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北九州市立則松小学校 

PTA会長 大久保 充 

校  長 渕上 昇一 

 

令和 2 年度 則松小学校 PTA 総会について 

 

新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申しあげます。平素は則松小学校 PTA活動に対しまし

て深いご理解と多大なるご協力を頂いております事、心より御礼申しあげます。 

さて現在、本校 PTAでは、子どもたちの明るく楽しい未来を真摯に考え、P（保護者）T（教師）

C（地域）A（組織）、すべてが one チームとして日々活動を重ねているところです。子どもたちの

学力や思いやり、道徳心に現れてきていることを、皆さまが感じて頂けたら幸いです。 

このような中、いつも年度当初に開催させていただいている PTA総会ですが、新型コロナウィル

スの拡大防止のため、今回に限って、ＷＥＢ上での総会資料閲覧と電子システムでの回答と

させて頂きたいと思います。以下の資料に目を通し審議をして頂き、アンケートフォームの URL

から入って回答をして下さい。 

何卒、現在の社会状況と子どもたちと保護者の皆さま方、そして本校教育に携わる教職員の安全

を考慮し、やむを得ずこの様な方法をとらせて頂きましたことをご理解いただき、ご協力を賜りま

すよう、よろしくお願い申しあげます。 

なお、回答期限と総会日については下記のように設定したいと思います。 

 

記 

 

◼ 回答期限：令和 2年 5月 10日（日） 

◼ 総会日 ：令和 2年 5月 15日（金） 

 

回答期限後、集約させて頂き、総会日にいっせいくんにてご報告いたします。ご意見等につきま

しては、書面又は口頭にて、ご回答差し上げます。 

 

＜新委員の皆さまへ＞ 

委員会の活動開始は 2学期からを予定しています。今後の活動については、PTA役員及び各委員

長からの連絡をお待ちください。 

 

以上 
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　令和元年度　事業報告
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・ＰＴＡ総会 のりまつフェスタ

・委員総会 　　　　　 　　　　

・始業式 ・運動会 ・学習参観 ・個人懇談会 ・始業式 ・夏休み作品展 ・自然教室(5年) ・学習発表会 ・個人懇談会 ・始業式 ・入学説明会 ・6年生を送る会

・入学式 　　学級懇談会 ・終業式 ・修学旅行(6年) ・陸上記録会(6年) ・連合音楽会(4年) ・大掃除 ・北九州市学力調査（4,5年） 　新1年体験入学 ・卒業式

・学習参観 ・開き ・社会見学（4年） ・学習参観 ・観劇教室 ・就学時健康診断 ・終業式 ・CRT標準学力調査（1～3年） ・学習参観 ・修了式

　　学級懇談会 ・ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾂｱｰ（3年） ・薬物乱用防止教室（6年） 　　学級懇談会 ・ｽｸｰﾙ救命士（6年） ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ体験授業（6年） 　　学級懇談会

・個人懇談会 ・規範教室（5年） ・天文学習（4年） ・社会見学（5年） ・則松中入学説明会（6年）

・歓迎遠足 ・環境ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ（4年） ・火おこし（七輪）体験（3年）

・ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙ防止教室 ・出前授業・ｶﾙﾋﾞｰ（3年）

・稲作体験学習（5年） ・社会人講話（6年）

　　

理事会 理事会 理事会 理事会

のりまつフェスタ のりまつフェスタ のりまつフェスタ 役員選考委員会 予算編成委員会 （ｺﾛﾅｳｲﾙｽ流行の為中止）

　　実行委員会 　　実行委員会 　　実行委員会

あいさつ運動表作成 あいさつ運動表作成 あいさつ運動表作成 あいさつ運動表作成 あいさつ運動表作成 あいさつ運動表作成 あいさつ運動表作成 あいさつ運動表作成 あいさつ運動表作成

みまもり強化月間 子ども１１０番お願い 夜間パトロール 夜間パトロール みまもり強化月間 百万人パトロール 交通安全研修会 夜間パトロール

年間通して 　　　　　ﾌﾟﾚｰﾄ交換

朝のあいさつ運動

PTA総会・委員総会 ベルマーク説明会 ﾍﾞﾙﾏｰｸ、ﾃﾄﾗﾊﾟｯｸ ﾍﾞﾙﾏｰｸ、ﾃﾄﾗﾊﾟｯｸ ﾍﾞﾙﾏｰｸ、ﾃﾄﾗﾊﾟｯｸ ﾍﾞﾙﾏｰｸ、ﾃﾄﾗﾊﾟｯｸ ﾍﾞﾙﾏｰｸ、ﾃﾄﾗﾊﾟｯｸ

