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第１号議案

令和２年度　小田小学校　PTA役員会活動報告
令和２年４月１日～令和３年３月３１日

月 活動内容

4 小田小学校　入学式

旗振り

5 小田小学校ＰＴＡ年度初め　書面総会

令和２年度　金沢区ＰＴＡ連絡協議会

6 横浜市PTA連絡協議会　書面総会

小田小学校放課後キッズクラブ第一回評議会・書面総会

令和２年度　小田中学校区学校・家庭・地域連携事業　第一回実行委員会　書面総会

7 カーテン洗濯ボランティア集計・依頼

カーテン洗濯

8 旗振り

各委員会三役決め

学校運営協議会

9 第一回運営委員会

一年生委員選出

小田小学校放課後キッズクラブ評議会

10 Cブロック会長会

第二回運営委員会

11 小田小学校・小田中学校30周年記念式典実行委員会

学校運営協議会　授業参観・学校保健委員会見学

学校運営協議会　授業参観・小田中学校学習支援見学

金沢区PTA連絡協議会　全体研修会

役員会　PTA活動記録カード集計

12 第三回運営委員会

1 旗振り

2 新一年生説明会

Cブロック会長会

次年度委員決め

3 学校運営協議会　会長出席

第四回運営委員会

次年度各委員会　三役決め

卒業式

離退任式

※随時役員会実施
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令和２年度 学年委員会 活動報告書 

 

令和 2年 4月～令和 3年 3月 

 

5 月 小田小年度初め PTA総会（書面総会の為、書類のみ提出） 

9 月 

 

第１回定例会 

懇談会終了時の椅子等の消毒 

 

10 月 

 

第 2回定例会 

（感染症予防対策として LINEにてリモートで開催） 

 

12 月 

 

第 3回定例会 

（感染症予防対策として LINEにてリモートで開催） 

 

1 月 校内消毒（3回） 

2 月 

 

校内消毒（5回） 

6年生学習発表会の受付業務 

 

3 月 

 

校内消毒（5回） 

卒業式 花束準備と贈呈 （6 年生） 

3 年生音楽発表会の受付業務 

 

 

備考：全 4 回 PTA 運営委員会出席（3 役のみ） 

感染症予防対策として 4 月－8 月までの活動を休止 
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令和２年度  広報委員会活動報告 

令和２年４月～令和３年３月 

 

 月  日 活動報告 

 ５  令和２年度小田小学校 PTA 年度初め総

会は書面にて行われる 

職員紹介号 

作業 

↓ 

 ７ 第１週 「職員紹介号」発行（旧委員にて）  

 ８  ２４ 広報委員長・副委員長選出  

 ９ ８ 第１回 運営委員会 出席  

 

かもめ５５号 

   作業 

１０ １２ 第２回 運営委員会 出席      

   

１２ ８ 第３回 運営委員会 出席      

最終週 「かもめ５５号」発行 

１ １８ 運営委員会 中止  

３ ８ 第４回 運営委員会 出席  

 

開催月 運営委員会出席（正・副委員長） 

〈備考〉 

   ・職員紹介号は、新旧委員引き継ぎ前のため、旧委員で発行する形となった。     

・新型コロナ感染拡大防止のため、対面の定例会は行わず、LINE グループや、ビ

デオ通話での作業を主として活動を進めた。 

   ・運動会が中止となったため、運動会攻略号は取りやめ、「コロナ感染対策号」を

作成した。 

   ・リモート作業でも十分良い仕事ができたと思う。 
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令和２年度 保健委員会活動報告書 

 

令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

９月 第１回 PTA運営委員会出席 

１０月 第２回 PTA運営委員会出席 

１１月 第 1回保健委員会定例会（カーテン、配膳台の担当振り分け） 

小中合同学校保健委員会（三役） 

１２月  第３回 PTA運営委員会出席 

カーテン・配膳台回収袋の準備などの対応（三役） 

カーテン・配膳台の洗濯（全委員） 

１月  

２月 カーテン・配膳台回収袋、白衣補修点検の準備などの対応（三役）＊＊ 

３月 保健委員会だより発行 

第４回 PTA運営委員会出席 

カーテン・配膳台の洗濯（全委員） 

＊＊今年度の白衣補修点検は保健の谷口先生が対応してくださいました。 
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令和２年度 校外委員会 活動報告書 

