
令和3年度PTA年間活動報告

市Ｐ連：横浜市ＰＴＡ連絡協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆市Ｐ区Ｐ担当輪番◆

区Ｐ連：保土ケ谷区ＰＴＡ連絡協議会

会長会：保土ケ谷区ＰＴＡ会長会
2021年度区Ｐ書記2名　2022年度区P分科会校外指導　2024年度区P副会長（広報担当）

学家地：学校・家庭・地域連携事業（警察署）→学園通りコンサート主催・学区内安全パトロール

スクールゾーン対策協議会（ＰＴＡ・学校・地域・管轄の行政各署）：保土ケ谷区地域振興課からの助成金にて運営

2021年3月 2021年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月

PTA主要行事　対応案件

7日(水)入学式終了後1年生常
任委員選出
8日(木)旗ふり活動①参加者募
集のお知らせ配布
手伝いなし19日(月)交通安全
教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15日(火)年度始め総会(書面表決)
→25日(金)議決権行使書集計
23日（水)スクールゾーン対策協議
会（紙面開催）

手伝いなし6日(土)運動会
中止さくらっ子フェスティバル
旗ふり活動②お知らせ配布

旗ふり活動参加者に横断旗
配布作業

年度末総会(書面評決)→議
決権行使書集計
R4年度常任委員選出(希望調
査票にて選出)

手伝いなし卒業式手伝い

役員会
10日(水) 新旧役
員引継ぎ　　

16日(金)役員会①、旗ふり参
加者に横断旗配布作業

17日(月)役員会② 中止役員会 １日(水)役員会③ 役員会④ 新旧役員引き継ぎ

運営委員会

25日(火)運営委員会①総会議案
決定

中止運営委員会 13日(木)運営委員会②活動報
告・総会議案

22日(火)運営委員会③今年
度活動報告・次年度引継ぎ事
項の共有など

さくらっ子フェスティバル実行
委員会

本
部
役
員

会長

行政

市P連
団体傷害保険・賠
償責任保険申込

19日～5月31日 PTA新任役員
研修会(事前収録をアーカイブ
配信)

市P連総会（書面表決）

区Ｐ連

中止会長会③ 20日(木) 区P連評議員会(公会
堂)

4日(金)分科会引継
22日(火)区P連会長会①

中止区P連　家庭教育学級・講
演会
16日(火)区P連会長会②

区P連評議員会(書面開催） 区P連会長会③（オンライン開
催）

岩崎中学校区
７校連

R2年度より、懇親会でなく、岩崎中にて顔合わせや意見交換形式を予定していたが感染症の影響に
より中止

地域
来賓列席なし岩崎中学校入学
式

中止学園通りコンサート運営会議
①

中止地区懇談会(岩﨑
中)

来賓なし岩崎中学校運動会 来賓なし岩中祭
中止学園通りコンサート　　　　　　　　　　　　　　

来賓列席なし岩﨑中学校卒
業式

桜台小
7日(水)桜台小学校入学式　挨
拶

中止14日(金)学校づくり懇話会 ７日(月)スクールゾーン要望箇所の
現地確認

6日(土)運動会 挨拶 1日(火)入学説明会
4日(金)学校づくり懇話会

18日(金)卒業式  挨拶

副会長 会長補佐、地域行事への代理出席　　　役員会・運営委員会議案作成・議事進行　年間活動計画・進捗の記入 　  

会計

団体傷害保険・賠
償責任保険申込
3/31会計締め

市P連団体傷害保険・賠償責任
保険料振込

各常任委員会の前期経費払い
出し
9月末前期締め
市P連分担金振込

中間決算
運動会児童向け参加記念ノ
ート購入(学校)

各常任委員へ通信費支払 卒業式(コサージュ/卒業生へ
の花)、離任教職員への花束、
新1年生保護者向けネームホ
ルダーの発注
3月末会計〆→4月決算

書記

役員会議事録作成
常任委員名簿の作成

役員会・運営委員会議事録作成 総会資料作成 2日(金)P!メールNo.1発
行（総会報告)