　　　　　　　資料作り 　　　　　回収、集計 　　　　　回収、集計 　　　　　回収、集計 　　　　集計作業 　　　　集計作業

給食試食会

リーダー研修会 第1回ひまわり学級 第3回ひまわり学級 第4回ひまわり学級 第5回ひまわり学級 リーダー研修会

　　　　　（開級式） 　　　　（閉級式）

第2回ひまわり学級 　　　　　

運動会写真撮影 ふれあい新聞 ふれあい新聞 学年会計監査2回

PTA新聞講習会 　 　   第163号発行 　   第164号発行 ふれあい新聞

　   第165号発行

・まちづくり協議会総会 ・西小P連総会 ・母の会ﾘｰﾀﾞｰ研修会 ・第3ﾌﾞﾛｯｸ研修会・懇親会 ・家庭教育講演会 ・第2回母の会評議員会、 ・市P協九P大会 ・秋祭り ・母親委員会 ・母の会第3回評議員会、 ・西3ﾌﾞﾛｯｸ第3回会長会

・母親委員会 ・母の会総会 ・西3ﾌﾞﾛｯｸ情報交換会 ・母親委員会 　情報交換会 ・母の会第34回研修大会 ・西小P連役員会 　情報交換会 ・西小P連役員会

・のりまつ校区 　第1回評議員会 ・母の会主催 ・西小P連役員会 ・西小P連役員会、会長会 ・西3ﾌﾞﾛｯｸ第2回会長会 ・西小P連役員会、会長会

　社会福祉協議会総会 　各委員会情報交換会 ・STOPザ非行ふくおか ・母親委員会 ・母親委員会 ・西小P連指導者研究集会

・市P協新旧引継ぎ受付 ・市P協第1回会長・副会長 ・西小P連役員会 ・市P協研修会、情報交換会

　役員研修会

・西3ﾌﾞﾛｯｸ第1回会長会

・西小P連役員会

・夕涼み会

・市P協総会

全
体

学
校

広
報

対
外
行
事

総
務

文
教

校
外
指
導

役
員
理
事
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元年度決算 2年度予算

1,076,800 980,000

413,919 531,445

81,004

1,571,723 1,511,445

元年度決算 2年度予算

需　要　費 65,259 80,000

交　通　費 13,860 30,000

会　議　費 118,808 100,000

負　担　金 91,072 100,000

慶　弔　費 19,000 50,000

PTA安全互助会費 70,724 40,000

学校行事補助費 122,774 70,000

記念品購入費 37,232 45,000

小　　計 538,729 515,000

地域活動費 4,979 10,000

会　議　費 5,000 5,000

小　　計 9,979 15,000

ベルマーク活動費 0 3,000

会　議　費 5,000 5,000

小　　計 5,000 8,000

家庭教育学級費 138,058 140,000

会　議　費 5,000 5,000

小　　計 143,058 145,000

広報活動費 238,512 180,000 ふれあい新聞発行（2回／年）

会　議　費 5,000 5,000

小　　計 243,512 185,000

940,278 868,000

100,000 100,000

0 12,000

1,040,278 980,000

　※予算は前年度の事業計画を基に編成しており、今年度の活動再開後に修正予算を提出する予定です。

北九州市立則松小学校父母教師会

令和２年度 一般会計予算（案）

収　　入　　の　　部

項　　目 備　　　考

諸会議・研修会参加の交通費

西小Ｐ連、西3ブロック等会議費、役員会議費

西小P連分担金、母の会負担金

一般会員、先生方への祝儀、お見舞い、謝礼

P T A　会　費 １世帯(@350円×10ヶ月)　280世帯

項　　目 備　　　考

利息、P連活動負担金分配金

文具代、インク･マスター代

繰　越　金

雑　収　入

総　　計

支　　出　　の　　部

合　　　計

周年行事積立金

予　備　費

総　合　計

執

　

務

　

費

活

　

　

 

動

 

　

　

費

校

　

外

総

　

務

文

　

教

広

　

