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令和元年度  横浜市立 美しが丘西小学校ＰＴＣＡ 

 

総 会 議 案 書 
 

 

作成日 令和 2年 4月 30日（木） 
                                 

 

  

 

 

議案事項 

 

第１号議案 ・・・ 令和元年度 活動報告および会計期末報告 

 

第２号議案 ・・・ ＰＴＣＡハンドブック（案）の改版について 

 

第３号議案 ・・・ ＰＴＣＡ規約（案）の改版について 

 

第４号議案 ・・・ 令和 2年度 活動計画（案）および会計予算計画（案） 

 

第５号議案 ・・・ 令和 2年度 新委員および会計監査選出について 
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第 1号議案(1)・・・ 令和元年度 活動報告 

【ＰＴＣＡ委員会】 

    月 活動内容 

4月   ・定例会 

 ・平成 31年度 PTCA総会開催 

5月   ・定例会 

 ・PTCA会費納入のお知らせ作成・配布 

 ・学校運営協議会参加 

 ・青葉区 PTA連絡協議会定期総会参加 

 ・第 1回 5校協議会参加 

・前期読み聞かせボランティア募集作成・配布 

・前期読み聞かせボランティア全体会開催 

6月   ・定例会 

 ・美しが丘中学校体育大会参加 

 ・第 1回青葉区 PTA連絡協議会会長会参加 

 ・令和元年 横浜市 PTA連絡協議会総会参加  

 ・学校運営協議会参加 

 ・広報誌 第 9号発行 

 ・すすき野中学校体育大会参加 

 ・給食試食会お手伝い 

 ・学校保健会青葉区支部総会参加 

 ・山内中学校体育祭参加 

 ・山内中学校区学校・家庭地域連携事業委員会参加 

 ・PTCA文庫活動の案内、購入希望図書アンケート配布・回収 

 ・美西通信 No.1発信（メール） 

 ・平成 31年度 PTCA総会報告書の作成・ホームページ掲載 

7月  ・定例会 

 ・青葉区 PTA連絡協議会 会長 校長懇親会参加 

 ・青葉区民生委員児童委員協議会 第 21回講演会参加 

・スクールゾーン対策協議会参加 

・運動会参加賞（鉛筆 2本・消しゴム）の発注 

・保護者競技景品の発注 

・PTCA文庫購入書籍発注 

・卒業記念品（ノート・シャープペン・コサージュ）の発注 

・八雲神社例大祭参加 

・図書ボランティア案内作成・配布 

・白衣修繕ボランティア募集案内作成・配布 

8月   ・定例会 

 ・学校運営協議会参加 

 ・白衣修繕ボランティアお手伝い 

9月   ・定例会  

・運動会打ち合わせ（学校、校外） 

・図書ボランティア活動開催 

 ・第 2回青葉区 PTA連絡協議会会長会参加 

・キッズクラブ評議会参加 

 ・運動会ボランティア募集作成・配布 

 ・美西通信 No.2発信（メール） 

・環境事業整備活動（美化活動）参加 

・すすき野中学校見学会(5・6年生保護者対象)広報 

 ・中間会計報告 作成・発行 
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10月  ・定例会 

 ・第 2回 5校協議会参加 

 ・山内地区レクレーション参加（保木地区優勝） 

 ・図書ボランティア活動開催 

 ・十社宮祭礼（秋祭り）悪天候により中止 

 ・運動会ボランティア活動内容広報 

 ・運動会ボランティア、本部、受付、お手伝い 

 ・第 3回青葉区 PTA連絡協議会会長会参加 

 ・山内中学校 PTA祭参加 

 ・「校長先生とランチ交流会」案内作成・配布 

 ・「土曜参観学校探検」案内作成・配布 

 ・後期読み聞かせボランティア募集作成・配布 

 ・美西通信 No.3発信（メール） 

 ・PTCA活動報告（ホームページ） 

・PTCA文庫購入書籍一覧配布 

11月  ・定例会 

・美しが丘西小学校地区防災拠点運営委員会参加 