役員会議事録
P!メールNo.2発行(中間決算
報告等)
常任委員履歴表配布準備

運営委員会議事録
総会資料作成 
常任委員履歴表配布→回収
入学説明会資料準備          　　　

役員会・運営委員会議事録
P!メールNo.3発行(年度末総
会報告）　　　　　　

R４年度常任委員会のお知ら
せ作成、新年度委員に配布

区P連書記

12日(月) 区P本部役員引継ぎ 12日(水)会長会資料等印刷
20日(木) 区P連評議員会(公会
堂)
26日(水)分科会引継資料印刷

4日(金)区P連役員会/分科会引継
22日(火)区P連会長会①
会長会議事録作成

21日(火)区P連役員会（LINEに
て実施）
会長会資料印刷

16日(火)区P連会長会② 区P連評議員会（書面開催） 区P連会長会③（オンライン開
催）

会計監査
3/31会計締め 前年度会計監査 会計監査（前期）

3/31会計〆→4月年度末監査

ＰＴＡ
所属
団体

PTAバレーボール部

PTAバンド　　　　　　　　　　　　　
(演奏は地域

Cherryバンド合
同)

PTA活動

地域交流
活動

メンズクラブ

常
任
委
員
会

推薦選管委員会

10日(月)常任委員会① 6日(月)告示、推薦協力のお願
い発行
21日(火)開封・集計/推薦対象
者へ事前アンケート配布

12日(火)推薦対象者への事
前アンケート〆切・開封
架電作業

中止区P連家庭教育学級・講
演会

候補者と現役員の相談会
（役職ごとに適宜実施）

役員推薦届出書を選管へ提出
・告示発行

新旧役員引き継ぎ調整

学年学級委員会

区P連
中止区P連学年学級分科会
研修会

中止区P連家庭教育学級・講
演会

単位PTA

27日(火)常任委員会①
旗ふり活動

旗ふり活動 中止学年費監査 旗ふり活動
手伝いなしふれあい作品展
受付

旗ふり活動 学年費監査
旗ふり活動
手伝いなし卒業式手伝い

ベルマーク
27日(月)ベルマークだより発行
ベルマーク集計、発送

28日(火)各自自宅での集計作
業のための仕分け作業

ベルマーク集計作業 ベルマーク発送

保健給食委員会

市・区P連

中止横浜市学校保健会
保土ケ谷支部大会

中止区Ｐ連保健分科会研修
会

中止区P連家庭教育学級・講
演会

中止市学校保健大会　　　　　　 中止市保健会保土ケ谷支部
大会

単位PTA

6日(木)常任委員会① 出席なし18日(金)学校保健委員会 13日(火)保健給食だより
①打ち合わせ

21日（火）保健給食だより①発
行

中止給食試食会 16日(火)白衣点検
保健給食だより②打ち合わせ

出席なし28日(金)学校保健委
員会出席・発表

手伝いなしカーテン洗濯依頼 保健給食だより②発行

広報委員会

区P連
中止区P連広報分科会研修
会

中止区P連家庭教育学級・講
演会

単位PTA
22日(木)常任委員会①

記事の企画、取材
18日(土)原稿取りまとめ
24日(金)印刷会社に原稿提出

6日(水)初校
１８日(月)初校戻し

15日(水)納品、仕分け作業
16日(木)広報誌発行

校外指導委員会

区P連
岩崎中学校

区

中止小中合同委員会① 中止地区懇談会(岩﨑
中)

中止小中合同委員会②　　　
中止区P連校外分科会研修
会　　　　　　　　　

中止夜間安全パトロール
中止区P連家庭教育学級・講
演会

中止学校・家庭・地域連携事
業総会②

中止小中合同委員会③
中止夜間安全パトロール

単位PTA

23日(金)常任委員会①
パンダマークや横断旗の点検
整備

校外だより発行 パンダマークや横断旗の点検
整備

学校/スクー
ルゾーン対
策協議会

26日(月)保土ケ谷区スクール
ゾーン活動説明会
スクールゾーン活動補助金申
請書提出

13日(木)自治会等に紙面開催の
お知らせ発送
14日(金)保護者にアンケート配
布
25日(火)アンケート集計

7日(月)要望箇所の現地確認
23日(水)スクールゾーン対策協議
会（紙面開催）

19日(月)学校・家庭・地
域連携事業総会①(紙面
総会)

2021年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月


