
日時：　

場所：　八王子市立恩方中学校　

定　期　総　会　議　案　書

平成２５（２０１３）年度

平成２５年５月１１日（土）

午後３時１５分　受付

午後３時３０分　開会

（体育館）

八王子市立恩方中学校ＰＴＡ

※　総会当日は、本印刷物と配付済みのＰＴＡ会則、および上履きをご持参ください。



１． 開会の言葉

２． 会長挨拶

３． 学校長挨拶

４． 来賓挨拶

５． 着任教員の紹介

６． 議長選出

７． 議事

（１） 第1号議案 平成２４年度活動報告

（２） 第２号議案 平成２４年度決算および会計監査報告

（３） 第３号議案 平成２５年度役員選出の件

（４） 第４号議案 平成２５年度活動計画案審議

（５） 第５号議案 平成２５年度予算案審議

（６） 第６号議案 ＰＴＡ会則の改訂審議

（７） その他

８． 議長解任

９． 記念品贈呈

１０． 閉会の言葉

－　定　期　総　会　次　第　－



１．総括

２．各部報告

【本部報告】

年 月 日 分類

2012年4年5
日

単Ｐ

4月6日 単Ｐ

4月9日 単Ｐ

4月20日 単Ｐ

4月20日 単Ｐ

4月21日 単Ｐ

4月27日 単Ｐ

5月11日 地域

5月12日 地域

5月12日 単Ｐ

5月12日 単Ｐ

5月18日 単Ｐ

5月19日 単Ｐ

5月25日 中Ｐ連

5月26日 単Ｐ

5月27日 単Ｐ

5月31日 単Ｐ

6月7日 中Ｐ連

6月9日 地域

6月15日 単Ｐ

6月16日 中Ｐ連

6月20日 地域

6月22日 単Ｐ

6月29日 単Ｐ

6月30日 単Ｐ

7月2日 中Ｐ連

7月3日 地域

7月11日 中Ｐ連

7月14日 地域

7月14日 単Ｐ

7月20日 単Ｐ

7月21日 単Ｐ

7月28日 単Ｐ

7月29日 単Ｐ

7月31日 中Ｐ連

8月6日 単Ｐ

8月17日 地域 育成指導員会議（諏訪神社パトロール打合
せ）

恩方市民センター

宝生寺団地夏祭り　パトロール 宝生寺団地および周辺地域

2ブロック会議 恩方市民センター

三役会 恩方中学校

運営委員懇親会 瓢錦

恩方地区納涼祭　パトロール 小田野中央公園および周辺地域

宝生寺団地夏祭り　パトロール 宝生寺団地および周辺地域

第1回理事会 教育センター

青尐対クリーン活動 恩方地区周辺地域

第3回地域運営協議会 恩方中学校

学区外地区懇談会 恩方中学校

2ブロック会議 横川中学校

青尐対　児童館・こどもシティ恩方地区会議 恩方市民センター

青尐対会議 恩方市民センター

三役会 恩方中学校

運営委員会 恩方中学校

青尐対定期総会・懇親会 恩方市民センター

四校生活指導連絡協議会・懇親会 橋本屋

定期総会・歓送迎会 京王プラザホテル

恩方第一小学校　運動会 恩方第一小学校　校庭

第2回地域運営協議会 恩方中学校

2ブロック会議 横川中学校

恩方第二小学校　運動会 恩方第二小学校　校庭

第1回運営委員会 教育センター

恩方中学校　運動会 恩方中学校　校庭

恩方中学校PTA定期総会 恩方中学校

第1回三役会 恩方中学校

第1回運営委員会 恩方中学校

定期総会議案書印刷 恩方中学校

青尐対役員会 恩方市民センター

恩方地区各種団体合同懇親会 恩方市民センター

運営委員引継 恩方中学校

新旧運営委員会 恩方中学校

第1回地域運営協議会 恩方中学校

新旧三役会 恩方市民センター

小学校入学式 各小学校　体育館

平成24年度　第66回入学式 恩方中学校　体育館

第１号議案

（１）平成２４年度活動報告

平成２４年度　八王子市立恩方中学校ＰＴＡ活動報告

　　今年度の活動に際しましては、運営委員・各委員会・ＰＴＡ委員の皆様のご理解・ご協力をいただいたことによ
り、円滑に進めることができました。また、近くで支えていただいた本部役員を含め、皆さんに感謝の気持ちを申し
上げたいと思います。
　まず始めに取り掛かったのが、校外指導委員会の学区外地区新設でした。通学時の自転車事故や沿道からの
苦情が絶えないなか、より多くの目で生徒を見守り、安全に登下校できるよう増員を計りました。年度途中ではあり
ましたが、地区懇談会を開き、委員を選出しました。
　また、生徒向けに給食試食会をおこないました。保護者からの要望に答え、数年前より実施しているものの利用
率が上がっておらず、尐しでも利用していただきたいとの願いから、初めての試みとして実施しました。事前にメ
ニューを入手し、生徒が食べたいと思われる内容の日を選び希望を取りましたが、思ったよりも人数が尐ない結果
でした。喫食率向上に寄与したかは判りませんが、これを機会に利用してもらえればありがたいです。
　そして2学期より校内巡回を開始しました。学習環境を整え、勉学に集中できるよう全会員に対し呼びかけをおこ
ない、学校側より一定の効果があったとの返答をいただきました。また生徒に対し、学習の補助が出来る体制づくり
を模索してきました。基礎学習や、個別に指導が必要な生徒について、市や学校側との折衝を進めるなか、学校
運営協議会で学校サポートとして「学習」を取り上げていただき、地域ボランティアを募集してお願いすることになり
ました。3学期より授業のサポート・放課後の補習を実施し、生徒の学習を補助する体制ができました。
　昨年度の総会で決まりましたサポーター制度ですが、生徒1人につき3年間、委員・本部役員経験のない保護者
を対象として通知しました。今年度の活動としては、3学期に各御家庭周辺の安全の見守りをお願いしました。これ
はＰＴＡ活動にどのような形でも参加いただき、お子さんや他の生徒の様子を見てもらい、皆さんで学校を支えて行
こうという考えにもとづいて実施しました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
　１年間ありがとうございました。今後もＰＴＡへの積極的な参加をお待ちしております。

