
熊本市立桜木中学校ＰＴＡ会則 
 

第一章 総則 

第１条 （名称及び事務所） 

   本会は、熊本市立桜木中学校ＰＴＡと称し、事務所を本校内に置く。 

第２条 （目的） 

   本会は、生徒の人権を大切にし、健全育成をはかるために、保護者と教師が

協力し、学校・家庭・社会教育の一層の充実向上を目指すとともに会員相互

の研修と親睦をはかる事を目的とする。 

第３条 （方針） 

１. 本会は、営利を目的とせず、特定の政党、宗派に偏してはならない。 

２. 学校行政、並びに学校の管理及び人事に干渉しない。 

３. 児童生徒・青少年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。 

第４条 （活動） 

   本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

１. 会員の研修及び相互の理解と親睦をはかる。 

２. 本校の教育を理解し、教育環境の整備をはかる。 

３. 家庭、地域における生徒の健全育成と生活環境の改善を行う。 

４. 購買部を運営し、円滑な学校教育活動の補助に努める。 

５. 会の運営や活動について広報活動を行う。 

６. その他本会の目的達成に必要な事項に力をつくす。 

第５条 （会員） 

   本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者と本校職員で組織する。 

 

第二章 役員 

第６条 （役員の設置） 

   本会に次の役員を置く。但し、会長以外は、原則として次の人数とする。 

   ア．会長１名 イ．副会長５名（保護者４名、教頭） 

   ウ．書記若干名 エ．会計若干名 オ．顧問（前会長並びに校長） 

第７条 （役員の任期） 

１. 役員の任期は４月１日より翌年の３月３１日までの１年とする。 

    但し、同一役職については、３年までは、再任を妨げない。 

２. 役員に欠員が生じたときは、運営委員会がこれを補充し、会員に通知しな

ければならない。後任の任期は、前任者の残任期間とする。 



第８条 （役員の選出） 

１. 会長、副会長は、別に定める役員選出規則に基づき選出する。 

２. 書記、会計は会長が委嘱する。 

第９条 （役員の任務） 

   役員の任務は、次のとおりとする。 

ア. 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

イ. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは代行する。 

ウ. 書記は、会の記録を作成し、連絡事務にあたる。 

エ. 会計は、会の収支の事務にあたり、監査を経て総会に報告する。 

オ. 顧問は、会議に出席し、意見を述べることができる。 

 

第三章 会義 

第１０条 （会議の種類） 

本会の会議は、総会、役員会及び運営委員会とする。 

第１１条 （総会） 

１. 定期総会は、毎年１回会長が招集する。 

臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求

があった場合に開催する。 

２. 総会は、会員の２分の１以上の出席（委任状も含む）をもって成立し、出

席会員の過半数をもって議決することができる。 

３. 議長は、その都度会員の中から選出する。 

第１２条 （総会の権限） 

   総会は、本会の最高議決機関であり、次のことを行う。 

ア. 年間事業計画及び予算の承認。 

イ. 会務報告及び決算の承認。 

ウ. 会長、副会長並びに会計監査の承認。 

エ. 会則の制定及び改廃。 

オ. 運営委員会で決定した細則、規定、その他緊急を要する事項等の承認。 

第１３条 （役員会） 

１. 役員会は次のことを行う。 

ア. 運営委員会に提出すべき議案を審議すること。 

イ. 緊急事項の処理に関すること。 

ウ. 各委員会の連絡調整をはかること。 

エ. その他必要事項。 

２. 役員会は、必要に応じて随時開くものとする。 

 



第１４条 （運営委員会） 

１. 運営委員会は、役員、校長及び各委員会の委員長をもって構成し、総会に

次ぐ決議機関であり、次のことを行う。 

ア. 総会に提出すべき議案を審議すること。 

イ. 総会決定事項を執行すること。 

ウ. 必要な細則、規定を定め、又は改廃すること。 

エ. 緊急事項の処理に関すること。 

オ. その他必要事項。 

２. 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、又は構成員の４分の１以上の要

求があったとき開催する。 

３. 運営委員会は、構成員の半数以上の出席で成立し、出席者の過半数で議決

することができる。 

 

第四章 各委員会 

第１５条 （各委員会の種類） 

   本会の活動運営を推進するため、次の委員会を置く。なお、教養委員会、保

健体育委員会、広報委員会、校服リサイクル委員会、地区委員会を専門委員

会と称する。 

   ア．教養委員会 イ．保健体育委員会 ウ．広報委員会  

エ．校服リサイクル委員会 オ．地区委員会 カ．学年委員会  

キ．特別委員会 ク．購買部運営委員会 

第１６条 （各委員会の組織） 

１. 委員会（教養委員会、保健体育委員会、広報委員会、校服リサイクル委員

会、地区委員会)は、各学級より選出する委員(１名以上)と校長の指名する

教師をもって組織する。各正、副委員長は互選とする。 

２. 学年委員会は、当該学年の学級委員と学年主任をもって組織する。学年正、

副委員長は、学年ごとに学級委員より互選とする。 

３. 特別委員会は、必要に応じて運営委員会に諮って組織する。正、副委員長

は、会長が委嘱し、任務が終われば解散する。 

４. 会長、校長は、各委員会に出席し意見を述べることができる。   

第１７条 （各委員会の任務） 

   各委員会の分掌事項は次のとおりとする。 

ア. 教養委員会は、文化・教養を高めるための研修に関する事項。 

イ. 保健体育委員会は、保健衛生、学校給食並びに健康増進に関する事項。 

ウ. 広報委員会は、広報に関する事項。 

エ. 校服リサイクル委員会は、校服等のリサイクルに関する事項。 



オ. 地区委員会は、生徒の校内外での生活、安全指導に関する事項。 

カ. 学年委員会は、家庭、学校、社会教育についての会員の理解と学年の諸  

問題の処理に関する事項。 

キ. 特別委員会は、本会の特別事項の処理に関する事項。 

第１８条 （購買部運営委員会） 

１. 購買部運営委員会は、学校教育活動の円滑な実施を補助するために、購買

部を運営する。 

２. 購買部運営委員会は、ＰＴＡ会長、ＰＴＡ副会長、校長、各学年委員長（も

しくは各学年代表の保護者）で構成する。 

３. 購買部を運営するために必要な事項は別に定める。 

 

