
2020年3月13 日

開会のことば

１）　会長挨拶

こんにちは、いつもPTA活動にご協力いただきありがとうございます。

　 この度は新型コロナウイルス感染症の影響で、通常通り全体委員会を開催できませんでした。

そして紙面での代替開催をするにあたり、どのように審議するかなどの調整に時間がかかり、

結果として開催が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

今年度も役員会として様々な改善を試みましたが、至らないところも多く一部中途半端な形で

終わってしまったり、まったく手付かずの問題もあるのが正直なところです。

今年度の活動もほぼ終了し、次年度の役員や委員も決まり、安堵している方も多いと思います

（私自身がそうです）。ただ重要なのは、今責任ある立場（例えば役員、委員長、委員）にいる

私たちが、次年度以降も当事者意識をもってPTA活動に関わり継続的に改善をしていくことだと

考えております。

今後もPTAが誰かの犠牲の上に成り立つのではなく、お互いにできる範囲で協力し合い、

子供たちのために皆が自ら積極的に楽しく活動できるような組織になっていくことを願っています。

会長という立場は退きますが、今後私も一PTA会員として協力していく所存です。

今年度も一年間ありがとうございました。

２）　校長先生ご挨拶

別紙参照

３）　教頭先生より学校報告　　　

183 名　　 PTA会員数・・・ 144 名 

４）　役員会報告・計画

2020年 1月 28日 (火) 地区教育懇談会

31日 (金) 新入生説明会 

互選会 

2月 12日 (水) 見守りありがとうの会 

18日 (火) 連P第５回常任評議委員会

20日 （金） 全体委員会案内・アンケート配布

28日 （金） 第３回全体委員会 (※1)

3月 5日 （木）

12日 （木）

18日 （水）

24日 （火） 終業式後の離任式で転出する先生へ感謝の花を贈ります

（※1）新型コロナウイルス感染症対策のため紙面による報告・承認にて代替

（※2）新型コロナウイルス感染症対策のため中止

５）　会計報告　　　

松戸市リサイクル活動奨励金10月～12月分　14,380円　　　　

６）　議長・書記選出

７）　各部・各委員会より

2019年度　委員会活動報告（別紙参照）

８）　2019年度中間会計・監査報告(別紙参照)

高木小学校　第三回全体委員会　報告

児童数・・・

五校連絡会出席（高木小が開催校） (※2)

近隣中学卒業式出席（栗中） (※2)

高木小学校卒業式出席 (※2)



９）　審議　承認

① 中間会計監査報告について　　　　　・・・承認

10）　議長解任

11）　連絡事項 　

◎１２０周年行事について

１２０周年記念として航空写真を撮影し、

記念品として各種部活動にユニフォーム代として３５万円を支出予定です。

◎来年度のＰＴＡ総会について（実施日未定）

◎新入生（Ｐ会員の児童数）および新任Ｔ会員（先生）の防災備蓄注文を行います。

◎来年度五校勉強会（実施日未定）は各委員会から２名が出席します。

◎各ロッカーの整理と来年度引継ぎ準備をお願いします。

12）　その他
①

②

③

④

⑤

閉会の言葉

2019年度の会議は終了しました。ご協力ありがとうございました。本部一同

車での来校は厳禁です。また来校の際は必ずＰＴＡの名札を着用してください。

ＰＴＡ室の掃除当番（３，４月）は本部役員会の担当です。
ＰＴＡ室の床、ゴミ箱内のごみ持ち帰り、ＰＴＡ下駄箱の清掃をお願いします。

ＰＴＡ室のゴミ箱にお菓子のゴミが捨てられていることがありました。
お菓子のゴミは各自持ち帰るようにお願いしておりますので、引き続きご協力ください。

今年度の委員みなさんは2020年度ＰＴＡ総会の出席対象です。
今年で卒業される方には本日の告知をもって総会のご案内とします。

防災備蓄は学年ごとに管理しています。新年度の会計処理となります。
今年度の卒業生にはＰＴＡより防災備蓄（防災食・水）を返却します。

あらかじめテーマが設定されます。
出席者は他校と情報交換をして各委員会で報告してください。

ノートが必要な場合は支給しますので本部に申し出てください。
各委員会はバックアップ用ＵＳＢデータを最新の状態で管理しノートと共に引継ぎをお願
いします。五校の引継ぎ資料もお渡しください。