活　動　内　容 場　　所



【本部報告（続き）】

年 月 日 分類

2012年8月22日 地域

8月26日 単Ｐ

8月27日 単Ｐ

9月1日 中Ｐ連

9月7日 単Ｐ

9月8日 単Ｐ

9月12日 中Ｐ連

9月14日 単Ｐ

9月15日 単Ｐ

9月20日 単Ｐ

9月27日 中Ｐ連

9月29日 地域

9月30日 単Ｐ

10月3日 中Ｐ連

10月7日 地域

10月10日 中Ｐ連

10月13日 単Ｐ

10月15日 地域

10月20日 単Ｐ

10月24日 地域

10月26日 単Ｐ

10月27日 中Ｐ連

10月28日 地域

10月31日 単Ｐ

11月2日 単Ｐ

11月3日 単Ｐ

11月4日 中Ｐ連

11月7日 中Ｐ連

11月10日 地域

11月10日 単Ｐ

11月11日 地域

11月14日 地域

11月25日 地域

11月25日 中Ｐ連

11月19日 中Ｐ連

12月1日 中Ｐ連

12月2日 地域

12月8日 単Ｐ

12月8日 単Ｐ

12月15日 中Ｐ連
2013年1月11日 地域

1月18日 単Ｐ

1月25日 単Ｐ

1月26日 単Ｐ

2月1日 地域

2月6日 中Ｐ連

2月14日 中Ｐ連

2月22日 単Ｐ

2月23日 地域

2月24日 地域

2月24日 中Ｐ連

2月26日 中Ｐ連

3月1日 単Ｐ

3月9日 単Ｐ

3月9日 単Ｐ

3月10日 地域

3月13日 単Ｐ

3月15日 地域

3月15日 地域

3月19日 単Ｐ

3月22日 単Ｐ

青尐対会議 恩方市民センター

平成24年度　第66回卒業式 恩方中学校　体育館

小学校卒業式 各小学校　体育館

青尐対クリーン活動 恩方地区周辺地域

学校運営協議会講演会 恩方中学校

四校生活指導連絡協議会 恩方中学校

運営委員会 恩方中学校

展示発表会 恩方中学校

第9回学校運営協議会 恩方中学校

青尐対講演会 恩方市民センター

2ブロック会議 恩方市民センター

会報印刷打ち合わせ 清水工房

会報印刷打ち合わせ 清水工房

三役会 恩方中学校

恩方地区まちづくり懇談会 恩方市民センター

第8回学校運営協議会 恩方中学校

青尐対会議 恩方市民センター

第3回理事会 教育センター

地域ふれあいスポーツ大会反省会 やじろべえ

三役会 恩方中学校

運営委員会 恩方中学校

恩方第二小学校　餅つき大会 恩方第二小学校　校庭

第7回学校運営協議会 恩方中学校

2ブロック会議 福源祥

教育長懇談会 八王子市役所

科学コンクール　表彰式 学園都市センター

地域ふれあいスポーツ大会 小田野中央公園

地域ふれあいスポーツ大会　第2回実行委員
会

恩方市民センター

恩方地区防災訓練 小田野中央公園

2ブロック会議 恩方市民センター

青尐対クリーン活動 恩方地区周辺地域

第6回学校運営協議会 恩方中学校

育成キャンペーン活動 アルプス恩方店前

元木小学校　けやき祭 元木小学校　校庭

駅伝大会 上柚木公園　陸上競技場

2ブロック会議 横川中学校

市民センター祭り 恩方市民センター

城山中学校30周年式典・合唱祭 いちょうホール

運営委員会 恩方中学校

青尐対会議 恩方市民センター

三役会 恩方中学校

駅伝監視員説明会 教育センター

第5回地域運営協議会 恩方中学校

地域ふれあいスポーツ大会第1回実行委員
会

恩方市民センター

合唱祭 オリンパスホール

第2回理事会 教育センター

恩方地区運動会 恩方中学校

2ブロック会議 横川中学校

市長懇談会 八王子市役所

児童館・こどもシティ恩方地区 恩方市民センター

元木小学校　運動会 元木小学校　校庭

運営委員会 恩方中学校

第4回地域運営協議会 恩方中学校

給食試食会 恩方中学校

三役会 恩方中学校

親睦ソフトボール大会・懇親会 恩方中学校・瓢錦

2ブロック会議 横川中学校

諏訪神社祭礼　パトロール 諏訪神社および周辺地域

諏訪神社祭礼　パトロール 諏訪神社および周辺地域

パワーアップ研修 教育センター

活　動　内　容 場　　所
青尐対会議 恩方市民センター



【各委員会報告】

①１学年委員会

年 月 日 年 月 日
2012年4月20日 2012年7月2日

　　　　　　　　〃 10月26日

5月12日 2013年2月24日

　　　　　　　　〃 3月9日

5月26日

6月26日

②２学年委員会

年 月 日 年 月 日
2012年4月20日 2012年7月3日

　　　　　　　　〃 10月9日
5月12日 2013年2月1日

5月18日 2月24日

5月21日 3月6日
5月26日 3月9日

③３学年委員会

年 月 日 年 月 日
2012年4月20日 2012年9月10日

　　　　　　　〃　　 10月25日

5月10日 11月17日

5月12日 2月24日

5月26日 2013年3月9日

7月4日 3月13日

7月19日 3月19日

9月5日

3学年保護者会卒業記念品説
明

3学年委員会反省会

第2回3学年委員会 卒業式コサージュ贈呈

コサージュ作製のお便り印刷 運営委員会出席（４、５、６、９、１１、１、３月　計７回）

第１回３学年委員会 コサージュ作製の会・茶話会

ＰＴＡ総会 青尐対講演会出席

運動会駐車場整理 展示発表会手伝い「卒業に向けて」プリント作成・配布

活　動　内　容　 活　動　内　容　
委員会新旧引継ぎ コサージュ作製のお便り配布

新旧合同運営委員会 第3回3学年委員会

運動会駐車場整理 展示発表会お手伝い
運営委員会出席（４、５、６、９、１１、1、３月　計７回）

　今年度の3学年は3クラスだったので、6名の委員で活動しました。
　１、２学年のように「○○教室」などの行事がありませんので、子供たちのために何か思い出になるもの、またなか
なか顔をそろえることのない、保護者の方たちの親睦を深めることができるものをと考え、数年ぶりに卒業式に子供
たちの胸に飾る「コサージュ」づくりを企画しました。11月に行ったコサージュづくりの会には、3年生の保護者の
他、先生方やＰＴＡ本部役員の方にもご参加いただき、終始和やかな雰囲気の中、コサージュづくりの後には茶話
会も実施しました。
　運営委員会の出席、運動会や展示発表会のお手伝いなどは分担し活動したのでさほど負担はなかったように思
えます。人数は尐なかったのですが、一人ひとりの持ち味を発揮しながら1年間楽しく活動することができました。／委員長　小山　知子