報

ＰＴＡ活動中の事故に対する見舞金制度会費

運動会警備費、学習発表会警備費

卒業記念品等

子供110番プレート、看板等補修、夜間パトロール

ベルマーク、テトラパック郵送代　

　

ひまわり学級運営費
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○収入の部
単位：円

項　　　　目 金　　　　額

令和元年度繰越金 734,828

計 734,828

●支出の部
単位：円

項　　　　目 金　　　　額

令和２年度活動準備金 734,828

計 734,828

単位：円

項　　　　目 金　　　　額

通帳繰越残高 2,989,920

令和2年度予定 100,000

計 3,089,920

北九州市立則松小学校父母教師会

令和２年度　特別会計予算（案）

備　　　　考

備　　　　考

備　　　　考

バザー会計

周年記念⾏事積⽴会計
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＜議案・規約の一部改正＞ 

 

今回の改正案のポイント 

①理事会の規定の開催回数を見直し、年度ごとに回数を設定できるようにする。 

②総務委員会と広報委員会を統合し、任務の再構成を行う。規約の改正は令和３年度からとす

る。 

 

【規約改正箇所】 

改正後 旧 

第１７条 

理事会は、毎学期１回以上、会長が招集し、開催

回数は年度ごとに会長が定める。但し、会長が必

要と認めたとき、または理事構成員の３分の１以

上の者から会議に付すべき案件を示し、開催請

求があったときは、会長は臨時に招集する。 

 

理事会は、毎学期２回会長が招集する。但し、会

長が必要と認めたとき、または理事構成員の３分

の１以上の者から会議に付すべき案件を示し、開

催請求があったときは、会長は臨時に招集する。 

 

改正後（令和３年度より施行） 旧 

第２１条 本会に、次の委員会を置く。 

（１）校外指導委員会 

（２）総務・広報委員会 

（３）文教委員会 

 

（１）校外指導委員会 

（２）総務委員会 

（３）文教委員会 

（４）広報委員会 

第２２条 委員会の任務は、次のとおりとする。 

（２）総務・広報委員会 

 ①総会の書記 

 ②ベルマークに関すること 

 ③PTA新聞の発行 

 ④学校の学年会計監査 

 

（３）文教委員会 

 ①家庭教育学級（ひまわり学級）の実施 

 ②給食試食会の実施 

 ③会員の研修及び親睦に関すること 

 

（２）総務委員会 

 ①総会、委員総会の資料作成 

  総会の書記 

 ②給食試食会の実施 

 ③ベルマークに関すること 

 

（３）文教委員会 

 ①家庭教育学級（ひまわり学級）の実施 

 ②会員の研修及び親睦に関すること 

 

（４）広報委員会 

 ①PTA新聞の発行 

 ②学校の学年会計監査 
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＜議案 特別会計規約の新規策定＞ 

  特別会計の運用ルールを明記したものがなかったため、以下のとおり規約を新規に策定する。 

 

北九州市立則松小学校父母教師会特別会計規約（案） 

 

第１章  総則 

（名称および財源） 

 第１条   本会計は北九州市立則松小学校父母教師会特別会計と称し、一般会計繰越金の一部 

       及びバザー収益金などの一部を財源とする。 

（目的） 

 第２条   本会計は、家庭・学校・地域社会と連携し、児童の健やかな成長と行事の推進または環 

       境改善などの推進を図る目的とする。 

 

第２章  会計 

（使途） 

第３条 本会計の目的を達成するために次の使途に従って適用する。 

    （１） 本会が第１章の目的を持った行事または環境改善などを行う場合、この会計をもってその 

      運用を行う。 

    （２） 本会の当初予算以外の支出を必要とする時や、やむを得ず本予算に超過を生じた場合 

      支出に充てる。 

    （３） 本会の一般会計実行途中に残高不足の場合は、暫定的にこの会計より流用してその支 

      出に充てることができる。 

（充用） 

第４条 本会計充用の必要を生じた時は、次の手順にて行う。 

   （１） 理由・金額及び予算の基礎を明らかにした会計要求書を作成し、会長に提出しなければ 

     ならない。 

   （２） 会長は、会計要求書を審査し、理事会の承認を求めなければならない。 

   （３） 理事会の決定があれば、会計について予算が成立したものとみなす。 

（決算） 

第５条 本会計の決算は、則松小学校父母教師会規約に定める会計監査を経て、総会にて報告し 

    承認を得なければならない。 

 

