
府中第八中学校PTA 令和4年3月 　

■第１学年委員会
令和3年 6月 ・PTA会費集金

7月 ・第1回第1学年委員会（制服ﾘｻｲｸﾙについて）
12月 ・制服ﾘｻｲｸﾙｱﾝｹｰﾄ 配付

令和4年 2月 ・制服ﾘｻｲｸﾙ中止のお知らせ(ﾒｰﾙ配信)
■第２学年委員会

令和3年 5月 ・第1回第2学年委員会（一人一役割り振り・名簿作成・印刷配付）
・卒業式花束 希望確認

6月 ・PTA会費集金
10月 ・卒業生への花 花屋選定
12月 ・卒業式花束・先生方へのﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ準備

令和4年 1月 ～・卒業式花束・先生方へのﾒｯｾｰｼ決定
2月 ・花束配送詳細の確認等

■第3学年委員会
令和3年 6月 ・PTA会費集金

10月 ・卒業記念品選び
12月 ・卒業記念品発注

令和4年 1月 ・卒業記念品クラスごと仕分け
3月 ・卒業記念品学校へ受渡し

■推薦委員会
令和3年11月 ・第１回推薦委員会(ｱﾝｹｰﾄ配付) ・第２回推薦委員会(集計)

・選考及び候補者への連絡
令和4年 3月 ・役員選出終了報告

■校外委員会
令和3年 3月 ・第１回校外委員会

4月 ・第１回青少対委員会
5月 ・第２回青少対委員会 ・青少対広報部会
7月 ・ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 第1回打合わせ

・第3回青少対委員会
10月 ・年間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
11月 ・次期校外委員選出準備 ・四谷体育館運営協議会 ・第4回青少対委員会

令和4年 1月 ・凧作りｾｯﾄ作成・配付 ・青少対広報誌原稿ﾁｪｯｸ
3月 ・令和4年度校外委員選出のための調整会

・青少対広報誌 配付(予定)・第5回青少対委員会(予定)
・令和4年度第1回校外委員会 開催(予定)

■本 部
令和3年 3月 ・新入生向け 配付物の準備

4月 ・学年委員選出 ・総会議案検討、書面作成 ・書面総会の実施、書面 配付
・青少対第八地区第１回委員会 ・PTA総会報告・新体制発足
・一人一役ｱﾝｹｰﾄ 配付

5月 ・委員全体会 ・第1回運営委員会・保険打合せ ・体温計・プリンター購入
6月 ・PTA会費集金 ・青少対第八地区第２回委員会 ・環境整美(草むしり)
7月 ・PTAと市長との懇談会 ・第1回ｽｸｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 ・第2回運営委員会

8月 ・青少対ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
9月 ・P連理事会（延期） ・青少対第八地区第３回委員会

10月 ・新入生保護者説明会 ・青少対 相撲教材ビデオ撮影
・運営委員会便りの八中HP掲載 ・八中家庭教育学級企画

11月 ・小学校３校への本部役員募集、ｱﾝｹｰﾄ配付と回収 ・ｽｸｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ協議会
・環境整美(落葉掃き) ・青少対会合 ・第4回運営委員会

令和4年 1月 ・P連理事会 ・八中家庭教育学級打合せ
2月 ・八中家庭教育学級ｵﾝﾗｲﾝ開催 ・ｽｸｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ協議会(書面開催)

・P連家庭教育学級ｵﾝﾗｲﾝ開催
3月 ・会計監査,決算報告書,ﾘｻｲｸﾙ回収のお知らせ作成 ・第5回運営委員会 

・事業報告書作成 ・卒業記念品納品  ・卒業準備（記念品・花束）

・青少対理事会,委員会(予定) ・新年度準備 ・八中PTA新旧役員会(予定)

令和3年度 事業報告



＜収入の部＞ （単位：円）

予算額 決算額 増減 備　　考

1,118,400 1,161,600 43,200 1,600円×725世帯　+前年度分2世帯分(800円×2世帯)

790,890 790,890 0

0 8 8

1,909,290 1,952,498 43,208

＜支出の部＞ （単位：円）

項　目 節 予算額 決算額 増減 備　　考

本部役員活動費 120,000 750 119,250 諸会議費・研修・交通費

消耗品費 100,000 30,704 69,296 印刷用紙・事務用品費

印刷機使用料 30,000 0 30,000 印刷機レンタル・トナー代

卒業記念品費 350,000 275,749 74,251 卒業生祝品・卒業生と３年先生方向け花代

分担金 20,000 14,730 5,270 府中P連

通信費 60,000 61,500 △ 1,500
役員通信費（昨年度の校外委員への支払い1,500円を含む）・
切手・ＦＡＸ・記念品送付代等

学年委員会費 50,000 737 49,263 学年活動費

校外委員会活動費 20,000 0 20,000 地区活動費

推薦委員会費 10,000 0 10,000 推薦活動費

一人一役 50,000 0 50,000 活動費

防災対策費 60,000 0 60,000 八中防災対策費

会員研修費 30,000 0 30,000 P連研修・交通費等

P連スポーツ大会費 30,000 0 30,000 P連スポーツ大会費、ユニフォーム代

慶弔費 80,000 45,000 35,000 香典・お見舞い・餞別・お祝い

周年事業積立金 50,000 50,000 0 ５０周年記念事業費

保険料 300,000 290,923 9,077 保険（２種類）の更新

暖房器具レンタル・灯油費 98,340 98,340 0 令和２年度卒業式使用料

予備費 450,950 35,980 414,970 PTA用コピー機購入

合計 1,909,290 904,413 1,004,877

上記の通り、決算報告いたします。

令和4年3月5日　府中市立府中第八中学校PTA会計

会計監査報告

PTA会則第１５条により監査いたしましたところ、相違ないことを認めます。

令和4年3月5日　府中市立府中第八中学校PTA会計監査

※原本においては 署名 押印され、承認を得ています。

運営費

活動費

収入決算額　1,952,498  -　支出決算額　904,413　＝　繰越金額　1,048,085

令和３年度　府中市立府中第八中学校PTA決算報告

項　　目

会　費

繰　越　金

利　息

合　　計



（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期受取利息 当期末残高

250,006 50,000 0 2 300,008

250,006 50,000 0 2 300,008

上記の通り、決算報告いたします。
令和4年3月5日　府中市立府中第八中学校PTA会計

会計監査報告
PTA会則第１５条により監査いたしましたところ、相違ないことを認めます。

令和3年3月5日　府中市立府中第八中学校PTA会計監査

※原本においては署名 押印され、承認を得ています。

令和3年度　周年事業積立金報告

項　　目

周年事業積立金

合　　計
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