
 
 
 
 
 
 

 

総会の流れ   
議案書配布日               6 月 22日（月） 
質問/意見、委任状受付期間   6 月 22日（月）～２6日（金）  
総会開催                     7 月４日（土） 13:00~14:00  
総会報告書配布        7 月 10日（金） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

中野区立桃園第二小学校PTA 

令和２年度 
PTA総会議案書 

PTA 総会次第 
 
1. 議事 
（1） 2019 年度活動報告 
（2） 2019 年度 PTA決算、監査報告 
（3） 2020 年度 PTA基本方針・活動計画 (案) 
（4） 2020 年度 PTA予算（案） 
（5） 2020 年度 会計監査選任 
 
２．その他 
 ・ 桃二小校舎 建て替え計画に関して 状況報告 
・ 100 周年事業に関して 
 

 
 
 





令和2年6月14日　現在

中野区立桃園第二小学校PTA

≪収入の部≫ 　　　 　(単位:円）

予　　算 備　　　考

1 PTA会費 795,000 ＠2,500×299世帯・教職員会員19名

2 繰越金 396,741 預金・現金

3 小P連補助金 6,000 自転車点検

4 補助金 3,350 こども110駆け込み体験補助金（＠50×1年生67名）

5 周年準備基金取崩収入 200,000 郵便貯金Ⅲからの取り崩し

1,401,091

≪支出の部≫ 　　　 　(単位:円）

予　　算 備　　　考

1 消耗品費 70,000 文房具・コピー用紙・インク代・トナー代等

2 渉外費 30,000 周年お祝い金＠5,000等

3 慶弔費 20,000 祝電等

4 卒業記念品費 114,000 ＠2,000×6年生55名・担任2名

5 保守管理費 66,960 HPサーバー更新料、印刷機保守契約

6 修繕費 50,000 印刷機修理代等

7 通信費 31,000 切手代、マ・メール等

8 会議費 5,000 総会費用等

9 交通費 5,000

10 支払手数料 2,000 振り込み手数料

11 小Ｐ連分担金 63,600 ＠200×299世帯・教職員会員19名

12 保険料 60,330 ＠190×299世帯＋＠10×児童数352名

 （Ａ）  小     計 517,890

1 学年活動費 90,750 ＠250×児童数352名・担任11名

2 教養部費 10,000 家庭教育学級等、地区祭り出展料1,500円含む

3 広報部費 110,000 広報紙作成費等

4 校外生活部費 5,000

5 サークル部費 88,000
卓球25,000、ママバレー25,000、パパバレー25,000、

図書ボランティア3,000、ふれあい大会10,000

6 おやじの会活動費 30,000 学校に泊まろう等

7 自転車点検活動費 6,000

 （Ｂ）  小     計 339,750

1 周年行事積立金 100,000 定期預金Ⅰ

2 備品購入積立金 50,000 郵便貯金Ⅱ

3 校外生活部備品積立金 3,350 郵便貯金Ⅱ（こども110駆け込み体験補助金＠50×67名）

4 雑費 10,000

5 周年を祝う会への拠出 200,000

6 予備費 30,000

 （Ｃ）  小     計 393,350

150,101

1,401,091

≪資産の部≫ 　(単位:円） ≪令和元年(2019年)予算案との主な差異≫

48,212  ◆ 収入の部　1,701,367円 -> 1,401,091円 (-30万円)

348,529 ・ PTA会費 939,000円 -> 795,000円 (-14.4万円)

定期預金　Ⅰ (周年行事積立) 600,000 ・ 繰越金 485,817円 -> 396,741円 (-8.9万円)

郵便貯金　Ⅱ (備品購入費積立金) 166,025   など

郵便貯金　Ⅲ (周年準備基金) 374,869  ◆ 支出の部　1,483,510円 -> 1,250,990円 (-23万円)

合計 1,537,635 ・ 消耗品費 150,000円 -> 70,000円 (-8万円)

・ 渉外費 100,000円 -> 30,000円 (-7万円)

・ 卒業記念品費 148,000円 -> 114,000円 (-3.4万円)

・ 通信費 17,200円 -> 31,000円 (+1.38万円）

  など

郵便貯金  Ⅰ

令和2年度　PTA予算（案）
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

項　　　目

合　　計
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（Ｄ）　次期繰越金

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）合計

手持ち現金



令和２年度 活動計画 (案) 
 

今年度のスローガン 

桃二 99 才  〜 うけつぐ、たのしむ、つくりだす！〜 

 

これまでを振り返り良いものを「うけつぐ」、 何をするにも基本は「たのしむ」、変化に合わ

せた形を「つくりだす」。この 3 つを柱に、今年度の活動を行なっていきます。また、コロナ

禍による変化に加え、校舎建て替え、100 周年という大きな節目を控える今、皆さまからの意

見を聞きながら、PTA のあり方についても再検討をしたいと思っています。 

 

 