第３章  付則 

（規約改正） 

     本規約の改正を必要とする場合は、理事会の承認を得なければならない。 

（規約の発効） 

     本規定は、令和 2年 4月 18日から実施する。 
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令和2年度　役員選出

校     長 渕上　昇一

教     頭 佐伯　哲也

副　会　長 江里　道孝 門司　英三郎 大久保　充

奥　一馬 山野　美和 後藤　貴子

淵上　静枝 横山　美奈 佐藤　弓子

本田　佳未 横田　智子 菅沼　紗理香

永渕　麻生子 中江　知子 福田　百合加

新井　美希 榊田　よしみ

大熊　英嗣（学校）

砂川　英子 神崎　菜穂子

会計監査 永岡　彩子 佐伯　久美

則松小学校　父母教師会　役員・監査役名簿

(令和2年5月20日現在　敬称略）

会　  　長 工藤　悟

書　　　記

会　　　計
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北九州市立則松小学校父母教師会規約 
 

第１章  総則 
（名称） 

第１条    本会は、北九州市立則松小学校父母教師会と称し、北九州市立則松小学校内

に置く。 

（目的） 

第２条    本会は、学校、家庭、及び地域の積極的な相互協力により、児童の健全な成長

をはかると共に、生涯学習の振興に寄与することを目的とする。 

      （方針）  

第３条    本会は、次の各項を方針とする。 

（１) 政党に無関係であり、営利を目的とせず、また、宗教にもかかわらない。 

（２） 学校行政や教育方針の干渉を企図しない。 

（３） 本会の目的に沿う他の団体機関と協力する。 

      （事業） 

第４条    本会は、次の事業を行う。 

（１） 会員の知識教養の向上及び、福祉に関する事項。 

（２） 児童の安全と福祉に関する事項。 

（３） 学校の補助的施設及び資材の整備と援助。 

（４） 教育環境の改善及び向上。 

（５） その他本会の目的を達成するに必要な事項。 

 

第２章  会員 
      （会員の資格） 

第５条    次の者は、会員となることができる。 

（１） 本校に在籍する児童の保護者。 

（２） 本校の職員。 

      （会員の権利と義務） 

第６条    会員は、全て平等の権利と義務を有し、また、本会の活動には積極的に参加 

するものとしかつ、本会の運営について意見を述べることができる。 

（１） 会員は、随時会計簿の閲覧を求めることができる。 

（２） 会員は、規定の会費を納入するものとする。 

             

第３章  役員 
      （役員） 

第７条    本会に次の役員を置く。 

         （１） 会長     １名 

         （２） 副会長   若干名 

         （３） 書記     若干名（うち学校職員１名） 

         （４） 会計     若干名（うち学校職員１名） 

（役員の任務） 

第８条    役員の任務 

（1） 会長は、会務を統括し、会議を主宰し、外部に対して本会を代表する。         

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その代理をする。 

（３） 書記は、次に揚げる記録を正確にかつ完全に保管し、年度末にこれらの記録を

一括して後任者に引き継ぐ。  

①規約（改正・修正を含む） 

②当該年度の人事録 
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③会議の議事録 

④役員会及び委員会の報告書 

⑤往復文書の写し 

            （４） 会計は、本会の会費及びその他の収入を収納し、かつ、会長の承認を得て経

費の支払いを行う。また、収支の記録を正確に行い、会計監査を受け当該年度の

決算報告書を定例総会に提出し、承認を求める。 

（役員の選出） 

      第９条    役員は、別途定める「役員選出内規」に基づき、候補者を推薦し、総会の承認を

得て決定する。 

      (役員の任期) 

     第１０条   

（１） 役員の任期は、１年とする。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期

とする。 

（２） 補充役員の選出は、理事会において行う。 

（３） 役員は、再任を妨げない。 

 

第４章 会計監査 
（会計監査） 

 第１１条 

（１） 本会の経理を監査するため、会計監査を２名置く。会計監査は、本会の会計事

務を監理し、定例総会に報告する。また会計事務に関する意見を開陳できる。 

（２） 会計監査は、役員経験者とし、選出及び任期は役員に準ずる。 

 

