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◆中原小学校・幼稚園ＰＴＣＡ会則 

 

第１章 総則 

 

（名称及び事務局） 

第１条 この会は、中原小学校・幼稚園ＰＴＣＡ（以下「本会」という。）と称し、事務 

局を中原小学校地域連携室におく。 

（目的） 

第２条 本会は、保護者と教師が協力して、家庭、学校及び地域において、児童園児の幸 

福と健全な育成を図ることを目的とする。 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

（１） 会員相互の緊密な連携によって、児童園児の学校内外での安全確保を図る。 

（２） 児童園児の健全育成を図る。 

（３） 児童園児の教育環境の整備とその充実を図り、学校の教育に協力する。 

（４） 会員相互の親睦と教養の向上を図る。 

（５） 会員及び児童の表彰・慶弔の際の祝儀・見舞金を支出する。 

（６） その他、目的達成に必要な活動を行う。 

 （方針） 

第４条 本会は、教育を本旨とする団体として、次の方針に従って活動する。 

（１） 児童園児の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

（２） 教育的諸施設の整備に積極的に努力する。 

（３） 特定の政党や宗派にかたよることなく、又は営利を目的とする行動は行わない。 

 

第２章 組織 

 

 （会員） 

第５条 本会の会員は、次の者をいう。 

（１） 会員 本校に在籍する児童園児の保護者又は本校の職員 

（２） 準会員 本校区に在住し、本会の趣旨に賛同する地域の者 

第６条 会員は、うるま市ＰＴＡ連合会、中頭地区ＰＴＡ連合会及び沖縄県ＰＴＡ連合会

並びに日本ＰＴＡ全国協議会の会員となる。 

第７条 削除 

（役員） 

第８条 本会の役員は、次のとおりとする。 

（１） 会長 １名 
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（２） 副会長 ６名以内 

（３） 事務局長 １名 

（４） 書記・会計 １名 

（５） 参与（校長・園長） １名 

２ 本会に顧問を置くことができる。この場合、歴代会長が顧問となる。 

 （評議員） 

第９条 本会の評議員は、次のとおりとする。 

（１） 各常置委員長 

（２） 各常置委員副委員長 

（３） 各学年委員長 

 （任期） 

第１０条 役員の任期は２年、評議員の任期は１年とし再選を妨げない。ただし、会長の

再選は妨げないが２期を超えてはならない。 

 （役員の選出） 

第１１条 役員の選出は、次のとおりとする。 

（１） 会長及び副会長は、評議委員会で選出し、総会の承認を得るものとする。 

（２） 事務局長は、小学校の教頭を充てる。 

（３） 書記・会計は、ＰＴＣＡ事務職員を充てる。 

（４） 前号のＰＴＣＡ事務職員は、会長が委嘱し、総会に報告するものとする。 

（５） 顧問は、会長が委嘱し、総会に報告するものとする。 

 （役員の任務） 

第１２条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１） 会長 

① 本会を代表し、運営を総理する。 

② 総会、評議委員会及びその他必要な会議を招集する。 

（２） 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（３） 事務局長 会長の指示及び参与の助言に従って本会の事務を総括する。 