ＰＴＡ総会 第3回2学年役員会

薬物乱用防止教室打合せ 青尐対講演会出席

第１回2学年役員会 保護者会後のクラス懇談会にて茶話会

／委員長　大野　祐子

活　動　内　容　 活　動　内　容　
委員会新旧引継ぎ 薬物乱用教室共催保護者会・お茶出し

新旧合同運営委員会 第2回2学年役員会

運動会駐車場整理 運営委員会出席（４、５、６、９、１１、1、３月　計７回）

日本禁煙協会山地さんと禁煙
教室打合せ

　今年度2学年委員の活動は、薬物乱用防止教室を先生方と主催し、学校行事のお手伝い、保護者会後の茶話
会など各行事を行いました。学期ごとに一度だけ学年委員会を行いその学期の行事の分担や子供たちの様子な
ど楽しくお話ししながら決めました。皆さんお忙しい中での役員ですので、集まる回数を減らし後はメールや電話で
のやりとりにしました。2学年の役員皆さんが本当に協力し、支えて下さり感謝の気持ちで一杯です。一年間本当に

新旧合同運営委員会 修学旅行プレゼン参加

ＰＴＡ総会 青尐対講演会出席

狩野先生と禁煙教室打合せ 展示発表会お手伝い

　１年前、くじ引きで「大当たり」を出し、委員長になりました。確率８分の１、公平な笑えない「大当たり」でした。しか
し、なった以上やるしかない！！と自分に言い聞かせました。
　活動内容は主に学校行事への参加協力、禁煙教室開催など、前年度を参考にし、役割分担し他の委員さんも
快く協力して下さり、特に問題なく進めていく事ができました。それぞれ仕事や家庭の事情もあり、全員で集まる機
会が難しいので、携帯メールをフルに活用しました。
運営委員会では毎回先生方が話してくださる学校の様子が興味深く、ホームページでは伝わらない「生」の声でし
た。開催に当たり、先生方、本部の方、資料の準備などいつもご苦労様です。一緒に活動してきた皆さんありがとう
ございました。 ／委員長　石田祐子

活　動　内　容　 活　動　内　容　
委員会新旧引継ぎ 禁煙教室　（保護者２２名参加）



④広報委員会

年 月 日 年 月 日
2012年4月20日 2012年10月24日

　　　　　　　〃　　 11月7日

5月10日 11月9日

5月12日 2013年1月8日

5月25日 2月8日

6月8日 2月18・23日

6月22日 2月24日

６月末 2月28日

7月14日 3月9日

9月28日 3月15日

10月11日

⑤研修委員会

年 月 日 年 月 日
2012年4月20日 2013年3月9日

　　　　　　　〃　　 3月17日

5月10日 　　　　　　　3月末

5月12日

5月25日 　[社協活動]

6月14日 2012年6月2日

7月27日

7月20日 9月15日

10月24・25日 10月27・28日

11月9日 2013年1月20日

12月8日 3月24日
2013年2月15日

2月24日

⑥環境整備委員会

年 月 日 年 月 日
2012年4月20日 7月20日

　　　　　　　〃 10月4日

5月1日 2月24日

5月12日 3月9日

5月17日 3月18日

5月25日 運動会駐車場整理 運営委員会出席（４、５、６、９、１１、１、３月　計７回）

第１回環境整備委員会 青尐対講演会出席

ＰＴＡ総会 展示発表会手伝い

第１回花壇整備活動 卒業式前日花の飾り付け、委員会反省会

活　動　内　容　 活　動　内　容　
委員会新旧引継ぎ ＰＴＡ懇親会出席

新旧合同運営委員会 第２回花壇整備活動

青尐対講演会出席 運営委員会出席（４、５、６、９、１１、１、３月　計７回）

　環境整備委員会では、５月と１０月に正面玄関付近のプランターに季節の花の寄せ植え、花壇や校舎周辺の草
むしりを行い、卒業式の前日には校長室前より体育館入口までの通路を鉢植えで飾り付けを行いました。
　プランターの寄せ植えでは予算内で長持ちする色とりどりの花を使い、前回からの底石を再利用するなどして、プ
ランターだけでなく校門横の花壇にも花を植えることができました。また今年度は校内で使用するにあたって、培養
土はきちんと放射性物質を検査された物を使い、安全面でも配慮しました。
　草むしりでは、先生はじめ美化委員の精力的な協力で短時間での作業となり、準備から片づけまでとてもスムー
ズに行うことが出来ました。始めのころはわからないことも事も多く至らない部分もあったかもしれませんが、協力し
てくださった方〄に感謝し、次年度につなげていけたらいいと思います。

