
第６回 PTA 理事会便り ３月号                      令和５年３月１５日        

船橋中学校 ＰＴＡ 

（令和５年３月４日実施）                               会 長  荒井 拓 

１．挨拶 

＜会長＞ 

３月ということで、活動のまとめと振り返りの時期になりました。 

今年の活動は、ウィズコロナということで、広報紙の発行、元武道場脇の環境整備、登下校時等

の生徒指導や体育祭・合唱祭などの学校行事などへの協力、１１月に行った船中フェスタの開催が

ございました。 

また、船中フェスタのアンケートへのご協力ありがとうございました。内容は別添資料船中フェス

タ 2022アンケート集計結果をご覧ください。次年度の参考にさせていただきます。 

本年も会員のみなさまには大変お世話になりました。来年も本会の活動にご理解ご協力ください

ますよう、お願い申し上げます。 

２．幹事会より 

（1）活動報告：2/4 臨時幹事会  

（2）P連報告：2/22 Ｐ連理事会開催   

３．各学年・専門委員会報告 

【１学年】 なし  【2学年】 なし 

【3学年】 1/7・1/25・2/2・2/24・3/9 学級理事会議 

【１  組】 2月  3年生を送る会景品用意・卒業式用担任花束手配 

【広 報】 3月  PTA広報紙コンクール出品 

【校外対策】 1/18 校外便り発行（学校ＨＰに掲載） 

        1/11・2/1 イオンパトロール   

1/11・2/1・2/21 下校指導（内 2/1・2/21先生方と一緒に危険な箇所に立っての下校指導） 

1/18・2/13・14・15・3/1 挨拶運動 （1/25天候不良で中止） 

 1/18・2/8 市民の会出席  2月 看板点検 3/4 定例会 

【青少年補導委員】 1/26 地区補導（タイトーステーション） 

             2/ 9  青少年補導委員研修会の感想と活動についての話し合い 

【親父の会】     3月中旬  次年度の役員決めと引継ぎを予定 

【ＰＴＡバレーボール】 なし 

４．入学式について  

  4/10（月） ・・・入学式終了後、クラス役員選出のお手伝いを広報・校外対策委員の担当者に 

お願い済 詳細は後日連絡 

 

５．合同委員会について（新旧委員の引継ぎ会） 

  4/15（土） ・・・9：30～ 船中ランチルームにて  詳細は後日連絡 



６．ＰＴＡ総会について 

書面開催で実施 

※総会資料については、船橋中学校ＨＰの PTA枠に掲載予定 

 書面開催の案内お手紙を４月中旬に配布予定 

７．会則規定によるＰＴＡ功労対象者について（対象者：２年連続して役員をされた方） 

対象者数 １０名（内訳：幹事会 ５名 学級理事２名 広報委員会３名） 

８．審議・承認事項 

   ・特別会計規約改正（別添資料新旧対照表 船橋市立船橋中学校ＰＴＡ特別会計規定参照） 

     有価物回収の収益金が今年度で終了することになることに伴い提案・現行に伴わない項目の

見直しを提案 → 挙手多数により承認 

   【特別会計に対するご報告】 

※特別会計の収入源だったバザーの収入が現在は見込めないこと、また今年度で有価物回収

収益金が廃止となることから、次年度から特別会計で支出していた体育祭飲料代・新入生の

防災備蓄品代を一般会計からの支出に変更予定。これに伴い、新たに一般会計の支出項目

として「生徒活動消耗品費」を設け、毎年予算を計上する予定。 

９．学校より 

〇3/14 給食終了 ○3/15 １・２年生保護者会 ○3/24 修了式・離任式  

○4/ 7 始業式   ○4/10入学式  〇4/13 ２・３年生保護者会 

○4/18 ３年生全国学力状況調査  ○4/ 19 １・２年生実力テスト  

 ○4/26・27・28・5/3  学区訪問  

   ・校外対策委員会に下校指導について相談した際の迅速な対応に感謝いたします。 

・「３年生を送る会」が先週行われました。１年生が合唱と呼びかけ、２年生がハンドダンスを行い、

各学年とも力のこもった素晴らしいものでした。 

   ・来年度から始まる新しい制度についてご説明します。学校評議員制度が今年度をもって制度の

廃止となります。替わって令和５年度より通称コミュニティスクール（学校運営協議会制度）が新

たに始まります。船橋中学校は当初令和６年度をスタートと考えておりましたが、市教育委員会

の要請により急遽令和５年度よりスタートすることになりました。学校が抱える問題が多様化して

いく中で、地域の子どもは地域で育てていこうというところがあり、学校・保護者・地域が協力し

て学校を運営していこうという制度です。委員については校長を含め８名なので、お願いする

方々については学校側で考えているところです。 

   ・学校評価アンケートの結果は前回の学校便りにデータは出していますが、分析や保護者からの         

    ご意見は紙面に載せきることが出来なかったので、全意見を学校 HPにアップします。 

 ８．その他 

・船中フェスティバル 2022のアンケートの結果（別添資料船橋フェスタ 2022アンケート集計結果） 

・特別会計より 夏見有価物連絡会より 201,290円（令和 4年 4月～9月分)が振り込まれました。 

 この会は今年度をもって解散となりますので、今回が最後の振り込みとなります。 

一年間ありがとうございました 



- 1 - 

船中フェスタ 2022アンケート 集計結果 
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問６ 物販（キッチンカー、弁当、パン）の感想を教えてください。 