（４） 書記・会計 

① 総会、評議委員会及び役員会の議事を記録する。 

② 記録、文書及びその他の書類を保管する。 

③ 総会で承認された予算に基づいて一切の会計事務を処理し、決算書を作成す 

る。 

④ 予算の立案に協力する。 

⑤ 本会ホームページの運営を行う。 

第３章 機関 

 （機関） 
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第１３条 本会に次の機関をおく。 

（１） 総会 

（２） 評議委員会 

（３） 役員会 

（４） 常置委員会及び学年委員会 

 （総会） 

第１４条 総会は、全会員をもって構成し、この会の最高決議機関である。 

２ 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、委任状は出席と認める。 

第１５条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

（１） 定期総会は、５月末までに行う。 

（２） 臨時総会は、評議員の３分の２以上、又は会員の過半数以上の要求、若しくは 

緊急に重要事項を会員に諮る必要があったときに招集することができる。 

（３） 総会は、次のことを行う。 

① 役員の承認 

② 予算・決算の承認 

③ 会則の改正 

④ その他主要事項 

第１６条 総会は、会長が招集し、会員の中より選出された議長が進める。 

 （評議委員会） 

第１７条 評議委員会は、役員と評議員で構成し、その任務は次のとおりとする。 

（１） 総会に提出する議案の審議 

（２） 各委員会から提出された事業計画の審議 

（３） その他重要かつ緊急な事項の処理 

２ 評議委員会が必要と認めた場合は、特別委員会を設置することが出来る。 

第１８条 評議委員会は、委員の過半数をもって成立し、その協議は、出席者の同意を得 

て決定する。 

（役員会） 

第１９条 役員会は、会長、副会長、事務局長及び参与で構成し、その任務は次のとおり 

とする。 

（１） 決議機関より与えられた事項の執行 

（２） 総会及び評議委員会に提出する議案の準備 

（３） 緊急事案の処理。ただし、この場合は事後に総会及び評議委員会に報告しなけ 

ればならない。 

 （常置委員会） 

第２０条 常置委員会は、次に掲げる委員会で構成し、任務及びその他必要な事項は細則

で定める。 
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（１） 総務委員会 

（２） 健全育成保健体育委員会 

（３） 広報委員会 

（４） 環境美化委員会 

（５） 文化研修委員会 

（６） 生活学力向上委員会 

（７） 幼稚園教育推進委員会 

２ 前項の常置委員会は、各学年で分担し、委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

 （学年委員会） 

第２１条 学年委員会は、各学年の会員で構成し、常置委員会を兼務する。 

（１） 学年委員会は、学年におけるＰＴＣＡ活動を推進する。 

（２） 学年委員会の活動は、それぞれに一任する。 

２ 学年委員会は、委員長が必要と認めるときに委員を招集して会議を開催する。 

３ 前項に基づき会議を開催したときは、議事録を作成し、書記・会計に提出する。 

第４章 会計及び監査 

 （経費の支弁） 

第２２条 本会の活動に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入によって支弁する。 

 （経理） 

第２３条 本会の経理は、総会において承認された予算（以下「本予算」という。）に基

づいて行われる。 

 （会費） 

第２４条 本会の会費は、会員の世帯当たり月額５００円とする。 

２ 準会員については、原則会費を納めないものとする。 

３ 大規模災害等による被災者等が本会の会員となる場合は、当該会員の会費について役 

員会の協議により減免することができる。この場合において、直後の評議委員会おいて

報告をしなければならない。 

 （現金の保管）  

第２５条 本会の歳入歳出に属する現金は、金融機関への預金によって保管しなければな 

らない。  

２ 前項の預金は、会長名義とする。 

 （会計年度） 

第２６条 本会の会計年度は、毎年４月１日より始まり、翌年の３月３１日に終わる。た 

だし、４月末日までは、出納整理期間とする。 

 （暫定予算及び補正予算） 

第２６条の２ 会長は、本予算が確定するまでの間、必要最小限の範囲で暫定的に予算

（以下「暫定予算」という。）を執行することができる。なお、暫定予算はその年度の
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本予算に包括されるものとする。 

