該当者）

理事会

第2回大中学区合同会議

3月 危険箇所マップ作成 危険箇所マップ（家庭数）

見守りアンケート集計作業

シート管理

4月 危険箇所マップ（新1年生家庭数・転校生分）

互選会 見守りアンケート1年分仕分け作業 見守りアンケート令和4年度1年分（全児童）

PTA総会

令和4年度　校外委員会　活動計画（案）

※見守り報告はそよ風裏に掲載なので、印刷物配布の欄には入力していません。



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 互選会

ＰＴＡ総会（書面開催） 資料作成協力、会場準備・受付協力

引継ぎ（活動方針は新役員に委ねる）

５月 年間活動計画作成

6月 第1回　拡大本部会

第１回　理事会

選考委員会（必要に応じて適宜開催）

市P連バレーボール大会応援

おやじの会協力

7月 白井市PTA連絡協議会情報交換会

８月

9月 第1回　選考委員会 書類配付準備作業 「本部役員立候補・推薦書」配付

「本部役員立候補・推薦書」開票 選考委員会からのお知らせ

選考活動開始 推薦者選出

10月 選考委員会（必要に応じて適宜開催）

11月 選考委員会（必要に応じて適宜開催）

12月

1月 選考委員会からのお知らせ（マチコミ）

新役員顔合わせのお知らせ配付

2月 第２回　拡大本部会

新役員顔合わせ

第２回　理事会

第2回　選考委員会

3月 選考委員会（必要に応じて適宜開催）

令和４年度　選考委員会　活動計画(案)

※他、おやじの会・バレーボール応援等の動員依頼あり。



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 互選会

PTA総会（書面開催）

5月 ベルマーク運動説明会参加 ベルマーク便りNo.1作成 「ベルマーク便りNo.1」

自治会支部会へ郵送「ベルマーク活動協

力のお願い・前年度のお礼」

第１回　委員会

白井市資源回収団体説明会（郵送）
資源回収運動担当者変更手続き（幹事）

*時期未定(市から連絡される期限による)

6月 第１回　拡大本部会

第１回　理事会

１回目　図書修繕

７月 第１回　ベルマーク仕分け・集計・発送

インクカートリッジ・テトラパック集荷

９月 資源回収作業

資源回収運動活動計画書提出（幹事）

*時期未定(市から連絡される期限による)

10月 ベルマーク便りNo.2作成 「ベルマーク便りNo.2」

資源回収運動奨励金交付手続き（幹事）

*時期未定(市から連絡される期限による)

11月 ２回目　図書修繕

12月 郵送　自治会支部会へ「ベルマーク回収のお願い」

1月
自治会ベルマーク回収（各自治体より届

く）

２月 第2回　委員会 第2回　ベルマーク仕分け・集計・発送

インクカートリッジ・テトラパック集荷

財団へ商品注文・ベルマーク便り№3作成 「ベルマーク便りNo.3」

第２回拡大本部会

第２回理事会

3月 資源回収作業・白衣修繕・通し番号確認

資源回収運動奨励金交付手続き（幹事）

*時期未定(市から連絡される期限による)

令和4年度　サポート委員会　活動計画(案）

※他、おやじの会・バレーボール応援等の動員依頼あり。



委員会・会議等 活動内容 印刷物配布

4月 互選会 三役・係決め、引継ぎ

ＰＴＡ総会（書面開催） 活動計画案

７月 第１回　運動会リーダー会議 本年度の運営についての確認

参加賞景品　決定・見積

9月 参加賞景品　注文・発注（インターネット購入）

第2回　運動会リーダー会議 運動会当日の流れの確認、参加賞仕分け

運動会便り印刷・発行 運動会便り　発行（家庭数配付）

10月 運動会　前日 前日準備

運動会　当日 各係事に分かれて活動

11月 第3回　運動会リーダー会議 運動会の反省・次年度の引継ぎ資料作成

12月 仮締め 予算報告 会計ファイル（予算報告書など）

2月 本締め 予算報告、残金返金 会計ファイル（予算報告書など）

第1回　拡大本部会 活動記録簿、活動報告書、活動計画案

第２回　理事会

4月 互選会 三役・係決め、引継ぎ

PTA総会 新旧交代

令和４年度　運動会委員会　活動計画（案）

※おやじの会・バレーボール応援等の動員依頼あり。



                                     令和 3 年度 PTA 学級委員会 

学級委員会 活動内容変更点・改善点について 
 

⽇頃から PTA 学級委員会の活動にご理解ご協⼒頂きありがとうございます。 
さて、学級委員会では委員⻑、副委員⻑を中⼼に今年度の活動を⾒直し、会員の皆様がより活動しやすくなる
よう話し合いを重ねてまいりました。⼦どもたちの笑顔のために、会員の皆様も笑顔で活動できるよう願って
おります。学級委員会の活動内容の変更点、改善点についてご報告いたします。 
  