卒業予定会員でＰＴＡ腕章をお持ちの方はご返却ください。ＰＴＡ室に返却用の缶があります。

毎月軒下回収は第４月曜日です。（次回３月２３日）ご協力をお願いいたします。



２）　校長先生ご挨拶

令和２年２月２８日（金）ＰＴＡ全体会

 今回，新型コロナウィルスの感染拡大を考慮した措置によりＰＴＡ全体会が中止となりました。

今年度１年間，ＰＴＡ本部役員・学年委員会・文化部・広報部・選考委員会・地区連絡委員会・

卒対の皆様方には，たいへんお世話になりました。また，各学年の行事のお手伝い・ご支援，

読み聞かせボランティア等，様々な場面においてもご協力をいただきました。心より感謝

申し上げます。ありがとうございました。来年度につきましても引き続きご支援・ご協力を賜りたく

宜しくお願いします。

　予定されていました２月２６日（水）の「卒業を祝う会」「六年保護者懇談会」，２８日（金）の

「六年生を送る会」も中止としました。また，３月１８日（水）の卒業式も来賓，在校生の参加を

見合わせ，内容を縮小して催すこととなります。在校生に慕われ，高木小の顔として頑張って

きた卒業生に「自信と誇り・感謝の気持ち」を胸に，光に満ちた未来に向かって巣立っていって

ほしいと思います。コンパクトですが，心のこもった卒業式にしていきたいと考えています。

　平成から令和に元号が改まり新たな時代がスタートしています。

ご協力いただきました「学校評価アンケート」の結果を考察し，来年度も「高木っ子」が健やかで

たくましく成長していけるよう，ご家庭と地域，学校が常に手を取り合って教育活動を推し進めて

参りたいと考えます。アンケートでは，学校職員への労いも頂いております。改めて本校を支えて

くださる皆様の温かいお気持ちに触れることができました。これを励みに今後とも職員一同，

力を尽くしてまいります。ありがとうございました。



役員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・PTA総会招集
・近隣中学校入学式出席
・入学式出席
・常任委員会
・全体委員会
・運動会のお手伝い
・近隣中学校体育祭出席
・五校勉強会出席
・除草作業のお手伝い
・地区教育懇談会出席
・交通危険箇所合同パトロール
・保護者用ネックストラップ配付
・五校連絡会出席
・通学路合同点検
・高木まつり打ち合わせ

・創立記念品配付
・常任委員会
・全体委員会
・高木まつりのお手伝い
・次年度役員選考説明会出席
・避難所開設委員会出席

・常任委員会
・全体委員会
・新入生説明会出席
・互選会出席
・見守りありがとうの会出席
・離任式出席
・次年度入学式配布物作成
・次年度の予算案、活動計画作成
・地区教育懇談会出席

今年度も委員の皆さま、学校の協力もあ
り、役員会の仕事を全うすることができま
した。仕事などの様々な理由で思うよう
に動けないメンバーもいる中、お互いに
サポートすることによりチームとして役員
会の仕事を進めてこれたと思います。去
年に引き続き今年も最高のメンバーで、
楽しく出来ました。１年間ありがとうござ
いました。

全校学年委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・第１回全校学年委員会 ・第２回全校学年委員会 ・第３回全校学年委員会 何もわからないにも関わらず勢いで引き
受けてしまいましたが、皆様のご協力や
執行部の方々が中心となって頂いたお
陰で、無事に終わることが出来ました。ど
うもありがとうございました。

６学年委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・運動会のお手伝い
・五校勉強会
・読み聞かせボランティア活動統括

・命の学習準備 ・命の学習
・卒対による先生との話し合い、手紙
配付

最後に卒業生を祝う会の中止になりまし
たが、読み聞かせの皆様のご協力や卒
対の方との連携も取れました。運動会お
手伝い、命の教室など皆様のご協力で
無事一年送ることが出来ました。ありがと
うございました。

５学年委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・運動会のお手伝い
・田植えのお手伝い
・五校勉強会
・読み聞かせボランティア活動統括

