
 

 

令和２年度 

 

PTA 総会議案書 
及び 

資料 
 

日程    令和２年 5 月１４日(木) 
 
 

       

 

兵庫県立宝塚北高等学校 PTA 
PTA 専用メールアドレス t.kitapta@gmail.com 

 



- 1 - 
 

第 1 号議案 

令和元年度 事業報告(案） 

 

【本部役員会】  

５月 14 日 2０19 年度 PTA 総会 

 14 日 第１回役員会（以降年７回開催） 

 24 日 コミュニティすみれ総会 

６月 4,5 日 文化フェスティバル・チャリクルバザー 

 14 日 コミュニティすみれ運営委員会（以降毎月第２金曜日） 

 15 日 演劇科第３３回卒業公演 

 17 日  兵庫県公立高等学校 PTA 連合会総会 

19 日 国際交流実行委員会 

 23 日 ＧＳ科卒業研究発表会 

７月 2 日 学校評議員会（以降年３回開催） 

 11 日 宝塚市内県立高等学校ＰＴＡ（育友会）協議会（宝塚西高校にて） 

 13 日 第 45 回近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会大会（和歌山県和歌山市） 

 19 日 教科書評議委員会 

9 月   18 日  食堂購買運営委員会 

10 月 １日 体育大会への協力 

 26 日 学校説明会 

31 日  第 2 学年「総合的な学習の時間」に係る講演会協力 

11 月 7 日 生徒会との懇親会 

 20 日 日常英会話教室（全２回開催） 

 30 日 兵庫県公立高等学校ＰＴＡ連合会研究大会（神戸市） 

12 月 11 日 ＰＴＡ臨時総会 

2 月 4 日 ＰＴＡ常任委員抽選会 

 27 日 卒業記念品贈呈式 

 28 日 卒業式 

3 月 27 日 ＰＴＡ常任委員会 

 ８日 入学式 

4 月 10 日  教育振興費会計監査 

13 日 PTA 会費会計監査 

 21 日 ＰＴＡ常任委員抽選会（新入生） 

5 月 14 日 令和 2 年度ＰＴＡ総会 
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第 1 号議案 

【学年委員会】 

 学年委員会は、各学年の委員長・副委員長の計６名で構成されています。 

今年度は食堂試食会と保護者向け進路講演会を、各担当の学年委員が中心となり全員で

協力して行いました。 

「食堂試食会」（第一学年担当） 

10 月 17 日に、『チキン南蛮』または『オムライス』の中から一品を選ぶかたちで、保護者

の皆様に試食していただきました。 

「二年保護者向け進路講演会」（第二学年担当） 

10 月 17 日に、河合塾より山田浩靖先生をお招きし『最新入試情報と保護者の心構え』

をテーマに、二年保護者向け講演会を開催しました。 

「三年保護者向け進路講演会」（第三学年担当） 

12 月 10 日に、駿台予備校より恒川久仁子先生をお招きし『出願校決定のポイントと保

護者の心構え』をテーマに、三年保護者向け講演会を開催しました。 

各行事へのご参加及び実施に際し、ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げ

ます。 

 

 

【研修委員会】 

研修委員会は、14 名の委員がボランティア清掃班４名と、研修旅行班 10 名に分かれて、

それぞれで協力して活動しました。 

「ボランティア清掃」 
3 月 17 日に予定していましたが、中止となりました。 

「研修旅行」 
 10 月 24 日、淡路島への日帰りバスツアーを開催しました。野島断層保存館では当時の

記憶がよみがえり、防災の大切さを改めて感じました。ウェスティンホテル淡路では、地

元の食材をふんだんに使ったランチバイキングを堪能し、特産品であるお香の工場見

学・製作体験をし、たこせんべいの里でお土産を購入して帰路につきました。 

あいにくの雨模様の一日でしたが、他学年・他クラスの保護者の方たちの交流の輪が広

がり、楽しく過ごせたことを委員一同心より感謝いたしております。 

 以上、一年間楽しく活動させていただきました。皆様の行事へのご参加およびご協力、

本当にありがとうございました。ご協力頂きました皆様に心より感謝申し上げます。 
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第 1 号議案 

