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令和４年度 本部事業計画（案） 

 

会 長 松尾  武 

副会長 清水 智成 

副会長 中島あんず 

副会長 櫻井 範彰 

  

～ 南条小ＰＴＡスローガン ～ 

『深めよう絆～輝く未来のために～』 

 

【事業内容】 

１ ６つの目標推進 

従来の６つの目標を継承し、子どもたちの健全育成に努めます。 

① 目を見てあいさつしよう。 

② 子どもの声に耳を傾けて。（一日の出来事をお互い話す） 

③ 家庭で集中できる環境をつくろう。 

④ 地域のことを子どもと話そう。 

⑤ 親子で体を動かそう。 

⑥ 家庭のお手伝いをさせよう。 

２ 理事会（年８回）の開催 

  オンライン会議が実施可能な環境が整ってきていることや、新型コロナウィルス感

染防止の観点から、一部理事会をオンライン会議にて実施。 

ご意見メール BOXを設置し、会員からの意見・提案をくみ上げ、各専門部会・学校

幹事と協議して、ＰＴＡ活動の改善や向上に努めます。 

３ 学校行事の運営協力 

  運動会やマラソン大会等、学校行事に協力し子どもたちの成長を見守ります。 

４ 資源回収の実施 

児童の教育活動の補助を目的として、春と秋の２回実施します。 

実施予定日  春  ６月１２日（日） 〔予備日  ６月１９日（日）〕 

       秋 １１月 ５日（土） 〔予備日 １１月 ６日（日）〕 

５ 町ＰＴＡ連合会研究集会の運営 

  町ＰＴＡ連合会の理事や各部会と連携して、多くの会員参加を促進します。 

６ 郡ＰＴＡ連合会・県ＰＴＡ連合会等の上部団体への参加・協力 

  研修会や懇談会等に参加し、その内容を会員の皆さんにもお知らせしていきます。 

７ 地域との連携 

  すこやか育成委員会において、地域関係機関や団体と連携し、学校内外の児童の 

生活環境について協議し、改善していきます。 

８ ありかた検討委員会の開催 

  元正副会長、前正副会長、現正副会長、学校事務局であり方検討委員会を組織し、

次年度三役の選出やＰＴＡ会則などについて検討していきます。 
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令和４年度 教養部事業計画（案） 

 
  

部長   池田 瑞枝   

                            副部長  山崎 奈未 

   

事業内容 

 

１． PTA通信｢みなみじょう｣の発行 

    第１回 №２２８号   9月 

    第２回 №２２９号   3月  

 

２． 郡教育研修会や各種委員会への参加 

    学校保健委員会  ８月１９日（金） 

郡教育研究集会  ９月３日（土）  

 

３． 町 PTA連合会への参加 

    町 PTA研究集会  11月 １２日(土) 

 

４． その他 

    各 PTA関連行事への参加・協力 
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令和４年度 施設厚生部事業計画（案） 

 

部長 竹内 大地 

副部長 竹田 龍矢 

 

事業内容 

 

１．PTA 歓送迎会の実施 

（１）日程 

4月 22日（金）PTA総会終了後 

 

（２）内容 

・料理・飲み物などの手配 

・会場の準備・設営 

・歓送迎会の司会進行 

・終了後の片付け 

 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止になりました。 

 

２．PTA 作業の実施 

（１）日程 

第 1回：5月 14日（土） 予備日なし 

第 2回：9月 10日（土） 予備日なし 

 

（２）内容 

・校舎内外の清掃・整備の実施 

・地区に基づいて 2グループに分け、夏と秋の 2回実施 

・必要物品・用具の準備 

・参加者への作業内容・手順の説明・指示 

・けがなどの安全への配慮・対応 

・終了後の片付け 

 

３．その他 

   各 PTA部会および町 PTA関連事業などへの参加・協力 
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令和４年４月１４日 

令和４年度校外指導部事業計画（案） 

部長  水野 一光 

副部長 岩淺 文人 

 

事業計画 

 

１．登校街頭指導計画 

（1） 朝の街頭指導計画表の作成（各地区にて作成、配布） 

（2） 朝の街頭指導実施（各地区にて開始） 

 

２．交通安全教室への協力〈５月２日（月）〉 予備日 ５月６日（金） 

    （1） 児童の安全確保と指導 

 