月 日 内   容  

2 10 令和 2年度 第 8回定例会（新旧役員顔合わせ・三役決め等引き継ぎ）  

3 ４ 

10 

第１回校外委員定例会（地区班名簿など提出書類等説明） 

金沢区安全・安心まちづくり推進協議会総会  

中止 

欠席 

4 7 

8 

 

 

 

17 

コロナウィルス感染症に配慮して、各地区にて集団登校・旗振りの実施 

第２回校外委員会定例会（こども 110番・KCSについて・スクールゾーン対

策協議会） 

金沢区スクールゾーン活動説明会出席 

磯子区スクールゾーン活動説明会出席 

登校班確認集会 

 

中止 

 

中止 

中止 

中止 

5  

 

 

はたふり誘導講習会参加予定（磯子公会堂） 

PTA総会 

スクールゾーン対策協議会 要望書検討会 

中止 

書面 

無 

6  

17 

小田中学校区 学校・家庭・地域連携事業実行委員会参加 

第 3回校外委員定例会 

中止 

7  

 

 

15 

駅頭防犯キャンペーン参加（京急富岡駅）ボランティア募集 

駅頭交通安全キャンペーン参加（能見台駅）ボランティア募集 

スクールゾーン対策協議会開催 

第４回校外委員定例会 

安全教育振興会主催 防災安全教室・救命救急法教室参加 

中止 

中止 

書面 

 

不参加 

8 17

～

20 

各地区にて集団登校・旗振りの実施  

9  

 

安全教育振興会主催 防災安全教室参加 

駅頭防犯キャンペーン参加予定（金沢文庫駅）ボランティア募集 

不参加 

中止 

10  

 

27 

安全教育振興会主催 防災安全教室参加 

自転車等放置防止推進協議会参加 

第５回校外委員定例会 

不参加 

中止 

 

12  安全教育振興会 防災安全教室参加 不参加 

1 6～

12 

20 

 

各地区にて集団登校・旗振りの実施 

 

第６回校外委員定例会 

各地区にて新校外委員選出 

 

 

中止 

2 １ 

12 

小田小学校新一年生入学説明会  

次年度校外委員三役決め 

 

3  小田中学校区 学校・家庭・地域連携事業実行委員会参加  

＊PTA運営委員会出席（三役） ＊こども 110番の家（年間を通して推進） ＊転出入児童の班編成（随時） 
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第1回　運営委員会出席【二役】　委員活動費受け取り【副委員長】