／副委員長　関岡淳子

研修会申し込み回収 第３回合同委員会
研修会本番（参加人数約４０名）　作品展は３月に 芸能大会準備手伝い
第３回研修委員会、展示会打ち合わせ

第2回研修委員・試作品講習(ハワイアン・リボン・ストラップ）　本番日決定（12/1（土）午前９時～
社協総会 出席

夏休みグラスアート講習会手伝い

運営委員会懇親会参加 第２回合同委員会

研修会案内状印刷・配布 恩方市民センター祭り手伝い

第1回研修委員会 顔合わせ、研修内容決め 第4回研修委員会 反省会、その他

ＰＴＡ総会

運動会駐車場整理

活　動　内　容　 活　動　内　容　
委員会新旧引継ぎ 展示会　作品展示準備・片づけ

新旧合同運営委員会 第４回研修委員会　反省会

学校への取材 運営委員会出席（４、５、６、９、１１、１、３月　計７回）

　研修委員会では、毎年学校で講習会を開き、委員の人たちと講習会の企画を話し合い決めました。
　今年度は「ハワイアン・リボン・ストラップ作り」を開き、参加してくださった方〄と和気あいあいと楽しい時間を過ご
しました。作った作品は３月に開かれる展示発表会に展示されました。
　皆の協力により無事に終えることが出来ました。ありがとうございました。

／委員長　藤本和子

有泉印刷に依頼・ガリ構成 有泉印刷よりガリ受取

新城１１９号完成・配布 展示発表会手伝い

第3回広報委員会 新城１２０号完成・配布

運動会駐車場整理 第８回広報委員会

第２回広報委員会 有泉印刷と相談・原稿渡し

写真撮り（クラブ活動・先生方の
顔写真）

青尐対講演会出席

新旧合同運営委員会 第５回広報委員会

第１回広報委員会 第６回広報委員会

ＰＴＡ総会 第７回広報委員会

　広報誌を作るに当たり、ＰＴＡの方〄、また先生方には大変ご迷惑をおかけしましたが、役員全員で協力し合い
広報誌を作れたことに感謝しております。
　広報誌をつくるまでの流れなど、何もわからず仕事を持った方ばかりなので、夜の会議に集まるのも、大変なこと
でした。昼間は写真撮りやアンケート調査など何とか手分けして活動してきました。そして、良い広報誌ができたこと
を皆で喜んでいます。

／委員長　山崎由貴子

活　動　内　容　 活　動　内　容　
委員会新旧引継ぎ 第４回広報委員会・アンケートの集計



⑦校外指導委員会

年 月 日 年 月 日
2012年4月20日 2012年9月13日

　　　　　　　〃　　 10月3日

5月9日 10月31日

5月12日 11月7日

5月15日 11月11日

5月26日 12月5日

6月6日 12月13日

6月19日 2013年1月10日

6月30日 1月17日

7月4日 2月6日

7月12日 2月24日

7月14日 2月27日

7月21日 3月6日

7月28・29日 3月9日

8月17日 3月10日

8月26・27日 4月4日

9月12日

⑧選考委員会

年 月 日 年 月 日
2012年9月24日 2013年2月12日

10月29日 3月4日第2回選考委員会 第４回選考委員会

　平成２５年度の役員選考は、本部役員８名中５名が改選となり、推薦で挙がった方〄へお声をかけさせて頂きまし
た。
　今年度は選考委員・保護者の協力のもと、早い段階からスムーズに進むことが出来て、感謝の気持ちで一杯で
す。例年、選考委員の活動で悩まされるところが同じなのですが、保護者の皆様との繋がりや交友関係の広がり等
が必要だと感じました。
　本部役員を選考させていただくには、保護者皆様のご協力のもと成り立つと思いますので、学校行事やＰＴＡ行

