
ＰＴＡ会員の皆様 

令和5年3月10日 

杉並区立向陽中学校 

PTA事務局代表 中島 征也 

第３回 ＰＴＡ 

運営委員会だより 

第３回ＰＴＡ運営委員会が、下記の通り開催されました。 

日時 ：令和5年3月4日（土）13時30分～ 

場所 ：向陽中図書館およびオンライン（Teams） 

出席者：校長先生、副校長先生、運営委員(事務局)10名、次年度事務局14名（計26名） 

校長先生挨拶 

今年度着任して、昨年度までのコロナ禍の学校運営を少しずつ新しくしてきました。次年

度はマスクも外して活動することができるようになると思います。 

私は特に、人と人との交流がとても大切だと考えています。PTA会員同士、教員と保護者

の皆さん同士はもちろん、地域の方々と生徒との交流など、活性化していきたいため、PTA

事務局の皆さんにもご協力いただければと思います。今年度はPTAの活動は縮小しましたが、

地域の方は「中学生と会いたい」と、どんどん来校されるようになっています。ぜひ保護者

の皆さんも気軽に学校に来ていただき、学校が地域の中で人と人とのつながりを生む交流の

場として機能できたら、と思っています。 

どうぞ次年度もよろしくお願いします。 

代表挨拶 

昨年度、コロナ禍もあって従来の活動の多くが縮小となりました。今年度はそれに伴い予

算や業務量も減らし、一年運営してみました。委員会などがなくなり事務局で吸収したため

かえって仕事が増えてしまった役職もあったことは課題として残りました。次年度の引き継

ぎの過程で、一つの役職に仕事が集中しないよう調整をしていきたいと思います。  

初めての方にとっては小学校とは違う部分やわかりにくい点もあると思いますが、今年度

の方より引き継いでただき、次年度も在校の方はできるだけフォローをよろしくお願いしま

す。 

◆ 議事

(1) 令和4年度事務局活動報告

(2) 令和5年度会計予算案説明

(3) PTA会則(細則)の一部改定についての審議

(4) 令和5年度ボランティア係案の説明



(1)令和4年度事務局活動報告

本年度の事務局が以下のとおり活動しましたことを報告いたします。 

▶▶共通◀◀

定期総会 (2022/6/1～8(書面総会)) 

運営委員会 (2022/5/14,10/8,2023/3/4) 

次年度事務局選出互選会 (11/5) 

▶▶代表◀◀

【定例】

P協拡大役員会 (2022/4/11,6/13,8/29,11/4,2023/1/23,2/27,4/10)

P協実行委員会 (2022/4/18,6/20,9/12,11/14,2023/1/30,3/6,4/17)

P協分区会 (2022/4/17,6/19,9/11,11/12,2023/1/28,2/25)

学校運営協議会 (2022/4/26,5/24,6/27,7/21,8/25,9/20,10/26,11/28,12/16,2023/1/24,2/22,3/XX)

地域教育連絡協議会 (2022/5/25,7/12,9/21,3/11(向陽こどもまつり))

【非定例】

2022/4/7  入学式出席 

2022/5/25 P協予算要望懇談会出席 

2022/6/4  運動会手伝い 

2022/10/5 杉並舞祭従事者説明会出席 

2022/10/13 震災救援所連絡会議出席 

2022/10/16 杉並舞祭手伝い 

2022/11/2  永福和泉区民センター協議会出席 

2022/11/3 町ぐるみ運動会手伝い 

2022/11/26 震災救援所訓練参加 

2022/12/8 学校保健委員会出席 

2022/12/14 P協・教育委員懇談会出席 

2023/1/8  凧揚げ大会手伝い 

2023/1/10 P協・教育長懇談会出席 

2023/2/25 新入生保護者説明会出席 

2023/3/17 卒業式出席予定 

2023/3/24 高井戸第三小学校卒業式出席予定 

▶▶内副代表◀◀ 

2022/5 PTA会員名簿作成 

2022/5 ボランティア係選出 

2022/6/4 運動会手伝い 

2022/10/15 向陽祭手伝い 

2023/3 PTA図書ラベル貼り予定 

▶▶外副代表◀◀

【定例】

下高永福青少年育成委員会常任委員会 (2022/5/9,7/4,9/5,12/5,2023/3/6)

地域教育連絡協議会 (2022/5/25,7/12,9/21,3/11(向陽こどもまつり))



【非定例】 

2022/6/7 下高永福青少年育成委員会第一回全体会・委員研修会出席 

2022/6/7 バスハイクチラシ準備(配布、募集、連絡、申し込み書回収、 

集金、説明会案内) 