配布資料作成・印刷・仕分け　【二役】

総会資料提出締切　【委員長】

推薦活動開始　委員から活動内容の報告を受け、役員会へ候補者を挙げる

第4回運営委員会出席【二役】

次年度推薦委員引き継ぎ

　令和2年度　推薦委員会　活動報告
令和2年4月1日～令和3年3月31日

活動内容

第１回推薦委員会
8

令和元年度二役選出　＜活動説明・連絡先の確認＞

9

10

1

配布資料の回覧提出　＜役員・教職員別回覧＞　【委員長】

第3回運営委員会出席【二役】

配布資料の回覧提出　＜役員・教職員別回覧＞　【委員長】

2

3

候補者推薦用紙配布・回収

候補者推薦用紙開封・集計【二役】

電話代清算

配布資料作成・印刷・仕分け　【二役】

電話担当振分け　【委員長】

公示資料配布・回収

令和2年度小田小学校ＰＴＡ 　年度末総会  （書面総会）　

公示資料開封・集計【二役】



横浜市立小田小学校ＰＴＡ

１　　収入の部 単位(円）

年間予算 決算

575,114 575,114

1,715,000 1,723,800 安全教育振興会費を含む

99,000 99,000

0 4,979

0 5,000

0 3,170

2,389,114 2,411,063

２　　支出の部

年間予算 決算

1,338,810 729,414

848,810 626,925

①会議費 20,000 15,600

②事務費 250,000 194,768

③交通費 30,000 500

④慶弔費 150,000 68,491

⑤渉外費 120,000 67,230

⑥安全教育振興会費 245,000 246,880 円 × 492 世帯分（振込手数料８８０円含む）

⑦団体傷害保険費 33,810 33,456 円 × 492 世帯分 5/1現在

490,000 102,489

　 ①委員会活動費 340,000 27,635

②児童活動協力費 100,000 74,854

③防犯・交通安全費 50,000 0

260,000 260,000

110,000 110,000

90,000 90,000

60,000 60,000

290,304 0

0 0

 ・ 周年行事費 0 0

 ・ OA機器購入費 0 0

 ・ 防災備蓄購入費 0 0

 ・ 防災対策費 0 0

500,000 500,000

200,000 200,000

200,000 200,000

100,000 100,000

2,389,114 1,489,414

３   残高の部

　　　総収入 　 総支出 残金/年度初め残高

・PTA会費 2,411,063 -1,489,414 ＝

年度初め残高 　払戻            積立

・周年行事積立金 2,000,000 -2,000,000 + 200,000 ＝200,000
（中学校合同周年行事）

年度初め残高

・OA機器積立金 963,000 ＋200,000 ＝1,163,000

年度初め残高  　積立

・防災積立金 179,000 ＋100,000 ＝279,000

　　　　　　　以上を次年度に繰り越します。

上記の通り、令和2年度PTA会計決算報告をいたします。  　　　　　会    計  　林田　瑛璃香　　

 　　　　　会    計  　坂爪　砂織

 　　　　　会    計　　村上　裕江

会計監査の結果、上記の通り相違ないことを認めます。

　　　 　　会計監査　　大前  仁美

　　 　 　 会計監査 　 廣瀬　有賀

第２号議案

周年行事積立金払戻金受け取り利息

300円×10か月×33人分

３　防災積立金

合　　　　　計

ＩＶ　特別予算

令和3年3月31日

令和3年3月31日

Ｖ　積立金

１　周年行事積立金

２　OA機器積立金

921,649

ﾊﾟｿｺﾝ/周辺機器購入・修繕費

災害時非常用備蓄

災害時非常用対策用品

２　児童支援・研究協力費 教育研究活動の推進のための協力諸経費

３　渉外費 各種分担金等

ＩＩＩ　予備費 各費目不足分に充当

アルコール消毒、ボトル等

運動会警備業務

II　教育活動協力費 教育活動に協力するために要する諸費用

１　学校行事協力費 学校行事等の教育活動への協力費、卒業証書ﾎﾙﾀﾞｰ

PTA行事・各委員会の活動に要する費用　等

各種研修会参加等交通費

会員香典・お祝い金・離退任式花束代　等

他校・地域連携、区・市・全国PTA分担金等

500

69

２　活動費 PTA活動に要する諸費用

I　事務事業費 PTA事務・事業に要する費用

１　運営費 PTA運営に要する費用

総会・運営委員会・会議費等

印刷費・事務費・消耗品費・事務用備品等

合　　　　　計

項　　　　　目 備　　　　　考

金沢区PTA連絡協議会より３０周年祝い金

横浜市PTA連絡協議会より会費減額に伴い返金

その他

その他

※原本のみ押印してあります。押印を確認したい方は役員会までお知らせください。

令和2年度　　ＰＴＡ会計決算報告

項　　　　　目 備　　　　　考

前年度繰越金

　　　　　　令和3年3月31日現在

令和元年度PTA会費残金より繰越

会費（保護者）

会費（教職員）

その他
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第3号議案

NO.1
役員会・運営委員会 学年委員会 広報委員会

・集団登校、旗振りの実施 ・第１回学年委員定例会 ・委員長、副委員長選出

・１年生委員選出 ・第１回広報委員会

・第１回運営委員会

・金沢区PTA連絡協議会総会 ・小田小年度初めPTA書面総会　 ・小田小年度初めPTA書面総会

・小田小年度初めPTA書面総会

・第２回運営委員会 ・第2回学年委員定例会 ・「職員紹介号」発行予定

・横浜市PTA連絡協議会総会 ・新聞づくり講習会

・第３回運営委員会 ・第3回学年委員定例会 ・第２回広報委員会（オンラインでも）

・PTA新聞添削教室

8月 ・集団登校、旗振りの実施

・第４回運営委員会 ・第4回学年委員定例会 ・第３回広報委員会（オンラインでも）

・小田小運動会手伝い ・成人活動（予定） ・「運動会攻略号」発行予定

10月 ・第５回運営委員会 ・第5回学年委員定例会

・小田小３０周年記念式典

・小田小ミニコンサート

12月 ・第６回運営委員会

1月 ・集団登校、旗振りの実施

・第７回運営委員会

・令和２年度　

　１〜５学年　委員選出

・令和２年度　 ・卒業式　花束準備と贈呈（６年生）

　委員長・副委員長選出

・第８回運営委員会

・随時　役員会開催
・全8回　運営委員会出席（３役の
み）

・かもめ発行前に発行作業、活動

・PTAだより発行 計画、反省会のため委員会を行う

・PTA活動記録カードの集計管理
・全8回　運営委員会出席（３役の
み）

令和３年度　PTA事業計画（案）

備考

４月

5月

6月

9月

3月

7月

2月

11月

・学年別懇親会は自由開催につ
き、開催の有無・時期は未定
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第3号議案