２ やむを得ない事由により予算の補正を必要するときは、会長は評議委員会の承認を得

なければならない。 

 （会計区分） 

第２６条の３ 本会の会計区分は、一般会計と必要に応じて特別会計を設置する。特別会

計については事業ごとに別途定める。 

（会計監査） 

第２７条 監事は、会員である保護者、教師及び準会員から各１名を評議委員会で選出し

、総会の承認を得るものとする。ただし、役員及び評議員は監事となることはできない

。 

２ 監事の任務は、次のとおりとする。 

（１） 本会の経理を監査し、総会においてその結果を報告するものとする。 

（２） 必要に応じて臨時会計監査を行うことができる。 

３ 監事の任期は、２年とする。 

第５章 情報の取扱 

（個人情報の保護） 

第２８条 本会は、本会の運営において取得する児童園児及び会員の個人情報は、本会の 

維持管理に必要な範囲で適切に取扱うものとする。 

２ 本会は、次の場合を除いて、外部に個人情報を提供しない。 

（１） あらかじめ本人の同意があるとき。 

（２） 法令に基づくとき。 

（３） 生命又は身体の保護のため緊急に必要があり、本人（児童園児の場合は保護者） 

の同意を得る事が困難であるとき。 

 （情報の公開） 

第２９条 本会は、公正かつ開かれた活動を推進するため、その活動状況及び運営内容等 

を広報誌等の活用により、積極的に公開するものとする。 

 （情報の発信） 

第３０条 ＰＴＣＡ会長又は学校長は、会員へＰＴＣＡ及び学校行事並びに児童園児の安 

全に関わる緊急の周知が必要であると認めるときには、「じんじんメール」により、積 

極的に会員への情報発信に努めるものとする。 

第６章 補則 

 （会則等の制定及び改廃） 

第３１条 本会に関する会則、細則及び規程の新規制定及び改廃は、評議委員会の議決を

経て、総会において承認を受けなければならない。 

 （簿冊等の保管） 

第３２条 本会に次の簿冊を備える。 
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（１） 会則等綴 

（２） 役員名簿 

（３） 会議録 

（４） 会計簿（預金通帳、領収書綴、予算書、決算書） 

（５） 広報誌 

（６） 収発文書綴 

（７） その他必要な簿冊 

２ 前項の書類及び簿冊の保存期間は、５年とする。 

（雑則） 

第３３条 この会則の施行に関し、必要な事項は、会長が評議委員会の議決及び総会の承 

認を得て別に定める。 

附 則 

 この会則は、昭和５２年１１月２４日より施行する。 

この会則は、昭和５３年５月２４日一部改正する。 

この会則は、昭和５５年５月３１日一部改正する。 

この会則は、昭和５７年５月１５日一部改正する。 

この会則は、昭和５９年５月２６日一部改正する。 

この会則は、昭和６０年４月２７日一部改正する。 

この会則は、平成元年５月２０日一部改正する。 

この会則は、平成１４年５月１９日一部改正する。 

この会則は、平成１９年５月１３日一部改正する。 

この会則は、平成２１年５月１７日一部改正する。 

この会則は、平成２２年５月２３日一部改正する。 

この会則は、平成２２年５月２３日第２０条を一部改正する。 

この会則は、平成２５年５月２６日一部改正する。 

   附 則（平成２８年５月２９日総会承認） 

（施行期日） 

１ この会則は、平成２８年６月１日から施行する。ただし、改正後の第７条及び第２４ 

条の規定は平成２９年４月１日より適用する。 

 （経過措置） 

２ この会則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この会則の相 

当規定によりなされたものとみなす。 

  附 則（平成２９年５月２８日総会承認） 

 （施行期日） 

  この会則は、総会承認の日より施行する。 
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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆中原小学校・幼稚園ＰＴＣＡ細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この細則は、中原小学校・幼稚園ＰＴＣＡ会則（以下「会則」という。）第２０

条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。 

 （委員及び委員長等） 

第２条 会則第２０条各号に定める常置委員会（以下「各常置委員会」という。）の委員

は、各学年の保護者より３名以上、教師より若干名とする。 

２ 各常置委員会に保護者から委員長１名、副委員長を保護者及び教師から各１名を選出

する。 

３ 委員長及び副委員長は、会則第８条に規定する役員を兼ねることはできない。 

 （委員会の開催） 

第３条 委員会は、委員長が必要と認めるときに会議を開催するものとする。 

２ 委員長は、前項の会議を開催したときは、議事録を作成し、書記・会計に提出する。 

 （任期） 

第４条 各常置委員の任期は１年とし、補充者は、前任者の残任期間とする。 

 （常置委員会の任務） 

第５条 各常置委員会の任務は、次のとおりとする。  

（１） 総務委員会（６学年委員会） 

    ① 各委員会の連絡調整に関すること。 

② 会務の総括及び報告に関すること。 

③ その他、各委員会に所属しない事項に関すること。 

（２） 健全育成保健体育委員会（５学年委員会） 

    ① 運動会運営への協力に関すること。 

② 会員の体力向上に関すること。 

③ 地域体育行事への支援と協力に関すること。 

④ 児童園児の保健体育に関すること。 

⑤ 学校給食に関すること。 

（３） 広報委員会（４学年委員会） 

① 中原小学校・幼稚園ＰＴＣＡ新聞「中原っ子」発行に関すること。 

② その他広報活動に関すること。 

（４） 環境美化整備委員会（３学年委員会） 

① 学校並びに地域の教育環境整備に関すること。 

② 学校の施設整備充実への協力に関すること。 



 8 / 12 

 