【拡⼤本部会で報告する変更点・改善点】 
学年レク(親⼦レク)について 

今年度、新型コロナウイルスの感染拡⼤が終息に⾄らない状況を鑑み、学年レクをやむなく中⽌としまし
た。学級委員会の中で来年度以降の学年レクについて話し合い 

①保護者が当⽇参加できない児童の気持ち 
(特に低学年の児童がとてもさみしい思いをしているとの意⾒が多数) 

②学級委員の負担(⽇程調整、企画、学校側との話し合い、⼿紙の作成や配付等) 
③年々児童数の減少によりこれ以上の動員数の増加は難しい 

という３点から、学級委員会が開催する学年レクは今年度をもって終了することになりました。 
おやじの会さんが例年親⼦で楽しめるイベントを開催しておりますので、今後はそちらの⽅に参加していた

だきたいと思います。 
 

【その他学級委員会での変更点・改善点】 
会計の扱いについて 
 会計が役員免除の対象ではないことを鑑み、次年度からは会計の仕事を副委員⻑が担うことにしました。 
「次年度 PTA 委員希望調査及び委任状のお願い」等について 
昨年の「次年度 PTA 委員希望調査及び委任状のお願い」等の⼿紙は、コロナ禍以前の保護者会で委員を 

決亭していた希望調査を元に作成していたため、現在の委員決定に則していない内容であることが 
判明しました。 
・委員会を未経験の⼈がまだ同学年にいる状態で、経験済みの⼈が⽴候補していないのに 2 回⽬の順番が回っ

てきているケースがあった。また、「2 回⽬以降委員が回ってくる場合、特定の委員会を希望したい」という
⼈の意⾒が反映されていなかった。 

・記⼊漏れが多くみられた。 
・委員決定の流れが不透明であった。 
このような問題点から内容を⾒直し、「次年度 PTA 委員希望調査及び委任状のお願い」を書⾯決定に則した内

容にし、委員会に⽴候補するかしないかの項⽬を追加し、2 回⽬以降を積極的に⾏いたいのであれば希望する委
員会があるのかわかるように変更しました。また、重要な部分を太⽂字等でわかりやすくし、別紙で委員会選
考⼿順を追加することで、より会員の皆様にわかりやすい⼿紙の内容に変更しました。 
 
委員決定後、各委員会に配付する名簿について 

昨年度の学級委員会から、委員決定後に各委員会に配付する名簿が学年ごとに記載されているため、各委員 
会が確認する際、名簿が⾒づらいとの意⾒があったので、委員会ごとに名簿を作成し、各委員会に配付するこ
とにしました。 



2021 年度サポート委員会 活動報告・活動内容変更 
 
 

 

本年度サポート委員会は、先⽣紹介冊⼦の作成、図書修繕（年２回）⽩⾐修繕（年２回）

資源回収（有価物）ベルマーク便りの発⾏・集計作業（年２回）⾏いました。コロナ禍の中、職

場の勤務調整やお休みのお願い等、誠に有難うございました。 

働きながらの PTA 活動を⾏う負担を考え、活動の⾒直しを⾏いましたので、ここに報告いたしま

す。 

 

変更内容 
 

1. 2022 年度より学年 6 名から 4 名へと変更する。 

<理由> 

l 児童数も減少しており、1 児童に対する活動回数の増加が考えられるため。 

 

2. 先⽣紹介冊⼦作成を終了する。 
【変更内容】 

PTA 活動での作成を終了し、学年便りで紹介して頂く。 

<理由> 

l 顔写真と名前で紹介しており、写真のデータ等の個⼈情報管理⾯の問題。 

l アンケート内容、先⽣⽅のプライベートの保護のため。 

 