2022/9/10 道徳公開講座/意見交換会出席(ボランティア係へ事前連絡) 

2022/9/29  下高永福青少年育成委員会パトロール参加 

2022/10/3  下高永福青少年育成委員会体育部会出席(まちぐるみ会準備) 

2022/10/13 震災救援所連絡会議 出席 

2022/10/16 杉並舞祭手伝い(駐輪誘導/ボランティア保護者へ事前連絡) 

2022/10/31 町ぐるみ運動会準備(会場セッティングについてなど) 

2022/11/2  永福和泉区民センター協議会出席 

2022/11/3 町ぐるみ運動会手伝い(ボランティア係へ事前連絡、会場設営、駐輪場整備、広報誌へ 

の掲載文作成) 

2022/11/26 震災救援所訓練参加(雨天プログラム) 

2023/1/8  凧揚げ大会手伝い(ボランティア係へ事前連絡) 

2023/1/30 中学校PTA協議会実行委員会/研修会出席 

2023/2/14 向陽こどもまつりのチラシポスター印刷 

2023/2/18 セーフティ教室/協議会出席(ボランティア係へ事前連絡)

2023/3/3 向陽こどもまつり打ち合わせ

2023/3/11 向陽こどもまつり手伝い予定

▶▶会計◀◀

2022/4  令和4年度予算案作成 

2022/5  PTA引き落とし名簿作成 

2022/6  PTA保険料契約、保険料支払、PTA 協議会分担金支払 

2022/7  広報誌印刷代支払 

2022/7/15  PTA会費振込完了確認 

2022/10/1  令和4年度決算中間報告書監査 

2022/10  令和4年度決算中間報告書提出 

2022/2/12  向陽スタディ担当者より設備使用トナー代金受け取り 

2022/2  令和5年度予算案作成 

2022/3月 卒業記念品代金支払い手続予定 

2022/3月 令和3年度決算会計監査予定 

2022/3月 令和3年度決算報告書提出予定 

▶▶庶務◀◀

2022/5/14 第1回運営委員会だより作成公開 

2022/5   定期総会用アンケートフォーム作成 

2022/6/1  令和4年度PTA定期総会(書面審議)案内 

2022/7   令和5年度事務局選出用アンケートフォーム作成 

2022/10/13 第2回運営委員会だより作成公開 

2023/1/19 杉中P協だより配布 

2022/3/XX 第3回運営委員会だより作成公開予定 

▶▶広報◀◀

2022/4   令和4年度広報誌取材、企画作成、広報委員打ち合わせ 



2022/5〜  先生方の撮影開始 

2022/6/6〜 先生方へのアンケート開始 

2022/6/11 広報誌一号のデザインとレイアウト打ち合わせ 

2022/6中 誌面デザイン開始 

2022/6末 誌面デザイン第一稿作成 

2022/7初  デザイン第二稿作成 

2022/7/11 第三稿最終デザインを学校に確認 

2022/7/14 最終修正、入稿 

2022/7/19 令和4年度広報誌第一号誌 印刷会社より納品、配布部数確認 

2023/2/25 次年度新広報委員と打ち合わせ、引継ぎ 

▶▶選管◀◀

2022/7/15  選管だよりNo.1発行(令和5年度事務局アンケート配信) 

2022/8/31 令和5年度事務局アンケート締切/集計開始 

2022/9/6  公開くじ案内配信 

2022/10  公開くじ当選者に互選会案内配信 

2022/11/5 互選会(令和5年度事務局役割決定) 

2022/11/14 選管だよりNo.2発行(互選会結果(事務局候補者)報告) 

2022/11/29 選管だよりNo.3発行(令和5年度事務局信任報告) 

▶▶卒業記念品関連◀◀

2022/11/8  記念品検討打ち合わせ

2022/12/27 卒業記念品 インターネット注文 (3年事務局メンバー)

2023/3/3   記念品受け取り (3年事務局メンバー)

2023/3/XX  記念品個数確認・仕分け (3年事務局メンバー)