 ・すすき野中学校見学会 

 ・PTA交流会校内分科会参加 

・令和 2年度 PTCA・推薦委員会説明会（3回） 

・「土曜参観学校探検」開催 

・「校長先生とランチ交流会」開催 

・地区懇談会参加 

・学校運営協議会参加 

・青葉区 PTA連絡協議会交流会全体会参加 

 ・図書ボランティア活動  

 ・後期読み聞かせボランティア全体会開催 

 ・石川結貴先生講演会案内作成・配布 

12月  ・定例会 

 ・地域防災訓練参加 

 ・ベルマークボランティア募集案内作成・配布 

・令和 2年度 PTCA・推薦委員会説明会（2回） 

・図書ボランティア活動開催 

・卒業記念品（シャープペン）の包装と熨斗かけ作業 

・石川結貴先生講演会準備（講師の都合により中止） 

・美西通信 No.4発信（メール） 

 ・PTCA活動報告（ホームページ） 

1月 ・定例会 

 ・おやじの会・PTCA合同打合せ（冬の美西祭り） 

 ・青葉区学校保健会参加 

 ・第 4回青葉区 PTA連絡協議会会長会参加 

 ・5P連会長・校長懇親会参加 

・保木自治会主催「資源回収出前授業」協賛・参加 

・図書ボランティア活動開催 

 ・ベルマークボランティア活動開催（2回） 

・令和 2年度 PTCA・推薦委員会説明会（3回） 

・青葉区・学校・家庭・地域連携事業交流会参加 

 ・紅白まんじゅうの発注  

 ・卒業生の卒業証書ホルダーの発注 

 ・卒業記念品（ノート・シャープペン）包装作業 

 ・美西通信号外発信（メール 2回） 

 ・6年生清掃活動ご案内（メール） 
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2月  ・定例会 

 ・第 5回青葉区 PTA連絡協議会会長会参加 

 ・6年生清掃活動参加 

・学校運営協議会参加 

・卒業コサージュ準備・制作 

・図書ボランティア活動開催 

 ・「冬の美西祭り」おやじの会・PTCAで共催 

・第 3回 5校協議会参加 

・美西通信 No.5発信（メール） 

 ・PTCA活動報告（ホームページ） 

・ベルマークの申請 

・今後の活動、体制変更についての話し合い 

・広報誌 第 10号 発行準備開始 

3月  ・定例会 

 ・卒業式参列（委員長のみ）、卒業記念品の配付 

 ・令和 2年度 PTCA委員 顔合わせ・役職決め 

 ・6年生向け中間会計報告書の作成・配布 

 ・次年度予算案作成 

 ・期末会計報告書の作成 

・体制変更に伴うボランティア募集案内お手紙作成 

 ・ハンドブック内容改版検討、作成 

・美西通信 No.6発信（メール） 

 ・PTCA活動報告（ホームページ） 

4月  ・入学式参列（委員長のみ） 

 ・新１年生向けの PTCAハンドブック・PTCA入会案内申込書配付 

 ・体制変更に伴うボランティアの募集案内お手紙配布 

 ・期末会計監査 

 ・総会議案書 作成 

 ・令和 2年度 PTCA書面総会（休校のため延期） 

 

 

第 1号議案(2) ・・・ 令和元年度 活動報告 

【校外委員会】 

    月 活動内容 

2月   ・顔合わせ（係決め） 

3月  ・新入生、転入生セットの準備 

4月  ・入学式、新入生セットの配布 

 ・旗振りポイントと危険箇所の現場確認、及び旗缶・横断旗のチェック 

 ・総会出席 

 ・旗振り当番表作成 

5月  ・「こども 110番の家」事前説明会出席 

 ・「こども 110番の家」新規・継続・終了確認 

 ・「スクールゾーン対策協議会」準備 

 ・旗振り当番表配布 

 ・旗振り講習会出席 

6月  ・「こども 110番の家」加入諸手続 

 ・「スクールゾーン対策協議会」準備 

 ・交通安全教室手伝い 

7月  ・「スクールゾーン対策協議会」開催 

 ・「こども 110番の家」プレート配布 
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9月  ・旗振り報告書作成・配布 