第五章 学級会 

第１９条  

   学級会は、本会活動の基礎であり、また、会の運営について全会員が意見を

述べ、論議する重要な場である。 

１. 学級会は、学級の会員によって構成され、これを運営する学級委員を選出    

する。 

２. 学級委員会は、学級委員で構成され、各専門委員会及び各学年委員会の代

表を互選する。 

３. 学級委員は、学級会の運営と各専門委員会及び各学年委員会の活動にあた

る。 

 

第六章 会計 

第２０条 （会計年度） 

   本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第２１条 （会費） 

１. 本会の会費は、総会で決定する。 

２. 本会の会員は、所定の会費を納入しなければならない。 

 

第七章 監査委員 

第２２条  

１. 本会の会計に関する事務の監査をするため、監査委員を 2名置く。 

２. 監査委員は、選考委員会で選考し、総会の承認を得て選任される。 

３. 任期は、１年とし、２年までの再任を妨げない。 

４. 監査委員は、会計年度中、少なくとも１回以上監査を執行し、その結果を

総会に公表しなければならない。 



 

第八章 改正 

第２３条  

１. 本会則は、総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正する

ことができない。 

２. 改正案は、総会開催の少なくとも５日前には知らせておかなければならな

い。 

 

付則 

１. 本会は、平成６年６月２４日より、これを施行する。 

２. 平成 ８年２月２９日（一部改正） 

３. 平成１１年２月２４日（一部改正） 

４. 平成１２年２月２５日（一部改正） 

５. 平成１８年２月２８日（一部改正） 

６. 平成２４年２月２４日（一部改正） 

７. 平成２７年４月２８日（一部改正） 

８. 平成２８年２月２６日（一部改正） 

 

  



組織 

 

  



熊本市立桜木中学校ＰＴＡ役員選出規則 
 

第１条  

  会則（８条）に基づく役員選出のための委員会を設置し、これを選考委員会と

する。 

第２条  

  選考委員会は、１０月中に組織し、その任務の終了後は、解散する。第１回の

選考委員会は、会長がこれを招集し、互選で正・副委員長を選出する。 

第３条  

  選考委員会は、選考委員の氏名及び構成を全会員に報告する。 

第４条  

  選考委員は、会長、副会長及び監査委員を選考し、総会に報告しなければなら

ない。 

第５条  

  選考委員は、本規則第４条の候補になることはできない。選考委員が選考候補

になった場合は、学校職員以外は、その任をはなれる。 

第６条  

  選考委員の構成は、次のとおりとし、互選で正、副委員長を選出する。 

ア. 教養・保健体育・広報・校服リサイクル・地区の専門委員会から各１名以

上。 

イ. 学年委員会から各１名以上。 

ウ. 学校職員から２名。  

  



桜木中学校ＰＴＡ慶弔規定 
第１条 （目的）桜木中ＰＴＡ会員の慶祝・弔慰・傷病災害見舞に関し、会として、

その意を表すために、この規定を定め実施する。 

第２条 （連絡）この規定の定めに該当する事項を知りえた会員は速やかに会長ま

たは、学校へ連絡すること。 

第３条 （実施）会長はその事項を確認の上、この規定により慶祝・弔慰・傷病災

害見舞いを実施する。 

第４条 （改正）この規定の改正は総会の議決による。 

第５条 （細則）この規定の実施に当たっての必要事項は細則により定め、細則の

改正は運営委員会の決議により定める。 

付則 １．この規定は、平成６年６月２４日より施行する。 

   ２．平成１４年２月２０日（細則一部改正） 

 

桜木中学校ＰＴＡ慶弔規定細則 
（慶事） 

次に該当する場合は祝金（またはこれに代わるもの）を贈り、祝意を表す。 

１. ＰＴＡ活動について顕著な功労により受賞、表彰を受けた場合。 

２. 本校生徒に善行があるときは、役員会に諮って表彰する。 

３. 本校生徒が教育活動等で、地方大会を経て全国大会に出場する場合。 

 

（弔事） 

１. 死亡弔慰金については下記のとおりとし、会長、副会長が会葬し、弔電を打

つ。 

（１） 会員の場合は弔慰金１０，０００円 

（２） 学校職員の親、配偶者及び子どもの場合 ５，０００円 

（３） 生徒の場合 １０，０００円 

２. 会員又は生徒が不慮の災害を受けたときは、その都度協議の上、見舞金（お

よび見舞品）を贈る。 

３. 会員が学校・ＰＴＡ活動に関わるもので入院の場合、５，０００円の見舞金

を贈る。 

（その他） 

１. 学校職員の転任に際しては、記念品を贈る。 

２. この細則に規定されていない事項については、必要に応じて、役員会に諮っ

て実施する。 