(2)令和5年度会計予算案説明

本年度の実績をベースに次年度予算案を以下のとおり作成しました。

（本案は正式のものではなく、次年度の予算を組む際の参考資料の位置づけです）

（収入の部）　 Ｐ:家庭数 (175) Ｔ：教員数 (18) 単位：円

（支出の部）　 単位：円

*（テニス・インディアカ）

（別途会計）　 単位：円

普通預金利息受 取 利 息

雑 収 入

準 備 金

前 年 度 繰 越 金

前 年 度 決 算 額

306,854

5

10,000

助 成 金

合計

項目 前 年 度 予 算 額

307,000

0

10,000

0

911,617

1,238,617

Ｐ Ｔ Ａ 会 費

今 年 度 予 算 額

307,000

0

10,000

00

10,000 10,00010,000

911,617

105,000 

- 

- 

- 

2,630 

911,617

1,238,476 1,238,617

今年度予算額

- 

14,000 

5,000 

備 考

備 考　　

(Ｐ×1600円)＋(T×1500円）PTA保険含む

向陽中学校土曜学校(向陽スタディ)トナー代

次年度会費納入までの運営資金

収支差引残高

書面総会の為予算計上なし

6. 備品費

7. 修理費

8. 通信・交通費

9. 慶弔費

- 

- 

- 

- 

5,000 

1. 総会費

2. 会議費

3. 消耗品費

4. 渉外費

19. 準備金

10,000 

30,000 

235,000 

9,650 

20. 機器積立金

20,000 

55,000 

70,000 

10,000 

10,000 

10. 広報費

11. 地域活動費

12. 学級活動費

②小 計

21. 周年行事積立金

22. ＰＴＡ保険料

会議費

需用費

①小 計

準 備 金

保 険 料

16. 図書寄贈費

17. P協分担金

18. 予備費

一般
活動費

活

動

費

分 担 金

予 備 費

項 目

13. 選管活動費

14. 卒業祝い費

15. 研修会費

5. 印刷費

③小 計

前年度予算額

- 

5,000 

10,000 

- 

10,000 

- 

- 

10,000 

30,000 

- 

30,000 

50,000 

17,580 

137,230 

427,230 

前年度決算額

- 

10,000 

615 

- 

- 

13,245 

10,860 

7,960 

266,840 

10,000 

- 

295,660 

9,650 

- 

- 

30,000 

50,000 

17,580 

107,230 

416,135 

- 

- 

3,000 

10,000 

37,000 

70,000 

10,000 

- 

- 

208,000 

442,580 

運

営

費

積 立 金

合 計（①＋②＋③）

10,000 

- 

298,000 

- 

10,000 

- 

事務局会議費(通信費補助含)

事務用品

P協･分区歓送迎会費・他校行事祝金､他

印刷用紙、トナー代、他

PTA室/PTA図書 備品

コピー機点検修理

研修会・会議参加交通費

結婚祝い・お香典、他

｢向陽だより｣印刷代､他

地域関連会費、各種交通費、他

学級関連会費、各種交通費、他

互選会会議費、他

(卒業生98人+教職員6人)

育成会研修会費、同好会補助費(*)