 ・「スクールゾーン対策協議会」の報告資料作成・配布（保護者あて） 

11月  ・旗振り当番表作成 

 ・安全マップ作成 

 ・次年度役員募集説明会 

12月  ・旗ふり当番表配布 

 ・安全マップ配布 

2月  ・危険箇所アンケート作成・配布 

 ・「こども 110番の家」継続・終了意思確認（６年生） 

 ・新入生セットの備品準備 

 ・協議会要望状況調査、報告 

3月  ・顔合わせ（係決め） 

 ・ネームプレート・腕章の回収（6年生） 

 ・「スクールゾーン対策協議会」の報告書作成・送付（外部協議会員あて） 

 ・青葉区交通安全対策協議会総会出席 

 ・旗缶撤去・交換 

 ・旗振り報告書作成・配布 

 

第 1号議案(3) ・・・ 令和元年度 活動報告 

【推薦委員会】 

3月  ・初顔合わせ、引継ぎ 

 ・委員長決め 

4月  ・平成 31年度総会出席 

 ・PTCA委員長・校外委員長との連絡先交換 

9月  ・フリーメール設定 

・今後の活動方針、計画の話し合い 

10月 第 1回 

・来年度各委員募集についての希望調査票兼説明会案内作成、配布、 

  回収 

 ・全校メール送信（副校長先生に依頼） 

11月 第 1回 

・各委員会活動についての説明会開催（平日 2回、土曜参観前 1回）計３回 

 ・説明会参加者へ意向を尋ねる手紙作成、配布、回収（個別） 

 ・立候補者へ承諾書を配布、回収（個別） 

 ・回答提出を促す全校メール送信（副校長先生に依頼） 

第 2回 

・来年度各委員募集の手紙作成、配布、回収 

12月 第 2回 

・各委員会活動についての説明会開催（ウィンタ-コンサート前 1回） 

・説明会案内を全校メール送信（副校長先生に依頼） 

・説明会参加者へ意向を尋ねる手紙作成、配布、回収（個別） 

・立候補者へ承諾書を配布、回収（個別） 

1月 第 3回 

・来年度各委員募集についての希望調査票兼説明会案内作成、配布、回収 

 ・説明会案内を全校メール送信（副校長先生に依頼） 

第 3回 

・各委員会活動についての説明会開催（参観前を含む平日 2回） 

・説明会参加者へ意向を尋ねるメール送信、手紙作成、配布、回収（個別） 

・立候補者へ承諾書を配布、回収（個別） 

第 4回  

・来年度 PTCA委員・校外委員募集のお手紙作成、配布、回収 



6 

第 4回 

・来年度 PTCA委員会・校外委員会活動についての説明会開催（平日 1回） 

・説明会参加者へ意向を尋ねるメール送信、手紙作成、配布、回収（個別） 

・立候補者へ承諾書を配布、回収（個別） 

第 5回 

 ・来年度 PTCA委員募集の手紙作成、配布、回収 

 ・立候補者へ承諾書を配布、回収（個別） 

2月 ・来年度 PTCA委員募集の全校メール送信（副校長先生に依頼） 

第 6回 

 ・来年度 PTCA委員募集の手紙作成、配布、回収 

 ・立候補者へ承諾書を配布、回収（個別） 

・来年度各委員、初顔合わせの日程をメールで調整、案内 

・PTCA委員会と来年度 PTCA委員活動についての話し合い 

・令和 2年度年度各委員候補者決定のお知らせ作成、配布 

（休校のため延期） 

3月  ・資料整理（個人情報破棄）（休校のため延期） 

 ・新推薦委員の初顔合わせ、引継ぎ（休校のため延期） 

 