3. ⽩⾐修繕を簡素化する。 
⇒本年度、全ての⽩⾐が新しなりました。破損などがあった場合、今まで使⽤していた⽩⾐で作っ

たストックと交換できる状態です。 

【変更内容】 

今まで年２回⽉曜⽇の午前中に家庭科室を使⽤し⾏っていた。 

⇒家庭科室倉庫にストック分の⽩⾐、修繕 BOX を保管する。修繕が必要と担任に判断された

場合は、修繕 BOX に⼊れストック分を使⽤する。年度末にまとめて PTA 会議室で修繕する。 

<理由> 

l 新品により修繕箇所が少なくなるため。 

l 学校側との家庭科室の使⽤調整が不要になるため。 

 

いつも PTA 活動へのご理解・ご協⼒に⼼から感謝申し上げます。 
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令和３年度PTA本部会計  

 
 

令和４年度 会計予算案の変更点・改善点について 
 
令和３年度は、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、PTA活動も例年通りの

活動とはならず、中止や延期、変更等の対応に追われた１年でした。 
そのため、会計報告も例年通りの支出と異なっている部分もございますが、詳細につきましては資料を

ご覧いただきますようお願いいたします。 
決算につきましては、現段階では予算内に収まる予定です。 
令和４年度の会計予算案については、年々の児童数減少に伴う収入減のため、支出抑制として予算の 

見直しを行いました。項目ごとの変更点は以下の通りです。 
 
【運営費】 
・安全対策費：▲5,000 
＊児童数の減少に伴い、予算額の見直しを行いました。 
 

【行事費】 
・卒業祝費：▲53,100 
＊児童数の減少に伴い、予算額の見直しを行いました。 

 
・運動会警備費：▲6,000円 
＊今年度は運動会縮小により、警備員一人分の支出でした。 
警備会社を変更したため、警備員一人当たり、15,400円（税込）になりました。 
来年度以降、通常開催に戻ったときのために、三人体制を考慮し、人件費の値上がりに備えた 
予算を計上しています。 

 
・道路使用許可申請費：項目削除 ▲2,200円 
＊学校行事での使用のため、免除申請により費用削減できることがわかりました。 

 
【教育奨励金】 
・予備費：項目削除 ▲65,000 
＊収支のバランスを見直し、教育奨励金の予備費項目を、予備費で一本化し、その中で支出調整を 
していく方針です。 

 
【補助金】 
・バレー部補助金：▲12,000円 
＊児童数の減少に伴い、PTA運営費も減少しているため、活動費の見直し、修正を行い、費用の削減

についてお願いいたしました。 
 
・書籍購入費：項目削除 ▲30,000円 
＊おはなしドロップスの活動終了により、書籍購入費として、サポート委員会で運用していく予定 

でしたが、書籍購入は学校で行うため、予算取りの必要がなくなりました。 
 
 



【予備費】 
・がんばり山修繕積立金 
＊がんばり山修繕のため、年度初めに『がんばり山修繕積立金』を始めましたが、今年度内に修繕  

工事が行われたため、積立金を全て使用しました。 
今後は、50周年記念行事の際に修繕予定のため、積み立ては継続していきます。 
そのため、項目の名称を、「がんばり山維持修繕積立金」に変更しました。 
 

→今年度の修繕費の詳細につきましては、下記「がんばり山修繕について」をご参照ください。 
 
・学校設備補助費：▲50,000 

*給食用白衣が古くなっていくことを見据えて、まとめて購入するための積み立てをしていくこと

になりました。 
学校設備補助費より、「給食用白衣購入」を抜き出し、新たに、『給食用白衣購入積立金』項目を   

追加しました。 
これに伴い、『給食用白衣購入積立金』に毎年50,000円を積み立てていきます。 
 
  
 
〈備考〉 
 
◎有価物回収収益金について 
今年度より、大山口二丁目自治会からの有価物回収補助金が無くなりました。 
今後は、資源回収運動奨励金を積み立てていき、その用途は給食用白衣購入に充てる予定です。 
 
◎がんばり山修繕について 
がんばり山修繕工事が行われました。工事費用は660,000円でした。 
これに伴い、工事費用を以下より捻出しました。 
 
・予備費 がんばり山修繕積立金より550,000円 
・教育奨励金 予備費より      65,000円 
・補助金 書籍購入費より      30,000円 
・補助金 おやじの会より      15,000円 
    