前年度の余剰金に応じて変動

杉中P協分担金<(家庭数＋教員)×50円>

次年度会費納入までの運営資金

別途会計に入金

別途会計に入金

家庭数×100円＋兄弟数×10円

30,000 

50,000 

17,580 

107,580 

周年行事積立金 410,000 50,000 460,000 

機器積立金

前年度までの積立金

202,000 

今年度の積立金

下高永福青年育成委員会からの助成金

令和5年度ＰＴＡ予算案 第0.1版 令和 5年3月4日

前年度までの残金 今年度の積立金 合　　計

30,000 

合　　計

232,000 

会　長 中島　征也
会　計 横井　知美
会　計 木原　理沙
会　計　多賀先生・守屋先生

杉並区立向陽中学校ＰＴＡ



(3) PTA会則(細則)の一部改定についての審議

以下の内容で細則1、細則2、細則3の一部改定が承認されました。 

 今回は細則のみの改定であり、「代表」「副代表」の役職名を「会長」「副会長」に変更

することを目的としています。（赤文字部分が改定箇所です） 

細 則 

細則１．【事務局の役職と定数についての細則】 

本会の事務局及び会計監査は次の通りとする。 

会長  １名 （保護者１名） 

副会長  ３名以上 （保護者３名以上、教員１名以上） 

会計 ２名以上 （保護者２名以上、教員１名以上） 

庶務 ２名以上 （保護者２名以上、教員１名以上） 

広報 ２名以上 （保護者２名） 

選管 ３名以上 （保護者３名） 

会計監査 ２名 （保護者２名） 

細則２．【事務局及び会計監査の職務についての細則】 

１．会長は会務を統括し、総会及び運営委員会を招集する。 

２．副会長は会長を補佐し会長が不在の時は、その職務を代理する。 

３．庶務は各種会合の議事の記録、通知とＰＴＡのデータ管理を行う。 

４．会計は本会の会計事務一切を担当し、年度初めの総会において会計監査を 

  経た決算報告をする。 

５．広報は広報誌等を発行し、ＰＴＡ活動の情報交換に寄与する。 

６．選管は翌年度の事務局および会計監査を選出する。 

７．会計監査は会計及び備品を監査し、その結果を総会に報告する。 

細則３．【事務局及び会計監査の選挙及び選出に関する細則】 

１． 第１、第２学年の保護者より１６名を選出する。選出方法は、立候補・くじ引き・その

他とし、その遂行については事務局選管担当者に一任する。 

２． 候補者決定後、互選により事務局として以下を選出する。 

会長１名、副会長３名、会計２名、庶務２名、広報２名、選管３名を選出する。 

３． 事務局候補者決定後、会計監査２名、補助１名を決定する。 

４． 事務局経験者は翌年度の選出を辞退する権利をもつ。 



(4)令和5年度ボランティア係案の説明

学校からの要望を取り込んだかたちで次年度のボランティア係案を以下のとおり作成しま

した。 

（本案は正式のものではなく、次年度の参考資料の位置づけです） 

〈令和5年度ボラティア係一覧表〉 

番号 
項目 日付 

R4 

人数 

R5 

人数 
内容 担当 

1 運動会 

6月3日(土) 予備日は翌6月4日 

両日可能な方 

会場：向陽中 

9名 9名 駐輪場整備（受付は学校が担当） 内副 

2 
セーフティ教室

＆協議会への参加

7月15日(土) 午前 

会場：向陽中体育館と会議室 
0名 20名 

講演を聴いて、協議会に参加 

（学校より増員の要望あり） 
内副 

3 すぎなみ舞祭り 
10月中旬 

会場：おおぞら公園（未定） 
5名 0名 

向陽中での駐輪場整備（育成会と相談

の結果、手伝い不要となった） 外副 

4 向陽祭 

10月21日(土) 

会場：オリンピック記念青少年総合

センター

6名 6名 受付 内副 

5 
町ぐるみ交流会 

（運動会） 

11月3日（祝）早朝 

会場：向陽中 
3名 3名 ＜男性歓迎＞朝の準備係（力仕事） 外副 

6 
町ぐるみ交流会 

（運動会） 

11月3日（祝）午前～昼過ぎまで 

会場：向陽中 
6名 6名 駐輪場整備 外副 

7 
震災救援所 

立ち上げ訓練 

11月下旬（土）午後 

（震災救援所運営連絡会主催） 

会場：向陽中 

10名 10名 

＜男性歓迎＞各部署に分かれて、テン

トの組み立て、体験コーナー、炊き出

しなどの手伝い

お手伝い参加、訓練の参加

外副 

8 向陽こどもまつり 
3月上旬午前中のみ 

会場：向陽中 
6名 6名 駐輪場整備 外副 

9 
道徳授業地区公開講

座＆協議会への参加 

9月16日(土) 午前 

会場：向陽中体育館と図書館 
9名 20名 

公開講座を聴いて、協議会に参加 

（学校より増員の要望あり） 
内副 

10 凧あげ会 1月上旬（成人の日前日） 4名 4名 駐輪場整備 外副 

11 
セーフティ教室

＆協議会への参加

2月17日(土) 午前 

会場：向陽中体育館と会議室 
9名 20名 

講演を聴いて、協議会に参加 

（特に3年生の保護者に参加頂きたい） 
内副 

12 PTA図書管理 
7月、12月、3月 予定 

会場：向陽中図書館 1回3名 
9名 9名 

寄贈図書へのラベル張り、書庫整理等 

※1人1回の参加 内副 

13 広報誌作成 年に1～2日程度 0名 5名 
取材(写真撮影)や原稿まとめ等 

内副 

76名 118名 



副校長先生挨拶 

今年度はコロナがまだ収束しない中で、行事に何人ボランティアを出すかなどイレギュラ 
ーの多い運営でしたが、PTAの皆さんのご協力があって行事ができました。誠にありがとう

ございます。 

近日の卒業式に関しては規制を外して、祖父母の皆さんもご参加いただけるようにと考え

ています。新1年生は3クラスを予定しています。1学年80名程度となりますので中1ギャッ

プにも丁寧に対応できればと思います。 

PTAの皆さんにおかれましては、次年度も地域の一員としてぜひ関わっていただければ幸

いです。子どもたちには地域に出て行事を手伝ったりボランティア活動をしたりしてもらい

たいと思っていますので、今後ともご協力をお願いします。 

以上 