活動計画 

さまざまな制約が生じる中、活動の可否は都度、慎重に検討していきます。休止の活動もでて

きますが、一方で前例がなくとも新たに必要な取り組みは始めていきます。臨機応変に進めるた

めに、メール配信をはじめ、オンラインツールを活用していきます。 

 

全体 

総会、運営委員会 

 

対外活動 

区小 P 連会長会、区長・教育長懇談会、教育

委員懇談会、第 2 ブロック大会 （バレー部、

卓球部） 

 

校外生活部 

交通安全教室、110 番の家マップ作成/駆け

込み体験 、旗振り、パトロール 

教養部 

地域行事サポート （子供ぼろ市/ふれあいコ

ンサート/グランドゴルフ）、ベルマーク   

※給食試食会、漢検は休止 

 

広報部 

広報誌の発行、100 周年 HP の更新 

 

100 周年実行委員会 

「100 周年を祝う会」での事業の企画・運営 

 

 

 

新しい取り組みとして 

桃二に関わるテーマについて、気軽に情報共有、やりとりする機会を作りたいと思います。

（状況によりオンラインにて）。 「桃二小建て替え」「100 周年事業」「PTA ここ変えたい」

「コロナ下での諸々」etc... 提案も歓迎です。その後に何か活動を行う際には、PTA での役職

などに関わらず、広く有志のメンバーを募って進めていきたいと思います。 



◆今年度役員より⼀⾔ 
※敬称略 

 
《会⻑》 
これまで 13 年間、おやじの会から横⽬に⾒るだけだった PTA に、今年度しっかり関わる

ことになりました。不思議だらけな組織に⼾惑う中、さらに降って湧いたコロナ禍。⼤変な
時期ではありますが、スローガンにも掲げたように変化に合わせて柔軟に、そして楽しくや
っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。（⼤⽉ 啓介） 
 
《副会⻑》 
今回初めて PTA 役員をお引き受けしました。PTA 委員の経験もなく、不慣れではありま

すが⼦どもたちのために皆様と⼀緒に楽しく活動していきたいと思います。どうぞ宜しく
お願い致します。（野澤 淳⼦） 
 
PTA の役員は初めてなのでわからないことが多くてご迷惑をおかけするかもしれません

が、皆様のご指導をいただきながら頑張りたいと思います。（梁取 ⿇奈美） 
 
このようなかつてない状況の中、私たち以上に不便を強いられている⼦どもたちや先⽣が

たのお⼿伝いが少しでも出来れば、と思っております。不慣れではありますが、どうぞよろ
しくお願い致します。（⾼⽊ 陽美） 
 
《広報部⻑》 
今年度の広報を担当致します 1 年・3 年児保護者の勝野です。現在⼿話や要約筆記などの

情報保障も勉強中です。広報誌などにご意⾒ございましたら、お気軽にお声がけください！
よろしくお願い致します。（勝野 ⾹代） 
 
《教養部⻑》 
教養部は⼦どもを中⼼にご家庭、学校と地域と連携しながら、様々な活動のサポートを

していきます。厳しい状況ではありますが、唯⼀取り組めるのがベルマーク活動と考えて
おります。皆様のご協⼒よろしくお願い致します。（蜷川 理恵） 
 
《校外⽣活部⻑》 
校外役員をやらせていただきます、2 年と 4 年の保護者の和⽥と申します。この未曾有の

中、学校での対応もイレギュラーな事だらけとは思いますが⼦どもにとって最善であるこ
とを考え対応して⾏けたらと思っておりますので宜しくお願い致します。（和⽥ 蘭） 
 



《100 周年実⾏委員⻑》 
来年はいよいよ桃⼆⼩創⽴ 100 周年です。今年度は、祝賀会・式典、広報活動、地域⾏事

などの企画・準備を同窓会・学校・地域の⽅々と連携して進めます。この状況下なのでやり
⽅は⼯夫しつつ、記念すべき 100 周年をみんなで盛り上げていきましょう！（⼩川 仁之） 
 
《庶務》 
初めて PTA 役員をすることになりました⻄村と申します。柔軟な対応変化が必要な１年

になると思いますが、その中でも⼦ども達の為に活動出来るよう頑張りたいと思います。１
年間よろしくお願いいたします。（⻄村 めぐみ） 
 
本年度 PTA 役員(庶務)を務めさせて頂きます⾦野と申します。今年は感染症の影響で今

まで経験したことのない状況の中での活動となりますが、役員の皆様と⼀緒に精⼀杯頑張
りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。（⾦野 奈美⼦） 
 
《会計》 
本年度はコロナの影響で学校⽣活にも様々な影響が有りますが、この様な時こそ PTA 活

動を通し⼦どもたちの成⻑に少しでも寄り添う事が出来ればと考えています。（丸井 皇明） 
 
今年度、会計を担当する⾼村(こうむら)と申します。6年⽣の娘の⽗親です。5年間逃げま

わっていましたが、最後に役員を拝命する事になりました。やるからには頑張りますのでよ
ろしくお願いします。（⾼村 正道） 