【広報委員会】 

広報委員会は、ＰＴＡ広報誌『松風』（まつかぜ）を年２回発行しています。 

14 名の委員が 69 号（7 月発行）、70 号（2 月発行）にそれぞれ分かれて担当しました。 

主に、学校行事での子供達の様子やＰＴＡ活動報告等を写真中心に紹介しております。 

編集作業は行事ごとに分担し、原稿・写真の依頼、レイアウトの決定、最後に校正作業を

行いました。ご協力頂きました各方面の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 

【保健厚生委員会】 

保健厚生委員会は 14 名の委員が「制服リサイクル」「体育大会」「健康講座」の３つのグル

ープに分かれて企画準備し、運営し、協力して活動しました。 

「制服リサイクル」 
  ６月の文化フェスティバルでの恒例行事です。今年度も盛況で、多くの方々に喜んで

頂けました。 

「体育大会」 
  １０月体育大会での PTA 競技として、恒例の”玉入れ”を企画しました。多くの保護者の

方々に参加していただき、おおいに盛り上がりました。参加賞として”ジップロック”を配

布しました。 

「健康講座」 

  １１月、”栄養バランスの取れたお弁当メニューを考えよう！”～成長期のお弁当の 栄

養バランスについて～とのタイトルで。「食」についての座学での健康講座を企画しまし

た。講師に「身体に優しいアスリート料理教室 Colza」主宰奥田佐智子先生をお招きし、 

講義していただきました。”お弁当作りが楽しみになりました”などの感想を頂き、参加者

の皆さんに喜んでいただきました。 

1 年間、楽しく活動することができました。皆さまの行事へのご参加、ご協力、本当にあり

がとうございました。 
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第 2 号議案 

令和元年度 PTA 会計収支決算報告書(案) 

 

収入総額 7,765,391

支出総額 6,003,815

差引残高 1,761,576 （次年度へ繰越）

１　収入の部 　 　　　　　　 （単位：円）

予算額 決算額 増減額 備考

1,299,090 1,299,090 0

5,712,000 5,668,300 -43,700 ５００×延べ11336.6人

0 18,001 18,001
利息　前年度役員返金　前年度会費徴収分
阪神地区活動助成金

0 780,000 780,000 研修旅行参加費　周年積立振替入金

7,011,090 7,765,391 754,301

２　支出の部

予算額 決算額 残額 備考

総務費 250,000 291,888 -41,888 高P連会費　PTA賠償保険　大会参加費　他

会議費 50,000 27,383 22,617 お茶　他

交通費 280,000 359,420 -79,420 役員、クラス委員　交通費

事務費 150,000 161,905 -11,905 切手　電話　緊急メール　光熱費　他

印刷費 110,000 75,621 34,379 総会資料業者印刷代

慶弔費 50,000 10,000 40,000 香典料

事務局費 700,000 305,200 394,800 事務局人件費・交通費　（R1.9.30迄）

広報委員会 380,000 371,560 8,440 広報誌「松風」発行費　他

研修委員会 450,000 653,185 -203,185 研修代（＠3,500円×80人=280,000円徴収）　 　

保健厚生委員会 60,000 22,096 37,904 体育大会参加賞　健康教室　他

学年委員会 70,000 45,980 24,020 講演会　他

進路対策費 1,200,000 1,150,126 49,874 進路関係本　長期休業中の空調費　他

文化講座費 30,000 12,371 17,629 日常英会話教室　他

環境整備費 180,000 64,050 115,950 花苗　緊急時飲料　他

生徒福祉費 350,000 349,870 130 学校図書購入

学校行事費 1,400,000 1,502,160 -102,160 テント　卒業記念品　皆勤賞　　周年記念他

0 1,000 -1,000 転出返金分

100,000 100,000 0 部活動助成金

200,000 200,000 0 国際交流事業援助金

300,000 300,000 0 記念事業積立金

701,090 0 701,090

7,011,090 6,003,815 1,007,275合計

科目

運
営
費

活
動
費

事
業
費

前年度繰越金

会費

雑収入

その他

合計

科目

部活活動助成金

国際交流費

積立金

予備費

PTA会費返金
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第 2 号議案 
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第 3 号議案 

令和元年度 教育振興費会計収支決算報告書（案） 

  