／委員長　神目美穂

活　動　内　容　 活　動　内　容　
第1回選考委員会 第３回選考委員会

諏訪神社祭礼パトロール 学区外次期委員選出・懇談会

自転車通学指導 自転車通学指導（引継ぎを兼ねる）

運営委員会出席（４、５、６、９、１１、１、３月　計７回）

恩方地区盆踊りパトロール 自転車通学指導・４校生活指導連絡会

宝生寺団地夏祭りパトロール 展示発表会手伝い
Ｃブロック定例会「諏訪神社祭礼に
伴う情報交換」

青尐対クリーン活動参加

自転車通学指導 自転車通学指導

４校生活指導連絡会 青尐対講演会出席

青尐対クリーン活動参加 第6回校外指導委員会

自転車通学指導 四校生活指導連絡会

第２回校外指導委員会 自転車通学指導

学区外委員選出（懇談会） 第5回校外指導委員会

ＰＴＡ定期総会 自転車通学指導

第1回校外指導委員会 青尐対クリーン活動参加

運動会駐車場整理 自転車通学指導

委員会新旧引継ぎ 第３回校外指導委員会
新旧合同運営委員会 自転車通学指導

自転車通学指導 第４回校外指導委員会

　毎月１度の自転車通学指導、夏祭りパトロール、青尐対クリーンキャンペンなど多数の参加、協力をしてまいりま
した。
　今年度９月より、学区外から３名の委員さんも加わり、委員会では様〄な意見が出されました。ルールをしっかり
守っている子も大勢いますが、中にはノーヘル、ひも緩み、危険走行、委員さんの指導に対し、心無い返事、態度
をしてくる生徒もいたようです。しかし子供たちの安全の為に、朝寒い中、頑張って安全指導に当たっていただきま
した。朝は、車・自転車・歩行者が最も多く危険な時間帯なのでこれからも地域全体で見守っていただく事が大切
だと感じました。また、家庭での指導がいかに大切かを思い知らされる１年間でした。
　委員の皆様、お疲れ様でした。そして、１年間ありがとうございました。 ／委員長　菅野玲子