保健委員会 校外委員会 推薦委員会
・保健委員業務引継ぎ ・各地区にて集団登校、旗振りの実施 ・第1回運営委員会出席（二役）

・第2回校外委員定例会（こども１１０番･KCS ・総会資料提出（二役）

　　についてスクールゾーン対策協議会）

・金沢区スクールゾーン活動説明会出席

・磯子区スクールゾーン活動説明会出席

・登校班確認集会

・小田小年度初めPTA書面総会・旗振り誘導講習会参加予定（磯子公会堂） ・小田小年度初めPTA書面総会　　

・第3回校外委員定例会

・小田小年度初めPTA書面総会

・スクールゾーン対策協議会　要望書検討会

・第２回保健委員会 ・小田中学校区　学校、家庭、地域連携

　事業実行委員会参加予定

・第4回校外委員定例会

・第３回保健委員会 ・駅頭防犯キャンペーン参加予定

・カーテン洗濯仕分け作業 （京急富岡駅）ボランティア募集

・駅頭交通安全キャンペーン参加予定

（能見台駅）ボランティア募集

・スクールゾーン対策協議会開催

・第5回校外委員定例会

・安全教育振興会主催：

　防災安全教室　救命救急法教室参加予定

8月 ・各地区にて集団登校、旗振りの実施

・第４回保健委員会 ・安全教育振興会主催：　防災安全教室参加予定・配布資料の回覧提出（二役）

・白衣点検、補修 ・駅頭防犯キャンペーン参加予定 ・配布資料作成・印刷（二役）

・小中合同学校保健委員会 （金沢文庫駅）ボランティア募集 ・配布資料の仕分け（二役）

・第6回校外委員定例会 ・候補者推薦用紙配布

・候補者推薦用紙回収

・第２回推薦委員会＜候補者推薦用紙開封・集計＞

・委員会活動費受取り（副委員長）

・保健委員会だより発行 ・安全教育振興会主催： ・電話担当振り分け　電話代精算書配布（二役）

　防災安全教室参加予定 ・推薦活動開始

・自転車等放置防止推進協議会参加予定 ・委員会（必要に応じて随時開催）

・第7回校外委員定例会

・第5回保健委員会 ・第８回校外委員定例会

・小中合同学校保健委員会

・カーテン洗濯仕分け作業 ・安全教育振興会：　防災安全教室参加予定 ・運営委員会出席（二役）

・配布資料の回覧提出（二役）

・各地区にて集団登校、旗振りの実施 ・公示資料作成、印刷（二役）

・第9回校外委員定例会 ・第３回推薦委員会

・各地区にて新校外委員選出 ・公示資料配布

・第6回保健委員会 ・小田小学校新一年生入学説明会 ・公示資料回収

・保健委員会だより発行 ・第10回校外委員定例会 ・第4回推薦委員会

・白衣点検、補修 ・小田小学校PTA年度末総会（書面総会）

・委員長、副委員長選出、引継ぎ・小田中学校区　学校、家庭、地域連携 ・令和4年度二役決め・引継ぎ（二役）

・カーテン洗濯仕分け作業 　事業実行委員会参加予定 ・最終運営委員会出席（二役）

・給食試食会実施（状況による）・全８回運営委員会出席

・全8回　運営委員会出席（３役）

・学校保健委員会出席

・学校保健会金沢支部総会出席

　　　　　　　NO.2

備考

5月

９月

7月

1月

6月

4月

10月

11月

12月

２月

３月
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第４号議案

横浜市立小田小学校ＰＴＡ

単位(円）

１　　収入の部

令和2年度予算 令和3年度予算

575,114 921,649

1,715,000 1,722,000 安全教育振興会費を含む

99,000 96,000 300 円 × 10 ヶ月 × 32 人分

0 0

2,389,114 2,739,649