・稲刈りのお手伝い
・収穫祭

・来期委員決め ５年生の保護者の方、皆さん協力的で読
み聞かせや田植え、稲刈り、収穫祭と沢
山の方に助けていただきました。不慣れ
な2人で迷惑もかけたかと思いますが、
皆さんのおかげで1年やり切る事が出来
ました。ありがとうございました。

４学年委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・運動会の自転車整理
・五校勉強会
・読み聞かせボランティア活動統括

・学年レク
・ツボミスクール
・ロコモ体操

・来期委員決め レクでは去年に引き続きツボミスクール、
あとはクラスの保護者の方のご協力で初
めてロコモ体操を開催し、子供達に好評
でした。また、読み聞かせも沢山の保護
者の方々のご協力により、無事終わりま
した。一年間、どうもありがとうございまし
た。

2019年度　活動報告



３学年委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・運動会自転車整理
・五校勉強会
・読み聞かせボランティア活動統括

・学年レク ・来期委員決め 学年レク、読み聞かせ、運動会当番等を
先生や保護者のご協力で無事出来まし
た。初めてのPTA活動で、分からないこ
とばかりでしたが、他の役員の方々に教
えて頂き助かりました。LINEでの連絡、
報告は大変助かりました。一年間ありが
とうございました。

２学年委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・運動会パトロール
・五校勉強会
・読み聞かせボランティア活動統括

・学年レク ・来期委員決め ２クラスの委員みんなで協力し、全体的
に、予定どおりに進めることができまし
た。学年レクでは、先生や多くの保護者
の方にご協力をいただき、子ども達と楽
しい時間を過ごすことができました。あり
がとうございました。

１学年委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・運動会パトロール
・五校勉強会
・読み聞かせボランティア活動統括

・茶話会 ・来期委員決め 読み聞かせなど、少人数ながら皆様のご
協力で無事に終えることが出来ました。
反面、一部の方に負担がかかりすぎてし
まうことがこれからの課題だと思います。
３月に学年レクをする予定でしたが、中
止になってしまったのが残念でした。今
年は色々な課題を議題として共有できた
ことが、とっても良かったと思います。１
年間ありがとうございました。

文化部
１学期 ２学期 ３学期 感想

・ベルマーク打合せ
・五校勉強会
・バレーボール大会応援
・運動会PTA競技
・ベルマーク集計

・ベルマーク回収
・バレーボール先生方との親睦試合
・観劇会

・ベルマーク、インクカートリッジ、ト
ナーの回収、集計、送付作業
・次年度の予算案、活動計画作成

・年間を通して、LINEを使用し、その都度
意見交換や情報共有が出来たので良
かった。
・今年度の観劇会は学校側の主導で準
備が進んだので、文化部としての役割は
少なくありがたかった。
・ベルマークについては、ベルマーク集
めの単体でのお手紙は配付せず、広報
に載せてもらった。しかし、ベルマークに
ついてよくわからない方へもっと周知出
来た方が良かったのではないかと思う。
次年度もベルマーク、カートリッジを集め
るのであれば、もう少しアピールした方が
いいのではないか。
・全員で役割分担をした事で、一人ひとり
の負担が軽減され、無理なく文化部とし
ての活動が出来たと思う。

広報部
１学期 ２学期 ３学期 感想

・広報紙第一号発行
・前期広報研修会

・次年度の予算案、活動計画作成 広報誌の発行を今年度は年１回としまし
た。発行回数を減らす分、ページ数を増
やして充実した内容になるよう心がけま
した。（コンクールへの出品も見送りまし
た。）過去資料の整理をし、来年度以降
の活動がスムーズに行えるようにしまし
た。広報誌の作成時期（１学期）は忙し
く、不慣れなメンバーばかりでしたので手
探り状態での活動となりましたが、協力し
て楽しく出来ました。１年間ありがとうご
ざいました。



選考委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・推薦用紙作成、配付、回収
・選出者への説明会・顔合わせ
・次期執行役員の投票
・推薦された方へ電話にて交渉
・次期役員候補者と打ち合わせ

・信任投票用紙の作成、印刷、配
付、回収
・集計、結果発表
・次年度の予算案、活動計画作成

・仕事をしている方がほとんどで、全員で
集まれることはほぼ無かったが、各自で
きる範囲で活動した。
・PTA数の減少や、お仕事される方の増
加で、今後も今年のように執行役員決め
に難航する年があるかもしれないという
話がでました。
・執行さん、協力して下さった方々、どう
もありがとうございました。