以上 
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白井市立大山口小学校PTA規約 
 
 
〈名 称〉 
第１条 本会は、白井市立大山口小学校ＰＴＡと称し、事務所を大山口小学校内に置く。 
 
〈目 的〉 
第２条 本会は、学校と家庭が積極的に協力して、児童の幸福と社会教育の進展を助長する 

ことを目的とする。 
 
〈方 針〉 
第３条 本会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って行動する。 

１．本会は、自主独立のものであって特定の政党、宗教、宗派にかたよることなく、 
  また営利的な行為は一切行わない。 
２．本会は、直接学校の管理や人事に干渉するものではない。 

 
〈事 業〉 
第４条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。 

１．学校行事への協力。 
２．学校の教育的環境整備についての積極的協力。 
３．児童の福祉向上に関する協力。 
４．会員相互の研修、親ぼくに関する事項。 
５．その他本校の目的にそう一切の事項。 

 
〈会 員〉 
第５条 本会の会員は、白井市立大山口小学校に在籍する児童の保護者と、大山口小学校に 

勤務する職員を以って組織する。 
 
〈役員及び任務〉 
第６条 本会に次の役員を置き、任期は１年とする。但し再任は妨げない。 

１．会 長   １名 
   会長は本会を代表し、会務を総理する。 
２．副会長   ５名程度（教職員1名・保護者４名程度） 
   副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 
３．会計監査  ２名 
   会計監査は必要に応じ会計を監査し、総会において報告する。 
４．会 計   ３名（教職員1名・保護者２名） 
   会計は本会の全ての資金の収支を明らかにして決算し、理事会又は総会で報告

する。 
５．幹 事   若干名 
   幹事は会長が会務を分担し、庶務にあたる。 
６．専門部委員 
   専門部委員は、各学級を代表し会務を審議する。 
７．専門部委員長 
   専門部委員長は、各部をまとめる。 



８．専門部副委員長 
   専門部副委員長は、委員長を補佐する。 

 
〈役員選出〉 
第７条 役員は、次の方法により選出する。 

１．会長・副会長・幹事・会計・会計監査は、選考委員会で候補者を選出し、総会に 
おいて承認を得る。 

２． 選考委員は、各学級１名・本部 2 名（教職員１名・保護者１名）を互選により、

選出する。 
３． 幹事・会計は会長が委嘱する。 
４． 専門部委員は、各学級より互選により選出する。 
５． 専門部委員長及び副委員長は、部員の互選により選出する。 
６． 互選会に欠席する場合は、委任状に従い議決に応じることとする。 

 
〈機 関〉 
第８条 本会に次の機関を置く。 

１．総会  ２．本部役員会  ３．理事会  ４．拡大本部会   
５．専門部委員会 

 
〈総 会〉 
第９条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年度当初開催し、臨時総会は理事 

会で必要と認めたとき、又は会員総数の３分の１以上より請求されたとき会長が招 
集する。 

   〇定期総会は、次のことを審議する。 
１．規約の改正変更に関すること。 
２．事業決算の承認 
３．事業予算の承認 
４．役員の承認 
５．その他重要な事項を決定する。 

第１０条 総会は、会員の２分の１以上を以って成立するものとする。 
    但し、委任状を以って出席にかえることができる。 
    議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。 
 
〈本部役員〉 
第１１条 本部役員は、会長・副会長・会計・幹事で構成し、次のことを行う。 

１．総会で議決された事項の具体的審議及び執行。 
２．理事会に提出する議案の審議。 
３．緊急を要する事項を処理し、理事会で事後承認を得る。 
４．専門部正副委員長は、必要に応じて本部役員会に出席することができる。 

 
〈理事会〉 
第１２条 理事会は、会計監査をのぞく全役員で構成し、総会に次ぐ議決機関で必要に応じて 

開催し、次のことを行う。 
１．総会において、委任された事項の審議及び執行。 

〈専門部委員会及び任務〉 



第１４条 本会に各専門部委員会を置き、次のことを行う。 
１． 学級委員会 

１） 学級PTAの企画・運営・会員の親ぼく。 
２） 学級担任の学級経営への協力。 
３） 学校行事への協力 

２． 校外委員会 
１） 学校及び地域における教育的環境整備の推進。 
２） 児童の通学路等の環境点検。 
３） 児童の校外生活指導の推進。 

３．選考委員会 
  １）本部会長、副会長、幹事、会計、会計監査の選出。 
  ２）本部が円滑に運営できる選出。 
  ３）守秘義務の徹底。 
４．サポート委員会 
  １）会員家庭・地域と協力しベルマーク収集業務の推進および集計業務 
  ２）学校と協議して適宜必要備品の整備 
  ３）給食白衣・図書修繕業務 
   4）広報誌の作成 
 ５.  運動会委員会 
  １）運動会開催に向けた事前準備 
  2）運動会当日の運営サポート 