（単位：円） 
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第 4 号議案 

令和２年度 役員・委員名簿 

役員  【本部（案）】     

  役職 氏名 年-組  役職 氏名 年-組 
  会長 丸田 香代子 3-5  会計 中川 雅子 2- 
  副会長 芝野 由起子 3-6  会計 樋口 真理 2-5 
  副会長 高瀬 朱保 3-7    
  副会長 伊藤 万寿美 2-4  会計監査 山本 順子 2-5 
  書記 橋本 佐季子 3-3  会計監査 小杉 千恵 2-7 
  書記  豊里 真弓 2-5  顧問 宮垣 覚 学校長 

         

委員  【研修委員】  【保健厚生委員】 

  役職 名前 年－組  役職 名前 年－組 
    井上  1-1    橋本 1-1 
    橋本 1-3    甲〆 1-2 
    善本 1-3    藤田 1-5 
    新開 1-5    和田守 1-5 
    藤田 京子 2-1    齊藤 1-7 
    田中 佳子 2-4    矢野 留美 2-2 
    中上 昭子 2-5    薮内 房子 2-4 
    牛場 希 2-7    岡山 梓 2-5 
    川端 美記 2-8    川村 奈央 2-8 
    小林 麻里 3-1    大前 佳奈子 3-1 
    中井 佐絵 3-1    田中 美和 3-1 
    生島 なぎさ 3-3    和多 智保 3-2 
    齋 みゆき 3-3    阪本 千春 3-4 
    垣内 雅彦 3-4    村上 美由紀 3-4 
    花房 美絵 3-4    木子 和美 3-5 
    井上 美樹 3-5    濱中 聡美 3-8 

    高田 久真 3-7  【選考委員】 

    山本 美穂 3-7  役職 名前 年－組 

        盆野 1-1 
  【広報委員】    東元 1-2 

  役職 名前 年－組    野原 1-3 
    伊藤 1-2    田中 1-4 
    來住 1-4    寺内 1-5 
    寺田 1-6    浅原 1-6 
    村上 1-7    田中 1-6 
    吉見 1-7    杉山 1-8 
    前川 1-8    平松 1-8 
    田積 柴乃 2-1    梅田 恭子 2-1 
    船橋 千佳 2-1    吉村 綾子 2-3 
    松井 明子 2-1    柿木 美希 2-4 
    塚本 朋子 3-2    菅田 道子 2-4 
    衣川 有砂 3-6    鈴木 由起 2-5 
    林田 幸子 3-6    増田 尚子 2-6 
    山田 恵子 3-8    大東 美紀 2-7 
    吉田 幹子 3-8    佐藤 文緒 2-7 

        飯村 匡博 2-8 
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第 5 号議案 

令和 2 年度 事業計画（案） 

1. 本部活動について 

（1） 総会・役員会・常任委員会の開催 

（2） 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会への参加 

（3） 近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会大会への参加 

（4） 兵庫県公立高等学校ＰＴＡ連合会総会・大会への参加 

（5） 宝塚市内県立高等学校ＰＴＡ協議会への参加 

（6） コミュニティすみれ総会・幹事会・運営委員会への参加 

（7） 学校評議員会への参加 

（8） 国際交流実行委員会への参加 

（9） 食堂購買運営委員会への参加 

（10） 学校保健安全委員会への参加 

（11） 教育振興運営委員会への参加 

（12） 制服リサイクル 

（13） 生徒会との懇親会 

（14） オーストラリア・マレーシアからの研修団派遣 

（15） オーストラリア・マレーシアからの研修団受入れ 

 

2. 各委員会活動について 

（1） 広報委員会 

ア.  広報紙年 2 回発行 

（2） 保健厚生委員会 

ア.  体育大会ＰＴＡ競技の企画 

イ.  食堂試食会の開催 

ウ.  健康教室の開催 

エ.  食堂購買運営委員会への参加 

オ.  学校保健安全委員会への参加 

（3） 研修委員会 

ア.  研修旅行の開催 

イ.  進路講話会（年 2 回） 

ウ.  第 29 回日常英会話教室の開催 

（4） 選考委員会 

ア.  常任委員選考（本部・各専門委員） 

   

3．委員会全体活動   

（1） ボランティア清掃 

（2） 体育大会立ち番 
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第 6 号議案 

令和 2 年度 PTA 会計収支予算(案) 

 

