
 

 

令和 2年５月 1日 

中山小学校 PTA会員の皆様へ 

中 山 小 学 校 父 母 教 師 会 

会 長  大 場  堅 太 

 

令和２年度 PTA定期総会について 

 

 日頃のＰＴＡ活動に対しましての御理解と御協力に感謝申し上げます。 

 さて，先日学校からのおたよりにて，令和２年度ＰＴＡ定期総会は書面での審議に変更するとお知らせしましたが，臨

時休校および新型コロナウィルスによる感染拡大防止のため，印刷物の作成は控えることにいたしました。つきまして

は，学校ホームページに掲載の本資料「令和２年度仙台市立中山小学校ＰＴＡ総会資料」を御確認いただき，審議をお

願いいたします。なお，今年度は特例として，以下の方法で賛否を確認させていただきますので御理解のほどお願い

いたします。 

  

 

【賛否確認の方法】 

 〇審議いただきたい内容 

１） 資料ｐ.９ 予算（案） 

         （資料ｐ.１０の補足事項を参考にしてください。） 

２） 資料ｐ.１１ 仙台市立中山小学校父母教師会会則 改定（案） 

３） 資料ｐ.１２ 仙台市立中山小学校父母教師会運営細則 改定（案） 

 

※資料ｐ.７～８ 活動計画（案）は，現状計画の策定が困難で，学校再開以後の行事予定に合わせて再検討す

るため，審議の対象から外しました。参考までに御確認ください。 

 

※通常はＰＴＡ役員名簿(案)も載せますが，ホームページに掲載するため，個人情報保護の観点から資料から 

除外しました。御了承ください。 

  

    ※審議の対象ではありませんが，会計報告監査報告についても，個人情報保護の観点から会計と会計監査の 

署名を削除しました。御了承ください。 

 

 

〇審議の流れ 

・ 学校再開後に「賛否確認用紙（別紙参照）」を配布いたします。 

・ 上記審議事項について異議のある方は，賛否確認用紙に必要事項を御記入の上，御提出ください。 

・ 賛否確認用紙の提出がなければ，賛成とみなします。 

・ 御提出いただいた賛否確認用紙を集計し，審議結果を後日御報告いたします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

賛否確認用紙 

 

私は，令和２年度ＰＴＡ定期総会の協議事項について，以下のとおり議決権を行使します。 

（以下の協議事項について異議がある方は，記入欄に〇をしてください。） 

 

令和２年度ＰＴＡ活動に関する協議事項 

 

①  令和２年度予算（案）について 

②  仙台市立中山小学校父母教師会会則 

             改定（案）について 

③  仙台市立中山小学校父母教師会運営細則 

改定（案）について 

 

① について反対します 

② について反対します 

 

③ について反対します 

 

 

 その他御意見はこちらに御記入ください。 

 

 

令和２年   月   日    

 

 

   年   組   児童氏名                 

 

 

保護者氏名               印 

 

 

担任の先生 → 教頭先生 → ＰＴＡ本部 

 

 

 

  



 

 

 

令和２年度 仙台市立中山小学校ＰＴＡ総会資料 

 

  ◎報告と協議 

 

① 令和元年度活動報告 

② 令和元年度会計報告と監査報告 

③ 令和２年度活動計画（案） 

④ 令和２年度予算（案） 

⑤ 仙台市立中山小学校父母教師会会則改定（案） 

⑥ 仙台市立中山小学校父母教師会運営細則改定（案） 

 

 

 

 ◎お知らせ 

 

①  仙台市 PTA 協議会会費について 

②  杜の都こども総合保険のご案内 

③  仙台市 PTA 協議会傷害補償制度のご案内 

 

 

 

 

 

 

「委員引き受けカード」等で，父母教師会が取得した個人情報は，中山小学校父母教師会 

及び仙台市 PTA 協議会の活動等に必要な場合に限って使用いたします。 

 

  

 

 

 

令和２年４月１５日   

中山小学校父母教師会  
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活動報告書 (１) 

 

役員会・運営委員会 常置連絡会 

 