   キッチンカー 

    ・味については、賛否両論 

・並び過ぎ（買うまでに１時間近く並んだので、とても疲れました。） 

    ・少し台数があれば良い 

    ・値段については検討の余地あり 

   弁当、パン 

・味については、概ね好評 

・事前申し込み制は好評。会計の方法、配付方法は改善の余地あり 

・当日購入できるお店が増えたら嬉しい 

 

 

問８ 問７で回答した理由を教えてください。 

主な意見：１組さんの物販が良かった 

     学校の雰囲気や活動を見ることが出来て良かった 

     友達と楽しむことができたから 

     気になる部活（例：管弦楽）の発表を見ることができたのが良かった 

     募金活動はこのような機会でないとしない人が多いと思うから今後も開催して募金を

してほしい。 

     学校見学と重なってしまい、参加できなかった 

     近隣の小学校の参観と日程が被らなければ楽しめるため 

     事前の準備が足りていなかったように感じた 
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問９ その他 次回に向けてやって欲しい企画、物販などがあれば教えてください。 

   ・キッチンカーの値段がわからなかったので、事前に大体の値段がわかるといいなと思いました 

   ・キッチンカーなど物販を増やしてほしい。部活に参加するまでの限られた時間しかなく、結局、

間に合わなかった。 

・お手伝いの方を事前に募集してほしいです。あと、ゴミ袋を各所に設置してほしい 

   ・クッキーやドーナツなど、軽食がもっとあると良い 

   ・ビンゴ大会など誰もが参加できるような景品付きのイベントがあってもいいと思う 

   ・フリマ 学校用品などあれば助かります 

   ・今回発表があった部活以外も、発表があれば、いいと思います 

   ・制服のリサイクルができる場があると良いです。着用回数が少ない制服を寄贈し、必要な方に 

使っていただけるとありがたいです 

   ・友達との思い出になるので写真を撮ってほしい、かわいい文房具を売ってほしい、野菜をもっと

たくさん売ってほしい 

 

以上 



新旧対照表（船橋市立船橋中学校 PTA特別会計規程） 

訂正前 訂正後 

（名  称） 

第 1条  この特別会計は船橋市立船橋中学校 PTA特別会計と称する。（以下船中 PTA特別会計という） 

（目  的） 

第 2条  船中 PTA特別会計は、生徒の諸活動の活性化、学校教育環境の整備、PTA活動の充実のために設ける。 

（事  業） 

第 3条  この特別会計は第 2条の目的を達成するために主に次の事業に当てられる。 

  １． 生徒の諸活動に対する援助 

  ２． 学校教育環境の整備に対する援助 

  ３． PTA活動に伴う備品購入など費用補充 

  ４． 学校創立記念行事などの特別行事に対する援助 

  ５． その他、船中 PTA特別会計の目的に適合する事業に対する援助 

  ６． 著しい成績を収めた個人又は団体に対する褒賞 

（基  金） 

第 4条  PTA バザーや有価物回収などの PTA活動の収益金は、この基金に当てる。また年間収支については、

少なくとも年 1回会計監査を受け、これを理事会に報告し、その承認を得るものとする。 

（会計年度） 

第 5条  この会計の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

 

（規程の改廃等） 

第 6条  この規程に定めるもののほか、必要な事項の改廃は、理事会が行う。 

 

附     則 

１． この規程は、平成 6年 7月 16日から実施する。 

   平成 25年 4月 26日一部改正。 

 （名  称） 

第 1条  この特別会計は船橋市立船橋中学校 PTA特別会計と称する。（以下船中 PTA特別会計という） 

（目  的） 

第 2条  船中 PTA特別会計は、生徒の諸活動の活性化、学校教育環境の整備、PTA活動の充実のために設ける。 

（事  業） 

第 3条  この特別会計は第 2条の目的を達成するために主に次の事業に当てられる。 

  １． 生徒の諸活動に対する援助 

  ２． 学校教育環境の整備に対する援助 

  ３． PTA活動に伴う備品購入など費用補充 

  ４． 学校創立記念行事などの特別行事に対する援助 

  ５． その他、船中 PTA特別会計の目的に適合する事業に対する援助 

  ６． 著しい成績を収めた個人又は団体に対する褒賞 

（収 益 金） 

第 4条             PTA活動の収益金は、船中 PTA特別会計に当てる。 

 

（会計年度） 

第 5条  この会計の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

（会計監査） 

第 6条  年間収支については、年 1回会計監査を受けるものとする。 

（規程の改廃等） 

第 7条  この規程に定めるもののほか、必要な事項の改廃は、理事会が行う。 

 

附     則 

この規程は、平成 6年 7月 16日から実施する。 

   平成 25年 4月 26日一部改正。 

令和５年３月４日一部改正。 

 備考 下線部分が訂正等の部分である。 