３．運動会 駐車場整理〈６月４日（土）〉 予備日 ６月５日（日） 

    （1） 各駐車場での安全確保と交通整理 

 

４．救命救急法講習会の実施〈７月１日（金）〉 

    （1） PTA 各位への参加の呼び掛け 

    （2） 消防署への依頼 

 

５．地区内の危険個所の調査〈７月頃〉 

    （1） 防犯、防災に関しての各地区の調査（児童の安全確保） 

    （2） 町への危険個所の改善要望の提出 

    （3） 通学路及び、周辺道路への交通安全ののぼりを設置、維持、管理 

 

６．夏休みプール当番表の作成  

    （1） 各地区での当番表の作成、監視体制の確認 

 

７．マラソン大会への協力〈１１月１７日（水）〉予備日１１月１８日（木） 

    （1） コース上での児童の安全確保と交通整理 

 

８．令和５年度登校班の編成〈令和５年３月頃〉 
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令和４年度 学級学年部事業計画（案） 

                         

部 長 塚田 理恵    

副部長 山極 佳代子 

事業内容 

１． 学級ＰＴＡ活動の充実と推進 

(1)学級懇談会の進行・話題提供・参加呼びかけ 

(2)学級ＰＴＡの活動状況の情報交換・連絡・意思統一 

(3)学級ＰＴＡ会員の要望の取りまとめと反省 

 

 

２． 親としての特性を活かした活動 

(1)食育についての学習会（２年生・４年生） 

※今年度は、コロナ禍が収束するまで親子レクリエーションは 

行わないことにする。 

 

 

３. 次年度役員選出のお手伝い 

(1)司会進行、クジの準備など 

 

 

４. その他 

(1)本部・各専門部会の事業計画への協力 

(2)町・地域行事への参加呼びかけ 

(3)学校保健委員会への参加（学級正副会長） 

(4)ＰＴＡ連合会子育て支援委員として学習会への参加（学級正副部長） 
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　　　　　　提案　令和　４年４月２０日
　　　　　　承認　令和　４年４月　　日

南条小学校PTA会長　　松尾　武

歳入合計 801,088 円

歳出合計 801,088 円

差引残高 0 円

歳入の部
項　　　　目 令和３年度決算額 令和４年度予算額 増　　　　減 付　　　　　　　　記

1 会費 681,000 651,000 -30,000 3,000円×(194+23)

2 繰越金　 140,690 150,085 9,395 令和3年度からの繰越し

3 雑収入 14,958 3 -14,955 利子ほか

836,648 801,088 -35,560

歳出の部
項　　　　目 令和２年度決算額 令和３年度予算額 増　　　　減 付　　　　　　　記

総会費 15,681 20,000 4,319 賞状,額縁,花束代
会議費 0 2,000 2,000 理事合同会，総役員会等

旅費 0 15,000 15,000 県・群PTA等旅費，資料代等
負担金 77,442 77,000 -442 更埴PTA連合会負担金
消耗費 0 20,000 20,000 用紙,インク代等
慶弔費 0 20,000 20,000 会員弔慰金等
安全対策費 0 0 0 安心の家マップ印刷関係

本部予備費 5,000 10,000 5,000 連合PTA会議,修繕費等

98,123 164,000 65,877

教養部費 157,840 170,000 12,160 PTA通信228号,229号,会議費
施設厚生部費 23,086 30,000 6,914 ＰＴＡ作業お茶代,燃料代,会議費
校外指導部費 37,858 45,000 7,142 交通のぼり旗,登校旗等,会議費

学級学年部費 70,000 78,000 8,000 学級PTA活動補助(5,000円×12),PTAﾚｸ補助費,会議費

288,784 323,000 34,216

就学前準備 0 2,000 2,000 幼保小連絡会会議費,鉢花代等
運動会 1,820 5,000 3,180 煙火台等
校内研究 10,000 10,000 0 研究補助
印刷 91,650 92,000 350 学校案内印刷代補助,印刷機インク代補助等

卒業記念品 58,450 62,000 3,550 証書ホルダー代,鉢花代

161,920 171,000 9,080

31,766 31,000 -766 傷害・賠償保証制度保険料

100,000 100,000 0 １５０周年記念事業積立金

5,970 12,088 6,118 「よりよいPTA」(100円×22冊),転出家庭返金等

686,563 801,088 114,525

　　　　　　　令和４年度　南条小学校PTA予算書（案）
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