活　動　内　容　 活　動　内　容　



目 予算額

正会員会費 818,400 2,400 338

職員会費 48,000 2,400 21

雑収入 100

繰越金 495,478

1,361,978

項 目 節 予算額

　１総会費 10,000

　２運営委員会費20,000

　３消耗品費 20,000

　４通信費 5,000

　５備品費 10,000

事務費 　６交通費 30,000

　７本部活動費10,000

　８校外指導委員会費10,000

　９広報委員会費230,000

１０研修委員会費100,000

１１環境整備委員会費100,000

１２学年委員会費93,500

１３選考委員会費6,000

１４慶弔費 30,000

１５講演会費 30,000

１６親睦会費 20,000

１７奨励費 20,000

生徒福祉費 １８生徒福祉費160,000 卒業記念品、駅伝大会

Ｐ連分担金 　 １９Ｐ連関係分担金35,000

連合活動費 　 ２０連合活動費60,000

保険料 　 ２１保険料 50,000

積立金 周年行事 ２２積立金 50,000

予備費 　 ２３予備費 262,478

1,361,978

次期繰越金合計

495,247

本年度積立金利息 差引積立額

50,000 79 539,118

1,356,530 861,283

【特別会計　周年行事積立金】
（単位：円）

前年度繰越金 支出 支出内容

卒業生コサージュ

合　　　　　　　　　計 861,283 500,686

収入額合計 支出額合計

P連活動費

42,260 7,740 PTA保険料

50,000 0 周年積立金

126,015 33,985

29,805 5,195 P連分担金

香典

0 30,000

16,260 3,740 親睦会

82,927 17,073 活動費、花壇整備

79,660 13,840 各クラス活動費

一般活動費 6,820 3,180 活動費

9,661 339 活動費

212,050 17,950 活動費、印刷費

5,000 　

13,468 △ 3,468 紅白旗、腕章、他

14,620 15,380 活動交通費

7,000 花代

16,478 3,522 軽食代

需用費 19,026 97 コピー用紙、インク代金など

0

1,356,530 ▲ 5,448

支出の部 （単位：円）

決算額 増　減 備　考

52 48 預金利息

495,478

（２）平成24年度決算および会計監査報告

平成24年度　八王子市立恩方中学校ＰＴＡ会計決算書

【一般会計】

収入の部 （単位：円）

決算額 増　減 備　考

0 　489,039

運営費 会議費

活動費

会　　費 810,600 ▲ 21,600

項

16,448 246,030

57,040 2,960

16,875 3,125

5,000 25,000

5,500 500 活動費、

38,370 61,630 活動費、講師お礼,

3,000

合　　　　　　　　　計

その他

50,400 ▲ 2,400



差引残高 495,247（ （収入額） 1,356,530 円 － （支出額） 861,283 ）　 は

4 月２３日

ＰＴＡ会長

ＰＴＡ会計

ＰＴＡ会計

ＰＴＡ会計

4 月２３日

状況、帳簿類の記載、保存について適切に処理されていることを認めます。

平成　25年

㊞
ＰＴＡ会計監査

㊞
ＰＴＡ会計監査

平成　25年

八王子市立恩方中学校

㊞

㊞

㊞

㊞

平成24年度　八王子市立恩方中学校ＰＴＡ会計監査報告

会　計　監　査　報　告

平成24年度、八王子市立恩方中学校ＰＴＡ会計監査の結果、現金の出納、支出の