（５） 文化研修委員会（２学年委員会） 

① 各種研修に関すること。 

② 研修報告書の整理活用に関すること。 

③ 図書の充実・活用に関すること。 

④ 文化事業推進に関すること。 

⑤ 校内童話お話大会の運営に関すること。 

（６） 生活学力向上委員会（１学年委員会） 

① 校区内における児童園児の安全対策に関すること 

② 校区内の夜間パトロールに関すること。 

③ 児童の学力向上支援に関すること。 

（７） 幼稚園教育推進委員会（幼稚園委員会）  

① 幼稚園行事運営の協力に関すること。 

第４条 本会の副会長はそれぞれ各常置委員会を担当し、活動の補助を行うものとする。 

   附 則 

この細則は、昭和５２年１１月２４日より施行する。   

この細則は、昭和５３年５月２４日一部改正する。   

この細則は、昭和５９年５月２６日一部改正する。   

この細則は、平成元年５月２０日一部改正する。   

この細則は、平成５年５月１９日一部改正する。   

この細則は、平成１９年５月１３日一部改正・新設する。   

この細則は、平成２１年５月１７日一部追加・新設する。   

この細則は、平成２３年５月２２日第３条、第４条を一部改正する。  

この細則は、平成２５年５月２６日一部改正・追加する。 

附 則（平成２８年５月２９日総会承認） 

この細則は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成２８年５月２９日総会承認） 

この細則は、総会承認の日から施行する。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆図書充実費関連規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、中原小学校・幼稚園図書及び関連書物の充実を図ることを目的とす 

る。 



 9 / 12 

 

（徴収方法）    

第２条 図書充実費の金額は、会員の世帯当たり月額１００円とし、ＰＴＣＡ会費とあわ 

せて納めるものとする。ただし、中原小学校・幼稚園ＰＴＣＡ会則第２４条第２項及び 

第３項に該当する者は図書充実費は納めないものとする。 

（支出） 

第３条 図書充実費からの支出は、学校及び文化研修委員会が認めた児童図書費に限るも 

のとする。   

附 則 

この規程は平成２１年５月１７日より適用する。 

この規程は平成２３年５月２２日、第１条を一部改正する。 

附 則（平成２８年５月２９日総会承認） 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。ただし、改正後の第２条は平成２９年 

４月１日より適用する。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆ＰＴＣＡ表彰規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、本会の目的遂行のために貢献した人に対して敬意を表する場合の基 

準としてこれを定める。 

 （基準） 

第２条 表彰の基準は、次のとおりとする。 

（１） ＰＴＣＡ会長又は副会長として１期以上務め、功績顕著と認められる者 

（２） ＰＴＣＡ評議員又は会計監査委員、常置委員として多年にわたって活躍し功績 

顕著と認められる者 

（３） 本校ＰＴＣＡ会員として、積極的に活動し、功績顕著で退会する者 

（４） 会員以外の者で、本校教育及び本校ＰＴＣＡに対し、特に多大の貢献をした者 

 （表彰の方法） 

第３条 表彰は、表彰状・感謝状または記念品を贈呈するものとする。 

 （選考） 

第４条 被表彰者は、役員会で選考し、評議委員会に諮って決定する。 

 （表彰） 

第５条 表彰はＰＴＣＡ総会において行うことを原則とする。 

附 則 

 この規程は、昭和６０年４月２７日より適用する。 

附 則（平成２８年５月２９日総会承認） 



 10 / 12 

 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆ＰＴＣＡ旅費支給規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、中原小学校・幼稚園ＰＴＣＡの役員、評議員及び会員（以下「会員 

等」という。）が、公務のため出張する場合の旅費支給必要な事項を定める。 

第２条 本会の会員等が、本会の用務及び出張するときは、出張先に応じて次の各号とお 

り旅費を支給する。 

（１） うるま市内及び沖縄市 １回につき５００円 

（２） 前号以外の市町村 １回につき１，０００円 

（３） 車賃、参加料及び宿泊料金 実費 

２ 前各号の規定によるほか必要があるときは、会長がこれを定める。  

第３条 旅費は用務終了後支払うものとする。ただし、会長の承認を得た場合はその限り 

ではない。    

附 則 

この規程は平成１２年４月１日より適用する。  

この規程は平成２３年５月２２日、第１条を一部改正する。 

附 則（平成２８年５月２９日総会承認） 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆ＰＴＣＡ慶弔事に関する規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、会員及び児童園児の慶弔事に際しての祝儀及び見舞金の支出に関す 