収入総額 7,711,576

支出総額 7,711,576

差引残高 0

１　収入の部 　 　　　　　　 （単位：円）

前年度決算額
令和２年度

予算額
増減額 備考

1,299,090 1,761,576 462,486

5,667,300 5,670,000 2,700 ＠５００×延べ１１，３４０人

18,001 0 -18,001 利息　助成金　他

780,000 280,000 -500,000 研修旅行参加費

7,764,391 7,711,576 -52,815

２　支出の部

前年度決算額
令和２年度

予算額 増減額 備考

総務費 291,888 700,000 408,112 高P連会費　PTA賠償保険　大会参加費他

会議費 27,383 50,000 22,617 お茶他

交通費 359,420 600,000 240,580 本部役員、常任委員　交通費

事務費 161,905 250,000 88,095 郵送　電話　緊急メール　光熱費他

印刷費 75,621 20,000 -55,621 印刷用紙代

慶弔費 10,000 50,000 40,000 香典料

広報委員会 371,560 400,000 28,440 広報紙発行費他

研修委員会 653,185 720,000 66,815 研修旅行　進路講演会　英会話教室

保健厚生委員会 22,096 30,000 7,904 体育大会参加費　健康教室　食堂試食会

選考委員会 0 10,000 10,000 活動費

進路対策費 1,150,126 1,200,000 49,874 進路関係本（赤本他）長期休業中の空調費他

環境整備費 64,050 100,000 35,950 花苗　緊急時飲料他

生徒福祉費 349,870 550,000 200,130 学校図書購入 体育大会生徒飲料他

学校行事費 1,502,160 1,500,000 -2,160 テント　卒業記念品他　皆勤賞他

100,000 100,000 0 部活動助成金

200,000 200,000 0 国際交流事業援助金

300,000 300,000 0 記念事業積立金

364,551 0 -364,551 今年度予算の費目がない前年度の支出分

0 931,576 931,576

6,003,815 7,711,576 1,707,761

※予算の執行上必要がある場合は、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

国際交流費

積立金

予備費

合計

合計

科目

運
営
費

活
動
費

事
業
費

部活活動助成金

その他

その他

科目

前年度繰越金

会費

雑収入
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第 7 号議案 

  

（単位：円） 
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第 8 号議案 

賠償責任補償制度加入について（PTA 団体保険） 

【提案】 対象を PTA 会員の生徒全員２４時間学校内外プライベートの時間

も保障、年間 400 円×PTA 会員の生徒人数への加入 

詳細については添付資料 1、2 をご覧ください。 

現在は、PTA 活動中についての保障のみの、年間 100 円×PTA 会員数に加

入しています。 

 

【理由】 生徒への補償内容が充実しているため 

 

 

 

第 9 号議案 

規約改訂 会計の人数について 

【提案】 第 2 章 第 5 条下線部変更   

｢ 会計２名 」を「会計若干名」 

 

第 2 章 第 8 条に下線部追加 

「役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし会計のみ１年と

し再任は不可とする。」 

【理由】 現在、抽選等で役員選出が行われており、選出された年度によっては各個人
の事情が異なるので、役員内で役職の人数の調整ができるようにするために若
干名に。また、年度によっては 1 人で会計を担当する可能性があり、1 人が数年
に渡り会計をすることは望ましくないため年度ごとに交代を。 

  

  

 

第１０号議案 

規約改訂 書面総会について 

【提案】 第３章 第９条 （5）を追加 

      役員会が必要と認めた場合は、書面にて総会を行うことができる。

この場合議決権の行使は原則として、会員の書面（メール等を含む）

による議決権行使書により行う。議決権行使書の未提出及び白紙

提出は賛成に含むものとする。 
 

【理由】 現在書面総会についての記載がないため追加 
 

以上 
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資料 1 
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資料 2 
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兵庫県立宝塚北高等学校ＰＴＡ会則 

第１章 総 則 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は、兵庫県立宝塚北高等学校ＰＴＡと称し、事務局を同校内に置く。 

 

（目的及び方針） 

第２条 本会は、保護者、教職員相互が協力して、生徒の健全なる育成をはかり併せ         

て本校教育の充実に資することを目的とする。 

    本会は、営利的、宗教的、政治的、政党的であってはならない。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１） 会員相互の研修と親睦をはかること。 