地区委員会
１学期 ２学期 ３学期 感想

・名簿、連絡網の作成
・登校指導（２、３学期）当番表作成、
配付
・子ども１１０番の家、新規募集（２～
６年）の手紙作成、配付、回収
・子ども１１０番の家、挨拶、継続確
認
・通学路安全点検実施
・通学路に関するｱﾝｹｰﾄ作成、配
付、回収
・地区教育懇談会出席
・交通安全推進隊への連絡
・安全マップ作成
・五校勉強会

・地域危険箇所パトロール
・２学期登校指導
・次期班長選出手紙配布
・避難所開設運営委員会出席

・次年度名簿作り
・来年度登校指導（１学期）当番表作
成
・３学期登校指導
・登校指導セット準備
・来年度地区長・班長引き継ぎ
・交通安全推進隊への連絡
・地区教育懇談会出席
・次年度の予算案、活動計画作成
・次年度資料印刷
　（防犯マップ：入学式５０部＋五校１
０部）

こども110番の家や交通安全パトロール
隊など日頃からたくさんの方々に子供た
ちを見守っていただいていることがわか
りました。通学路の安全に関しては、アン
ケートを元に安全点検の際、市や警察と
危険箇所を共通確認することができまし
た。これからも地区委員の活動が子供た
ちの安全・安心な学校生活に繋がること
を願っています。地域との繋がりを実感
した一年でした。ありがとうございました。

　



　　　　　平成24年度会計決算報告2019年度会計中間報告 .2020年1月31日

収入の部 　　　　 　　　　　　（単位：円）

予算 収入 　　

前年度繰越金 1,015,985 1,015,985

ＰＴＡ会費　 492,000 478,250 PTA会費3000円×会員数（転入者含む）

託児費 0 400 　

利息 0 12

廃品回収費より観劇会代充当 100,000 67,364

廃品回収費よりひよこ代充当 30,000 29,572

1,637,985 1,591,583

支出の部 　　　　（単位：円）

項目 予算 支出 残高 備考

会議費 10,000 10,000 0 連P主催校長会

託児費 5,000 5,352 -352 総会託児、保険代

役員会費 11,000 3,939 7,061 連P他交通費含む

通信費 1,000 492 508 切手代

備品修繕費 10,000 0 10,000 製版機故障のため修理

小計 37,000 19,783 17,217

学年活動費 40,000 35,315 4,685 いのちの授業、稲刈り

文化部費 190,000 157,364 32,636 観劇会費　　

広報部費 27,000 8,340 18,660 広報紙

選考委員会費 2,000 1,451 549 お茶代

地区活動費 8,000 1,000 7,000 カラーコピー

交通費 8,000 5,720 2,280 研修会交通費

消耗品費 100,000 77,214 22,786 印刷機備品、文具、灯油代など

小計 375,000 286,404 88,596

卒業記念祝金 50,000 0 50,000 記念品（シャーボ）予定

創立記念祝金 60,000 59,572 428 ひよこ菓子　281円×212個

団体保険料 15,000 13,272 1,728

連Ｐ負担金 12,000 11,736 264 72円×163名（PTA会員数）

印刷機・パソコン積立金 30,000 30,000 0

慶弔費 30,000 1,080 28,920 見守りありがとう会・辞校式花代予定

防災備品 11,600 11,600 0 防災備品（20名分）

予備費 5,000 0 5,000

小計 213,600 127,260 86,340

合計 625,600 433,447 192,153

　項目

合計

運営費

活動費

他



（単位：円）

前年度繰越金 883,319 ひよこ菓子　充当分 29,572

４月分 2,025 観劇会　充当分 67,364

リサイクル補助金（１～３月分） 14,400 　

５月分 2,200 　

６月分 1,180 　

利息 4 　

リサイクル補助金（４～６月分） 13,280

７月分 1,955

８月分 1,980

９月分 995

１０月分 2,525

リサイクル補助金（７～９月分） 11,880

１１月分 1,505

１２月分 2,040

１月分※ 0

合計 939,288 合計 96,936

残高 842,352

※古紙相場下落のため１月より買取価格０円となっています。但しリサイクル活動奨励金は

　継続されるため廃品回収活動は継続予定です。

（単位：円）
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