第５章 特別職 
（参与） 

 第１２条 

（１） 役員会の活動を補佐するため、参与を若干名置くことができる。 

（２） 参与は、役員経験者より、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。任期は一年

とし、再任を妨げない。 

 

第６章 会議 
（会議） 

第１３条  本会に次の会議を置く。 

       ①総会   ②役員会   ③理事会   ④委員総会   ⑤委員会 

（総会） 

第１４条 

    （１） 総会は、全会員で構成する最高議決機関であり、定例総会及び臨時総会と 

する。 

    （２） 定例総会は、年１回、年度当初に開催する。 

    （３） 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または、全会員の１割以上の要請が 

あったとき開催する。 

         （４） 総会討議事項。総会で、審議決定する事項は次のとおりとする。 

             ①規約改正   ②予算案及び決算の承認   ③役員改選 

             ④会費の決定  ⑤その他重要事項 

（役員会） 

第１５条 

    （１） 役員会は、役員及び学校代表をもって構成する。 

    （２） 役員会は、理事会提出議案、その他本会事業の執行運営上必要な事項を審
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議する。 

（３）  役員会は、必要に応じ会長が招集する。 

（理事会） 

第１６条   理事会は、本会の役員、各委員会の正・副委員長及び学校代表をもって構成

し、次の事項を協議決定する。 

    （１） 総会から付託された事項。 

    （２） 総会に提出する議案の調整。 

    （３） 各種事業の執行と運営。 

    （４） その他運営上必要な事項。 

（理事会の招集） 

第１７条   理事会は、毎学期２回会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき、または、     

理事構成員の３分の１以上の者から会議に付すべき案件を示し、開催請求があっ

たときは、会長は臨時に招集する。 

（委員総会） 

第１８条   委員総会は、理事会の構成員及び各委員会の委員全員をもって構成し、会長

が必要と認めたとき、会長が招集する。 

（委員会） 

第１９条   委員会は、委員長が必要と認めたとき、または、委員の要請があったとき、開催

する。 

（議決） 

 第２０条   総会の定員数（委任状を含む）は、会員の５分の１以上とし、臨時総会は、４分

の１以上とし、理事会及び委員総会は過半数をもって成立し、議決は、出席者の

過半数の同意を必要とする。 

      

  

 第７章  委員会 
     （委員会） 

       第２１条   本会に、次の委員会を置く。 

（１） 校外指導委員会 

（２） 総務委員会 

（３） 文教委員会 

（４） 広報委員会 

 (委員会の任務) 

第２２条  委員会の任務は、次のとおりとする。 

 

（１）  校外指導委員会 

① あいさつ運動の実施 

 ② 児童の交通安全に関すること 

③ 子ども１１０番の家に関すること 

④ 夜間パトロール  

  

      （２） 総務委員会 

   ① 総会、委員総会の資料作成 

            総会の書記 

② 給食試食会の実施          

③ ベルマークに関すること  

       

（３）  文教委員会 

         ① 家庭教育学級（ひまわり学級）の実施   
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         ② 会員の研修及び親睦に関すること 

 

（４）  広報委員会 

         ① PTA新聞の発行 

② 学校の学年会計監査 

  

（委員及び正・副委員長の選出） 

      第２３条  各委員会の委員は、地区及び学年単位で選出され、会長が委嘱する。各委員

会の正・副委員長は、委員による互選で選出され、理事をつとめる。 

（特別委員会） 

      第２４条  会長が特に必要と認めたとき、理事会の承認を得て設けることができる。 

           この場合において、人選については、当委員会に付託することができる。 

 

第８章  経理 
     （経費） 

      第２５条  本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 

             会費の額については、総会において決定する。 

     （予算） 

      第２６条  本会の経理は、基本的に総会で認められた予算に基づいて行う。 

     （決算） 

      第２７条  本会の決算は、会計監査を経て、総会に報告し承認を得なければならない。 

     （会計年度） 

      第２８条  本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日を終わりとする。 

  

 第９章  付則 
 （規約改正） 

             本会の規約改正は、総会にて行う。 

     （規約） 

             本会は、必要に応じて別途規程を定めることができる。 

     （規約の発効） 

             本規程は、昭和３７年４月２２日から実施する。 

         