２　　支出の部

令和2年度予算 令和3年度予算

1,338,810 1,384,585

848,810 834,585

①会議費 20,000 20,000

②事務費 250,000 250,000

③交通費 30,000 30,000

④慶弔費 150,000 150,000

⑤渉外費 120,000 120,000

⑥安全教育振興会費 245,000 232,500 円× 465 世帯分

⑦団体傷害保険費 33,810 32,085 円× 465 世帯分

490,000 550,000

　 ①委員会活動費 340,000 340,000

    ・ PTA行事 130,000 130,000

　  ・ 学年委員会 75,000 75,000

　  ・ 広報委員会 75,000 75,000

　　・ 保健委員会 30,000 30,000

　　・ 校外委員会 20,000 20,000

　　・ 推薦委員会 10,000 10,000

②児童活動協力費 100,000 160,000

③防犯・交通安全費 50,000 50,000

260,000 260,000

110,000 110,000

90,000 90,000

60,000 60,000

290,304 495,064

0 100,000

 ・ 周年行事費 0 0

 ・ OA機器購入費 0 0

 ・ 防災備蓄購入費 0 100,000

 ・ 防災対策費 0 0

500,000 500,000

200,000 200,000

200,000 200,000

100,000 100,000

2,389,114 2,739,649

３　諸積立金残高　（令和3年3月31日現在）

周年行事 200,000 円

OA機器 1,163,000 円

防災 279,000 円

今年度、コロナウイルス感染拡大防止の為委員会活動休止などもありますが、現段階では予算案は前年度と同様にしています。

合　　　　　計

(世帯数465、児童数600、教職員数32 は4/７現在）

１　周年行事積立金

２　OA機器積立金 ﾊﾟｿｺﾝ/周辺機器購入・修繕費

３　防災積立金 災害時非常用備蓄品

Ｖ　積立金

ＩＶ　特別予算

ﾊﾟｿｺﾝ/周辺機器購入・修繕費

災害時非常用備蓄　買い替え

災害時非常用対策用品

２　児童支援・研究協力費 教育研究活動の推進のための協力諸経費

３　渉外費 各種分担金等

ＩＩＩ　予備費 各費目不足分に充当

運動会活動記念品・アルコール消毒等

行事時警備員等

II　教育活動協力費 教育活動に協力するために要する諸費用

１　学校行事協力費 学校行事等の教育活動への協力費、卒業証書ﾎﾙﾀﾞｰ

委員会活動費

他校・地域連携、区・市・全国PTA分担金等

500

69

２　活動費 PTA活動に要する諸費用

PTA行事・各委員会の活動費等

PTA行事・活動費等

委員会活動費

委員会活動費

委員会活動費

委員会活動費

会員香典・お祝い金・離退任式花束代　等

会費（教職員）

その他

合　　　　　計

項　　　　　目 備　　　　　考

I　事務事業費 PTA事務・事業に要する費用

１　運営費 PTA運営に要する費用

総会・運営委員会・会議費等

印刷費・事務費・消耗品費・事務用備品等

各種研修会参加等交通費

会費（保護者）

令和3年度　　ＰＴＡ予算(案）

項　　　　　目 備　　　　　考

前年度繰越金 令和元年度PTA会費残金より繰越
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