平成24年度の一般会計に繰越し、上記のとおり決算致しましたので報告致します。



会  計  監  査
酒井　真理子 １－１

馬場　三枝 １－４

会　　　　　　計
大石　奈央子 １－３

清水　洋美 １－３

輿水　渉之介 （Ｔ）教　諭

伊藤　映二 （Ｔ）副校長

書　　　　　　記
清水　敏子 ２－２

米山　和美 ３－２

竹信　文朗 （Ｔ）教　諭

会　　　　　　長 高橋　利幸 ２－２

副　　会　　長
底押　映美子 ２－１

桒原　京子 ２－２

竹縄　正幸 １－１

第３号議案

（３）平成２5年度役員選出の件

平成２5年度　八王子市立恩方中学校ＰＴＡ役員（候補者）

役　職　名 氏　　　名 所　属



学年組 広報委員 研修委員 環境整備委員 選考委員

①恩方二

１－１ ○副／書記 ○副／書記 （1-4) 西野　恵子　

清水 松本　明美 八木　須美子 小泉　千晶生田目　美由紀 西　史子 平井　香 ②中　郷 ○副/書記

(3-1) 井上　隆子

１－２ ○副委員長 ○副／書記 ◎委員長 ◎委員長 ③大　沢

大町 杉本　久子 川名　直子 青木　良子 鈴浦　涼子 濱田　正世 中島　哉子 (３-2) 齋藤　めぐみ

④松　竹

１－３ ◎委員長 ○副／会計 ○副委員長 (2-1) 沼田　美由樹

岡部 橋本　久美子 鍋村　泰子 星　麻美 小野　純代佐〄木　めぐみ西山　加代子 (2-2) 岡本　由美子

⑤川原宿

１－４ (2-3) 宮田　ゆみこ

千田 中島　直美 佐〄木　京子 小林　裕美 伊藤　香理 前田　幸子 荒川　恵 ⑥上　宿 ○副／会計

(1-4) 久保田　よしみ

２－１ ◎委員長 社協 ⑦辺名他

堀越 田中　やよい 米山　早苗 野宮　由美子 水野　美紀 迫田　敦子 佐藤　直美 (1-1) 高山　早苗

⑧元木他

２－２ ○副委員長 書記 ○副／会計 (1-4) 伊藤　弥生

中俣 木幡　幸恵 岡部　愛 井上　明美 亀井　恵美 倉本　博美 橋本　嘉子 (2-4) 細野　佳代子

(3-3) 尾崎　和恵

２－３ ○副委員長 会計 ⑨小田野

鶴田 粟野　春江 原嶋　直美 原田　久美子 杉山　カレン 倉島　加枝 古川　飛鳥 (1-3) 佐藤　明美

◎委員長

２－４ ◎委員長 社協 ○副委員長 (1-4) 座間味　貴子

奥山 佐藤　りん 大原　和美 原島　千春 伊藤　裕子 櫻田　ひかり 飯塚　裕子 ⑩宝生寺

(2-1) 渡邉　仁美

３－１ ○副委員長 書記 会計 (2-4) 河原　洋美

齋藤 加〄美　理恵 中澤　雅美 渡邉　由美 田中　利栄 吉村　亜矢子伊藤　喜佐恵⑪学区外

(1-1) 神崎　光子

３－２ 会計 ◎委員長／会計○副／書記 (1-2) 桑原　みどり

東郷 滝田　恵美子伊藤　美代江 鷹取　真樹 矢澤　博美 関口　妙子 小島　ゆう
子

(2-4) 藤原　紀子

３－３ 書記

吉田 高橋　由紀 井上　裕子 板橋　千亜紀 北野　正子 山下　江麻 酒井　香代子

３－４ ◎委員長 ○副委員長

佐〄木 木村　明美 武田　明子 安斉　代枝子 山崎　智世 桑原　由起子 綾部　るりこ

１　年 粕谷 清水 小澤 岡部

２　年 狩野 奥山 鈴木 中俣

３　年 橋本 佐〄木・菅原 東郷 吉田・輿水

平成２５年度　各委員会　委員名簿

学年委員 校外指導委員

担　当
教　諭

千田

堀越

齋藤



１．総括

１．学校行事への積極的協力と地域活動により活性化をはかり、子供の健全育成に努める。

２．教育内容の向上の為に努力する。

３．会員相互の親睦を深め、教養を高めるような研修活動をする。

４．運営委員会だよりを発行する。

２．委員会活動

8

・青尐対主催キャンペーンへの参加

・交通安全教室の開催

・本部行事への参加

選考委員会 ・平成２６年度本部役員の選出について

6
環境整備委員

会