             昭和２３年４月１９日 福岡県父母教師会企画委員会において採択 

             昭和３７年４月２２日 昭和３７年度定例総会で一部改正 

             昭和４０年４月１９日 昭和４０年度定例総会で一部改正 

昭和４５年４月２５日 昭和４５年度定例総会で一部改正 

昭和４９年４月２０日 昭和４９年度定例総会で一部改正 

昭和５１年４月２４日 昭和５１年度定例総会で一部改正 

平成 ３年４月２７日 平成 ３年度定例総会で一部改正 

平成 ７年４月１６日 平成 ７年度定例総会で一部改正 

平成１０年４月１８日 平成１０年度定例総会で一部改正 

平成１２年４月２２日 平成１２年度定例総会で一部改正 

平成１６年４月２１日 平成１６年度定例総会で一部改正 

平成１９年４月１８日 平成１９年度定例総会で一部改正  

平成２１年４月２４日 平成２１年度定例総会で一部改正 

平成２８年４月１６日 平成２８年度定例総会で一部改正 

平成２９年４月２２日 平成２９年度定例総会で一部改正 

平成３０年４月２１日 平成３０年度定例総会で一部改正 

14



- 15 - 

 

父母教師会慶弔規程 

 
北九州市立則松小学校父母教師会 

第１章  総則 

 （名称） 

第１条 本規程は、北九州市立則松小学校父母教師会慶弔規程と称する。 

 （目的） 

第２条 本規程は、職員及び児童の慶弔・傷病・災害に際して、香典・祝儀・見舞金の贈与並びに

功労者を表彰し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

 

第２章  贈与 
 （贈与） 

第３条 贈与の種別は、結婚・死亡・傷病及び災害とする。但し、会長が特に必要と認めるときは、

役員会で協議し理事会で報告する。 

（１）結婚 本校職員 ５，０００円 

（２）死亡 会員 ２０，０００円 

本校職員の配偶者・親・子 

（※ただし同居及びそれに準ずること） 
１０，０００円 

児童 １０，０００円 

（３）傷病 会員及び児童が、父母教師会の事業及び行事で傷病の場合、

その状態により役員会で協議する。 

（４）災害 会員が災害にあったときは、役員会で協議する。 

（５）その他 類似する事例が発生したときは、役員会で協議する。 

 

（表彰） 

第４条 表彰の種別は次のとおりとする。役員から推薦があった場合、特に必要と認めるときは、

役員会で協議の上、理事会で報告し、表彰する。 

（１） 本校職員が、教育上で功労があったとき。 

（２） 児童に、優れた善行があったとき。 

（３） その他本規程の目的に準じた者や、実績がある場合は役員会で協議する。 

   例：会員でなくても本校児童の教育上、または、安全教育などに功績が大なる場合。 

（４） その他本会の目的を達成するのに必要な場合。 

 

（規程変更） 

 第５条 本規程の改正・変更は理事会において行う。 

 

付則 
本規程は、昭和４９年１０月 １日から実施。 

本規程は、昭和６０年１０月 １日から一部変更改正する。 

本規程は、平成 ３年 ４月１１日から一部変更する。 

本規程は、平成１４年 ５月 １日から一部変更する。 

本規程は、平成１８年 ３月 １日から一部変更する。 

本規程は、平成２０年 ３月 ７日から一部変更する。 

本規定は、平成２１年 ２月 ４日から一部変更する。 

本規定は、平成２２年 ４月 ９日から一部変更する。 

本規定は、平成３０年 ３月 ６日から一部変更する。 

 

 贈与、表彰を受けた者は、返礼などの行為はしないものとする。 

          会員又は準ずるものが本会主催の行事又は、本会より依頼された行事・研修等で 

          傷病・災害があった場合は役員会で協議し、理事会で報告する。 
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父母教師会 役員選出内規 

 

北九州市立則松小学校父母教師会 

 （目的） 

第１条 この内規は、規約第９条の規程に基づき、則松小学校父母教師会の役員選出について

定める。 

 

 （選出方法） 

第２条 役員選出のため、「選考委員会」を設ける。 

選考委員会の構成及び任務は、次のとおりである。 

（１） 選考委員は、原則として末子が卒業する役員・理事をもって構成し、理事会の承認を得

る。 

（２） 選考委員会は、選考委員長を互選により１名選出する。 

（３） 委員長は、選考委員会を招集する。 

（４） 選考委員会は、役員候補の選出を３月までに完了しなければならない。 

（５） 選考委員会は、総会で新役員が承認された時点で、解散する。 

（６） 卒業及び、任期満了以外で、退任した役員は、再任を認めない。 

 