る事項を定める。  

（慶事） 

第２条 本会と関係する機関団体から慶事の案内を受けた場合は祝意義を表すために祝儀

として金３，０００円を支出する。 

第３条 職員が結婚したときは、祝儀として金５，０００円を支給する。 

第４条 職員の転退職の際に記念品を贈る。 

（弔事） 
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第５条 次の各号に該当する者が死亡した場合は、遺族に対して３，０００円の香料を支 

給するものとする。 

（１） 会員 

（２） 本校に勤務する職員の配偶者及び子 

（３） 本校児童園児 

第６条 この規程に定めない事項の緊急を要するものは、役員会に諮り、事後評議委員会 

に報告を行う。 

附 則 

この規程は、平成５年５月２２日から適用する。 

附 則（平成２８年５月２９日総会承認） 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆ＰＴＣＡ事務職員に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、中原小学校・幼稚園ＰＴＣＡ事務職員の服務等に関し、基本的事項

を定めるものである。 

（資格） 

第２条 事務職員は、本会の会員の中から、応募募集・面接を行い、評議員の承認を得て

、 

会長が委嘱する。ただし、応募なき場合は、準会員又は専門業者及び団体へ委託する。 

（雇用契約） 

第３条 事務職員の契約期間は２年とし、１回に限り更新することができる。 

２ 契約の開始及び満了は、総会より翌々年の総会の日までとする。 

（業務内容） 

第４条 事務職員は、ＰＴＣＡ会長または事務局長の指示に基づいて、次の業務を行う。 

（１） 評議委員会・役員会等の記録 

（２） 通信事務 

（３） 会計事務 

（４） 諸帳簿の整理保管 

（５） ＰＴＣＡ会費・図書充実費の徴収 

（６） その他、ＰＴＣＡに関すること 

（勤務） 

第５条 事務職員の勤務条件は、次のとおりとする。    
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（１） 事務職員の日常の勤務は、学校長の管理下で行う。 

（２） 事務職員の平日の勤務時間は、土曜日・日曜日・祝祭日を除き、午前１０時よ 

り午後４時までとし、間に給食時間１時間休憩１５分を含む。 

（３） 事務職員は、ＰＴＣＡの集会及び行事などのある場合は、ＰＴＣＡ会長または 

事務局長の指示により参加しなければならない。 

（４） 有給休暇は１年間につき１０日、夏期休暇５日、病気休暇は１年間に１０日と 

する。 

（５） 前号以外の休暇を必要とした場合、代理人をもって充てなければならない。代

理人の報酬は本人が支弁するものとする。 

（報酬） 

第６条 事務職員の報酬は次のとおり支給するものとする。 

（１） 事務職員の賃金は月額８０，０００円とし、月末に支給する。 

（２） 賃金以外に賞与として、年間に月額賃金の２０割を支給する。 

（３） 契約期間満了の際は、１年につき８０，０００円を退職金として支給する。  

（４） 労働基準法の規定により労災・雇用保険に加入する。 

２ 短期間及び断続的に事務職員を補佐するものとして、会長から委嘱を受けた者（以下

「臨時事務職員」という。）については、１時間当たり●●●円の賃金を支給するものと

する。 

（解雇権・賠償責任） 

第７条 次の各号に該当する場合、ＰＴＣＡ会長は事務職員に対し退職、賠償又はその両 

方を求めることができる。この場合において、事前にＰＴＣＡ会長は評議委員会に諮り 

承認を得なければならない。  

（１） 職務放棄等の障害、損害を起こした場合 

（２） 不正行為によりＰＴＣＡ事務の健全な運営を損ねた場合 

２ 前項の規定は、臨時事務職員についても同様とする。 

附 則 

この規程は、平成１４年４月１日より適用する。 

この規程は、平成１８年４月１日一部改正する。 

この規定は、平成２１年５月１７日第２条、３条、５条（２）（３）号を追加改正、第 

７条を新設する。 

この規定は、平成２３年５月２２日第１条を一部改正する。 

附 則（平成２８年５月２９日総会承認） 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。 

  附 則（平成２９年５月２８日総会承認） 

この規程は、総会承認の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 