（２） 生徒の学習、諸活動の援助及び充実をはかること。 

（３） 教育環境の整備、充実をはかること。 

（４） 関係諸機関との連携をはかること。 

（５） その他本会の目的達成に必要な事業。   

    

第２章 組 織 

（構 成） 

第４条 本会は、次の会員をもって組織する。 

 （１） 正 会 員  本校に在籍する生徒の保護者 

 （２） 特別会員  本校教職員 

 

（役 員） 

第５条 本会には次の役員を置く。 

 （１） 会  長      １名 

 （２） 副 会 長      ２～３名 

 （３） 書  記      ２名 

 （４） 会  計      ２名 

 （５） 会計監査      ２名 

 （６） 専門委員      若干名 

 （７） 顧  問      若干名 

  

（役員の任務） 

第６条 役員の任務は次のとおりとする。 

（１） 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 

（３） 書記は、本会に属する事務をつかさどる。 
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（４） 会計は、本会の会計事務をつかさどる。 

（５） 会計監査は、本会の会計を監査し、会員に報告する。 

（６） 専門委員は本会運営上の議案を審議、決定する。 

（７） 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の運営について助言する。 

 

（役員の選出） 

第７条 前条による役員の選任は次のとおりとする。 

（１） 会長、副会長、書記、会計、会計監査の各役員は、常任委員会において選出し、総会の

承認を受ける。 

（２） 入学時に今年度・次年度・次々年度の３年分の委員を各クラスより若干名選出する。 

（３） 顧問は、常任委員会が推薦したもの及び学校長とする。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、1 年とし、再任を妨げない。 

 

第３章  会 議 

 （会議） 

第９条 会議は、総会、役員会、常任委員会とし、会長が招集する。 

 （１）総会は、会員の過半数をもって成立し、議決は出席会員の多数決による。毎年 1 回以上

開き、会務の報告、役員の承認、予算の議決、決算の承認、会則変更その他重要事項を

決議する。  

    ただし、会長が必要と認めた場合及び全会員の 3 分の１以上の要求があった場合は、臨

時総会を開くものとする。 

 （２）役員会は、本会運営上必要な事項を企画審議する。 

 （３）常任委員会は、本会運営上必要な事項を審議する。緊急を要する場合は、常任委員会の

議決をもって総会にかえることができる。ただし、この場合は、次の総会において報告

し、承認を得なければならない。 

 （４）専門委員会は、広報、研修、保健厚生、選考などの各部門にわかれ、それぞれの任務を担

当する。各専門委員会は、必要に応じ会長と協議の上それぞれの事業を執行する。 

 

第４章   会 計 

（経理） 

第１０条 本会の経費は、会費、その他をもってこれにあてる。正会員は、本会の事業を行うの

に必要な会費を負担し、定額を納付する。 

ただし、生徒 1 人を単位とし、月額５００円を納入する。 

また、特別の事情のある場合は、常任委員会の承認を経て、会費の一部または全額を

免除することができる。 

 

（会計年度） 

第１１条 本会の会計年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。 
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（慶弔費） 

第１２条 会員の弔慰費に関する規定は、会員またはその生徒が死亡した場合は、10,000 円の香

典を支出する。 

第１３条 上記以外の慶弔、見舞いなど必要とする場合は、本部役員協議の上決定する。なお、

支出した場合は役員会にて報告する。 

 

第５章 個人情報の取り扱い 

第１４条 本会の活動を推進するために、必要とされる個人情報の取得や利用、管理については

次の通り適正に運用するものとする。 

     （１）取得した個人情報は決めた目的以外のことに使わない。 

     （２）取得した個人情報は安全に管理する。 

     （３）本人からの「個人情報の開示請求」には応じる。 

附 則 

第１条 本会則は、昭和 60 年 6 月 4 日より施行する。 

  本会則は、平成 2 年 5 月 28 日に一部改正 

本会則は、平成 3 年 5 月 27 日に一部改正 

本会則は、平成 5 年 5 月 24 日に一部改正 

本会則は、平成 18 年 5 月 19 日に一部改正 

本会則は、平成 19 年 5 月 18 日に一部改正 

本会則は、平成 24 年 5 月 18 日に一部改正 

本会則は、令和元年 12 月 11 日に一部改正 

 

 

 