５月 青葉区ＰＴＡ連合会総会出席 

   第 1回運営委員会開催 

６月 第 1回バザー実行委員会開催 

   中山中学校区青少年健全育成 

           協議会総会出席 

普通救命講習会及び 

プール開放説明会 1回目開催 

７月 普通救命講習会及び 

     プール開放説明会 2回目開催 

    とびのこまつり手伝い 

８月 夏季休業中プール開放(9日間) 

   第 2回バザー実行委員会開催 

９月 青葉区ＰＴＡ連合会健全育成 

講演会出席 

第 2回運営委員会開催 

第 3回バザー実行委員会開催 

１０月 学区民運動会手伝い 

ＰＴＡバザー開催 

１１月 第 4回バザー実行委員会開催 

    中山中学校区健全育成講演会出席 

    PTAフェスティバル参加 

１２月 第 4回バザー実行委員会開催 

２月 第 3回運営委員会開催 

 ４月 ＰＴＡ入会式・ＰＴＡ総会開催 

 

＊必要に応じ役員会開催・おたより発行 

 

 

１１月 ＰＴＡバザー参加 

 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ出席 

 

 

 

 

学年連絡会 

 

５月 ベルマーク説明会参加 

   回収箱の設置 

７月 とびの子まつり手伝い 

１０月 ベルマーク集計 

１１月 学芸会手伝い 

 

＊年間を通して「ベルマークだより」発行 

 

 

 

 

地区連絡会 

 

４月 新入生下校指導 

８月 プール片付け 

１１月 ＰＴＡバザー参加 

 ２月 子ども会入会届受け取り 

 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ出席 
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活動報告書 (２) 

 

研修交流委員会 広報委員会 

 

２月 年間活動計画立案 

５月 運動会来賓接待 

 ７月 要覧「なかやま」印刷製本 

１０月 ＰＴＡフェスティバル準備 

    （パネル作成） 

    ＰＴＡバザー参加 

１１月 ＰＴＡフェスティバル参加 

 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ出席 

 

 

 

 

 

 ２月 年間活動計画立案 

 ５月 運動会写真撮影 

１０月 ＰＴＡバザー参加 

１１月 学芸会写真撮影   

１２月 ＰＴＡ会報「なかやま」発行 

 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ出席 

 

 

 

環境育成委員会《校内》 環境育成委員会《地区》 

 

２月 年間活動計画立案 

 ４月 春の交通安全週間横断幕設置撤去 

５月 プール清掃参加 

６月 美化活動 

   普通救命講習会参加 

７月 夏休みプール開放準備等 

９月 秋の交通安全週間横断幕設置撤去 

１０月 ＰＴＡバザー参加 

１１月 美化活動 

 ２月 美化活動 

 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 年間活動計画立案 

４月 春の交通安全指導実施（地区巡視） 

５月 危険箇所点検 

６月 普通救命講習会及び 

    プール開放説明会参加 

 ７月 夏休みプール開放前準備 

９月 秋の交通安全指導実施 

１０月 学区民運動会手伝い 

    ＰＴＡバザー参加 

 

＊必要に応じ委員会開催 

＊年間を通して地区巡視だより，環境育成だよ

り発行 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ出席 
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活動報告書 (３) 

 

１学年委員会 ２学年委員会 

２月 年間活動計画立案 

５月 給食試食会お便り作成配付 

６月 学年行事「給食試食会」開催 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１０月 学区民運動会手伝い 

 ＰＴＡバザー参加 

１１月 学芸会手伝い  

    ベルマーク集計 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ参加 

２月 年間活動計画立案 

５月 運動会手伝い 

７月 とびのこまつり手伝い 

 ９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１０月 学区民運動会手伝い 

    ＰＴＡバザー参加 

１１月 学芸会手伝い 

ベルマーク集計 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ参加 

３学年委員会 ４学年委員会 

２月 年間活動計画立案 

７月 とびのこまつり手伝い 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１０月 学区民運動会手伝い 

ＰＴＡバザー参加 

１１月 学芸会手伝い 

ベルマーク集計作業 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ参加 

２月 年間活動計画立案 

７月 とびのこまつり手伝い 

 ９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１０月 学区民運動会手伝い 

    ＰＴＡバザー参加 

１１月 学芸会手伝い 

ベルマーク集計作業 

学用品等選定委員会出席 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ参加 

 