 

第 1号議案(4) ・・・令和元年度 会計期末報告 

 

令和元年度 会計期末報告については、紙面にて配布しました。 

別紙をご参照ください。 

 

 

第２号議案 ・・・ＰＴＣＡハンドブックの改版について 

 

 PTCA委員の人数確保が年々難しくなる中、今後も円滑にPTCA活動が進められるよう、これまでPTCA

が担ってきた下記の活動を「運営スタッフ」として募集した方々に行っていただくことにいたしました。 

 

・運動会準備/当日運営 

・読み聞かせ活動のとりまとめ 

・図書関連活動のとりまとめ 

・ベルマーク活動のとりまとめ 

・広報誌作成 

 

詳細は西小HPに掲載しましたPTCAハンドブック（案）を参照ください。 

 

 
 

第３号議案 ・・・ＰＴＣＡ規約の改正について 

 

この度、書面総会に関する規約の追加、運営スタッフの導入に伴う規約の修正等を行いました。 

改正箇所は、西小HPに掲載しましたPTCA規約（案）を参照ください。 

改正箇所は赤字で記載しています。 
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第４号議案(1) ・・・ 令和 2年度 活動計画（案） 

 

委員名 活動計画 

PTCA委員 ・令和 3年度総会議案書の作成・配布および総会開催 

・定例会開催 

 ・各種イベントの計画及び開催 

 ・各種委員活動共有会議開催 

 ・美西通信（メール）、ホームページ等を通じて活動内容の広報 

 ・ボランティア運営スタッフ募集案内配布、回収 

・各ボランティア運営スタッフとの連携 

 ・学校行事への参加・協力 

 ・地域組織とのイベント共同企画連携  

 ・美しが丘西保木自治会集団資源回収事業への協力推進 

 ・会計報告作成・配布 

 ・五校協議会などの各種会議出席 

校外委員 ・PTCA総会参加 

・新入生セット準備 

・各種委員活動共有会議参加 

・旗振り当番表作成・配布 

 ・「こども 110番の家」設置推進と管理 

 ・交通安全教室（学校主催）参加 

 ・安全マップ作成・配布 

・危険箇所アンケート作成・配布 

・6年生児童のネームプレート・腕章回収 

 ・講習会、分科会、総会等出席  

※令和 2 年度のスクールゾーン協議会は、新型コロナウイルス感染拡大

による緊急事態宣言発令のため、開催中止とする。 

推薦委員 ・PTCA総会参加 

・各種委員活動共有会議参加   

 ・PTCA委員会・校外委員会の活動内容把握 

 ・PTCA委員会・校外委員会・推薦委員会の募集お知らせ作成・配布 

 ・PTCA委員会・校外委員会・推薦委員会の募集 開封作業 

 ・各応募者顔合わせ承諾 

会計監査  ・年 2回会計監査 

 ・PTCA総会参加 

 

第４号議案(2) ・・・ 令和 2年度 活動計画（案） 

 

クラスサポーター ・担任の先生との窓口および連絡 

 ・カーテンのお洗濯（年１回） 

 ・クラス茶話会の準備（任意） 

 ・学納金、学年費の会計監査（学年で数名） 

運営スタッフ  ・運動会準備/当日運営 

・読み聞かせ活動のとりまとめ 

・図書関連活動のとりまとめ 

・ベルマーク活動のとりまとめ 

・広報誌作成 

 

第４号議案（3）   

・・・ 令和 2年度 会計予算（案）については紙面配布しました。 

別紙をご参照ください。 
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第５号議案  

・・・ 令和 2年度 新委員および会計監査選出については紙面配布しました。 

別紙をご参照ください。 

 