 
〈会 計〉 
第１５条 本会の経費は、会費及び臨時収入を以ってあてる。 
         会費は月額３００円とする。 
第１６条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
           
〈顧 問〉 
第１７条 本会に、会運営・事業達成のため顧問をおくことができる。 

１．顧問は重要会務について会長の諮問に応ずる。 
２．顧問の任期は１年とする。 
３． 顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。 

 
〈付 則〉 
第１８条 本規約は、昭和５４年７月１４日より執行する。 
第１９条 昭和５７年４月１７日一部規約改正。 

昭和５８年４月１６日一部規約改正。 
平成 ２年４月２８日一部規約改正。 
平成 ３年４月２７日一部規約改正。 
平成 ４年４月２５日一部規約改正。 
平成 ６年４月１６日一部規約改正。 
平成 ８年４月２０日一部規約改正。 
平成１３年４月２１日一部規約改正。 
平成２１年４月２８日一部規約改正。 
平成２５年４月２０日一部規約改正。 



     平成30年4月27日一部規約改正（第3条3項追加、第5条大、第14条 
    ４項改正、5項追加） 
    令和2年4月28日一部規約改正（第6条2項修正） 
 

細 則 （１） 
 
◎ PＴＡ旅費規定 
この規定は、ＰＴＡの業務で出張する場合の旅費その他必要経費の支給のことを定める。 
 
第１条 ＰＴＡの業務で出張する場合、旅費・宿泊費・食費・負担金（会費も含む）資料代 
    等はＰＴＡの経費より支出する。但し、業務活動全般にかかわる対外活動。 
第２条 旅費・宿泊費・負担金（会費も含む）資料代は実費とする。但し、食費は理事会の 
    定める所とする。 
第３条 この規定は昭和５４年７月１４日より効力を発する。 
    平成６年 規約を一部改定。 
 
 

細 則 （２） 
 
◎ ＰＴＡ慶弔規定 
この規定は、会員に慶弔のあった場合のことと定める。 
第１条 慶弔の対象は本会の会員とし、別表の場合に適用する。 
第２条 慶弔に関する金額の基準は別表による。 
第３条 特別の場合で会長が認めた場合は、理事会に計って金額とその他を決定する。 
    但し、急を要する場合は、会長は副会長と協議し慶弔の事を行い、後日理事会に報告

する。 
 

慶 弔 規 定 の 適 用 表 
 

慶弔の種類 適用範囲 金 額 備 考 
結 婚 職 員 ５、０００円  
死 亡 会 員 ５、０００円  
死 亡 大山口小児童 ５、０００円  
その他 会 員  第３条適用 

 
第４条 大山口小学校に在籍する児童の疾病についての見舞金は学級委員に一任する。 
第５条 この規定は、昭和５４年７月１４日より効力を発する。 
    昭和５７年 規約を一部改定。 
    昭和５８年 規約を一部改定。 
    平成 ６年 規約を一部改定。 
    平成２１年 規約を一部改定。 
 
 
 

細 則 （３） 



 
◎会費納入規定 
この規定は、会費の納入及び返戻の処理について定める。 
第１条 会費は、年１回、京葉銀行白井支店引き落としとする。 
第２条 中途転入会員の会費は、前条に準じてその月割分を納入する。 
第３条 転出する会員は、転出する日までに会計に申し出ることにより、既に納入した会費の

月割分の返戻を受けることができる。 
第４条 この規定は、昭和６２年５月２２日より効力を発する。 
    昭和５７年 規定を一部改定。 
    昭和５８年 規定を一部改定。 
    昭和６２年 規定を一部改定。 
    平成 ２年 規定を一部改定。 
    平成 ９年 規定を一部改定。 
    平成１９年 規定を一部改定。 
 
◎ 役員免除について 

この規定は、本部役員選出の付則として定める。 
第１条 複数年に渡りその任に着いた会長は、その後家族分のPTA役員免除を可能とす    

る。 
第２条  この規定は、令和２年4月28日より効力を発する。 

 