 
５学年委員会 ６学年委員会 

２月 年間活動計画立案 

７月 とびのこまつり手伝い 

９月  次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１０月 学区民運動会手伝い 

    ＰＴＡバザー参加 

１１月 学芸会来賓受付・校内巡視 

ベルマーク集計 

    学用品選定委員会出席 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ参加 

２月 年間活動計画立案 

７月 とびのこまつり手伝い 

    卒業式準備（コサージュ選定） 

 ９月 卒業式準備（記念品選定） 

１０月 学区民運動会手伝い 

    ＰＴＡバザー参加 

１１月 学芸会手伝い 

＊必要に応じ委員会開催 

＊運営委員会・バザー実行委員会へ参加 
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活動計画(１)（案） 

 

役員会・運営委員会 

◆助け合い，笑顔で楽しく活動する 

 

・役員会の開催 

・運営委員会の開催（全３回） 

・バザー実行委員会の開催（全４回） 

・普通救命講習会及びプール開放説明会開催 

・プール開放(夏季休業中) 

・中山中学校区健全育成総会出席 

・「中山中学校区健全育成講演会」出席 

（中山中・川平小・中山小） 

・ＰＴＡ総会の開催 

・おたより発行（必要に応じ） 

・ＰＴＡ入会式 

・ＰＴＡバザー 

・とびのこ祭り ・学区民運動会 

・スポーツフェスティバル ・五校連絡会 

 

学年連絡会 地区連絡会 

◆協力して活動を進めていく 

 

・運営委員会出席 

・給食試食会の打ち合わせ,準備（１学年委員） 

・とびの子まつり準備 

・バザー 

・学区民運動会準備 

・学芸会お手伝い 

・ベルマーク集計 

・次年度委員希望者リストアップ 

・卒業式準備（６学年委員） 

・ＰＴＡ総会 

・新年度委員準備・引継ぎ 

 

◆ みんなで協力して笑顔あふれる 

1年にしましょう 

 

・運営委員会出席 

・年間活動計画立案 

・中山中学校区健全育成総会出席 

・「中山中学校区健全育成講演会」出席 

・バザー 

・次年度地区役員選出 

・地区連絡会引継ぎ 

・新１年生保護者説明会出席 
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活動計画(２)（案） 

 

研修交流委員会 広報委員会 

◆委員の皆さんと協力して 

1年間楽しく活動する 

 

 

・運営委員会出席  

・要覧なかやま印刷・製本 

・とびのこまつり手伝い 

・運動会来賓受付     
・学芸会来賓受付          
・PTAフェスティバル 

（パネル搬入,撤去，手伝い） 
・新年度委員準備,引継ぎ 
・バザー 

◆全員で協力しあい年間予定に沿って 

１２月の発行を目指す 

 

 

・運営委員会出席 

・入学式での写真撮影 
・新入生歓迎会での写真撮影 
・運動会での写真撮影 
・広報紙発行 
・学芸会での写真撮影 
・バザー 
・総会 
・要覧なかやま印刷・製本 

環境育成委員会《校内》 環境育成委員会《地区》 

◆みんなで協力して環境美化 

 

 

・運営委員会出席 

・交通安全週間横断幕の設置（年２回） 

・美化活動（年３回） 
・プール清掃参加 
・夏休みプール開放準備等 
・「中山中学校区健全育成講演会」出席 
（中山中・川平小・中山小） 

・バザー 
 

◆プール開放，巡視の計画を中心にできるだ

け負担を減らし子ども達に安全を届ける 
 
 
・運営委員会出席 
・春の交通安全指導 
・地区だより発行（年 5回） 
・プール説明会参加 
・危険箇所点検 
・プール当番表作成 
・プール開放準備 
・学区民運動会準備・手伝い 
・バザー 