・花壇整備および草むしり

・卒業式前日演壇の飾り付け

・本部行事への参加

7
校外指導委員

会

・自転車通学指導

・四校生活指導連絡会に出席

・地域行事（主に盆踊り大会）のパトロール

4 広報委員会
・年間２回の「新城」発行

・本部行事への参加

5 研修委員会

・校内での講習会などの開催

・社協への参加

・会員相互の親睦と教養を高めるような研修活動

・本部行事への参加

2 ２学年委員会

・学級懇談会の開催

・薬物乱用防止についての教室開催

・本部行事への参加

3 ３学年委員会

・学級懇談会の開催

・卒業についての取り組み

・本部行事への参加

第４号議案

（４）平成２４年度活動計画案審議

平成２５年度　八王子市立恩方中学校ＰＴＡ活動計画（案）

1 １学年委員会

・学級懇談会の開催

・禁煙教室の開催

・本部行事への参加



（単位：円）

予算額

888,000 2,400 × 370

48,000 2,400 × 20

495,247

100

1,431,347

（単位：円）

項 目 予算額

10,000

20,000

20,000

5,000

10,000

事務費 30,000

10,000

　８校外指導委員会費 10,000

230,000

100,000

１１環境整備委員会費 100,000

102,000

6,000

30,000

30,000

20,000

20,000

生徒福祉費 160,000 卒業記念品代・駅伝大会

Ｐ連分担金 　 １９Ｐ連関係分担金 35,000

連合活動費 　 60,000

保険料 　 50,000

積立金 周年行事 50,000 　

予備費 　 323,347

1,431,347

（単位：円）

予算額

50,000

539,118

100

589,218合　　　　　　　　　計

会　　費 本年度積立金 一般会計積立金より

その他 前年度繰越金 　

雑収入 利息

合　　　　　　　　　計

【特別会計　周年行事積立金】

収入の部

項 目 備　考

２１保険料 ＰＴＡ保険料

２２積立金 周年行事積立金

２３予備費

１７奨励費 記念品代

１８生徒福祉費

Ｐ連分担金

２０連合活動費 Ｐ連関係活動費

１４慶弔費

１５講演会費 禁煙教室

１６親睦会費 親睦会

活動費・研修旅行

活動費・花壇整備

１２学年委員会費 各クラス活動費

１３選考委員会費 活動費

　６交通費 活動交通費

活動費 一般活動費 　７本部活動費 活動費

活動費

　９広報委員会費 活動費・印刷費

１０研修委員会費

会議費、

需用費 　３消耗品費 資料用紙、インク代など

　４通信費 切手、電話

　５備品費

合　　　　　　　　　計

支出の部

節 備　考
運営費 会議費 　１総会費 花代

　２運営委員会費

会　　費 正会員会費

職員会費

その他 繰越金 　

雑収入 利息

（５）平成25年度予算案審議

平成25年度　八王子市立恩方中学校ＰＴＡ会計予算（案）

【一般会計】

収入の部

項 目 備　考

第５号議案



Ｐ　　Ｔ　　Ａ　　会　　則　　（案）

　　　第六章　　　集会と運営

　　　第18条
　　

変更
　　　第18条
　　

　　　第九章　　　附　　　則
追加
　　　第36条

この会則は平成２５年５月１１日から施行する。（一部改正）

その他

（７）その他

第6号議案

（6）PTA会則の改訂審議

（1）　校外指導委員会＝会員間の連絡、緊密化をはかる。生徒の校外の指導と
安全をはかる。青尐年補導機関と緊密に連絡をとる。学区外の会員は、一番近い

（1）　校外指導委員会＝会員間の連絡、緊密化をはかる。生徒の校外の指導と
安全をはかる。青尐年補導機関と緊密に連絡をとる。