各学年委員会（１学年～６学年） 

◆１学年：協力し合い，一年間楽しく活動する 

◆２学年：みんなで協力して楽しみながら活動しましょう 

◆３学年：楽しく無理せずがんばりましょう 

◆４学年：協力して活動しましょう 

◆５学年：協力しあって，スムーズに活動する 

◆６学年：力を合わせて，一年間楽しく活動しよう 
 
 
・年間活動計画立案         ・委員会の開催 
・学芸会手伝い           ・運営委員会出席 
・学年行事の開催          ・とびの子まつり手伝い 
・ベルマーク集計          ・学区民運動会準備手伝い 
・バザー              ・次年度委員希望者リストアップ 
・「学年だより」発行（必要に応じ） 
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令和２年度予算（案）に関する補足事項 

 

 

① 支出の部．１．事業費のベルマーク運営費について 

 令和元年度 PTA 会計報告では，学年運営費の中にベルマーク運営費を組み込んでいましたが，学年による

行事は開催されなかったため、学年運営費の支出がほとんどありませんでした。また，ここ数年，学年によ

る行事が開催されていないことから，令和２年度予算(案)では，学年運営費自体をなくしベルマーク運営費

の予算を単体で計上することを提案します。 

 

② 支出の部．５．入卒記念品費について 

 令和元年度 PTA 会計報告では，予算が３５万円でしたが，消費税増税に伴い物価が上昇しているため，４

０万円に増額しました。なお，令和元年度卒業式および令和２年度入学式は規模を縮小したため，例年より

も決算額が少なくなっております。 

 

③ 支出の部．６．児童活動補助費について 

 令和元年度まで，震災遺構荒浜小学校見学のバス代は仙台市からの補助金がありましたが，令和 2 年度は

補助金がなくなるため，その分の支出増を見込んで計上しました。 

 

④ 支出の部．１２．備品購入費について 

 令和元年度 PTA会計報告で 30万円を予算として計上し，決算額 0円だったにもかかわらず，令和 2年度予

算(案)でも 30万円を計上しているのは，パソコンやコピー機などの購入に備えて積み立てるためです。令和

２年度は，購入または次年度に積み立てを行う予定です。 

 

⑤ 支出の部．１５．光熱費について 

 学校内の各教室にエアコンが設置されたことを機に，令和２年度より，エアコンの設置されていない PTA

会議室で使用する灯油代は，PTA予算に計上することになりました。 
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仙台市立中山小学校父母教師会会則 改定 （案） 

 

第１４条 （連絡会） 

 

≪現在の規約≫ 

 

各委員会間の活動計画等の連絡調整のため，次の連絡会をおく。 

(1)  常置連絡会 

(2)  学年連絡会 

(3)  地区連絡会 

 

≪改定案≫ 

 

各委員会間の活動計画等の連絡調整のため，次の連絡会をおく。 

(1)  学年連絡会 

(2)  地区連絡会 

 

 ＊改定理由：常置委員会の各委員会（研修交流，広報，環境育成（校内））が合同で活動する行事がなくなり，

連絡会の必要性がなくなったため。 
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仙台市立中山小学校父母教師会運営細則 改定 （案） 

 

第 11 条 （連絡会） 

 

≪現在の規約≫ 

 

 各連絡会の構成は，次のとおりとする。 

（1） 常置連絡会 

各常置委員会の委員長および複委員長で構成し，各常置委員会間の連絡調整にあたる。 

また，その代表は常置連長となる。 

（2） 学年連絡会 

各学年委員会の委員長および複委員長で構成し，各学年委員会間の連絡調整にあたる。 

また，その代表は学年連長となる。 

（3） 地区連絡会 

各地区委員会の委員長をもって構成し，各地区委員会間の連絡調整にあたる。また，その代表は地区

連長となる。 

 

 ≪改定案≫ 

 

 各連絡会の構成は，次のとおりとする。 

（1） 学年連絡会 

各学年委員会の委員長および複委員長で構成し，各学年委員会間の連絡調整にあたる。 

また，その代表は学年連長となる。 

（2） 地区連絡会 

各地区委員会の委員長をもって構成し，各地区委員会間の連絡調整にあたる。また，その代表は地区

連長となる。 

 

 ＊改定理由：常置委員会の各委員会（研修交流，広報，環境育成（校内））が合同で活動する行事がなくなり，

常置連絡会の必要性がなくなったため。 
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