 （内規改正） 

第３条 本内規の改正・変更は理事会で行う。 

 

付則 

 

本内規は、昭和６１年１２月１７日から実施する。 

本内規は、平成 ３年 ４月１１日から一部変更改正する。 

本内規は、平成１０年１２月 ２日から一部変更改正する。 

本内規は、平成２１年 ２月 ４日から一部変更改正する。 
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北九州市立則松小学校父母教師会イベントサポーター規程 

 

（名称）  

第 1条 本規程は、北九州市立則松小学校父母教師会（以下 PTA とする）イベントサポーター規程と称する。 

 

（目的）  

第二条 本規程は北九州市立則松小学校 PTA活動が迅速、効果的且つ安全に行われることを目的とする。 

 

（方針）  

第 3条 則松小学校 PTAの活動に関することのみにとする。 

尚、PTA会長を責任者とする。 

 

（対象）  

第 4条 対象は、則松小学校 PTA 会員、同居の祖父母、帰宅場所となる祖父母、保護者の兄弟姉妹のうちの

希望者のみとする。 

 それ以外の参加は認めないものとする。 

 

（登録・削除） 

第５条 登録・削除は本人の自由とする。 

 

（連絡）  

第６条 連絡に関して、電話・手紙・メール配信システムの一部を利用し、イベントサポーター登録者のみに連

絡するものとする。連絡ができるものは PTA会長及び会長が指名する副会長とする。尚、当規程の第 4

条で定める対象者以外を発見した場合、削除しなければならない。 

（参加）  

第７条 参加に関しては、基本的に本人の自由とする。 

 

（個人情報の取り扱い）  

第８条  登録する参加者の氏名及び連絡先に関しては、厳格に管理するとともに、則松小学校 PTA イベントサ

ポーターのお願い以外の目的には使用しない。 

 

（使用の中止及び再開）  

第９条  諸般の事情により会員に不利益が生じると判断された場合は、PTA役員会で協議の上、中止する。 

  再開する場合は当規程を遵守するものとする。 

 

（規程改正） 

第１０条 本規程の改正について会長、及び役員の過半数の同意が得られた場合に、PTA総会の議題とすること

ができる。PTA総会において、会員の過半数の賛成が得られた場合に規程の改正ができる。 

  

 

（附則）  

この規程は、平成２１年４月２４日より実施する。 

 

 

（配信事例） 

雨天時の運動会準備の手伝い 

のりまつフェスタの手伝い 

除草作業 

図書の整理 など 

17



周年行事積み立てにノつむヽての覚え書き

（目標）

本校は「4分の1塊を一′二の区断りとして酵酵　鯛鮒るよう100周串か顎濾折

いる∴平成10嘲こ1嘉周年記念事業をおこなったので∴配朝ま1別周牢記恕持勤唱標となあ

億静

1訪周牢輔も100周鞄肺瀾除各臨書彰頓匪攻換こよる団附椒こよる収益を∃親潮源と

して行われ亀そ㈱額愴鮒こより、鮒記恕鞄インターホ機記念鮮）

発千等が実施され、触心腰細区顔を築くことができたあらためて簡閻）ご民力に感謝

する。さ－働価額賀することは瀞）あることであも歴史勧回顧するとともに地味

の方々との交流を図り母校唄肘単軌磯発観舞う記缶す‾べき行事だからであもところで、

脚劇画をするとき、削掩奴墳粗ガ蓬いと予想される。とりわけ、；詔勅こあたっ

ては資金が必要となも125周年事第猟100周戦ノ峰（礪新田爵こよって実施できたように我々

も1勤周弔誼がナこの準瀞こ取り組まなけ拍感パナなしも

㈱
PTA」掛脚丸積み立てて行くものとする■積み立て金の額は∴→牢

につき最低10万円とし各年度PTA役員が最大の努力をする。

このこと息も㈱児童とそれを見守る保護翫汎本鮫取掛憎牧腑款瑚斡記網喋

働紋日朝掛けるものである。

上記瓶こ至った軸も次の通りである。125周囲源となった団体棉険加入者は早々減少して

いりた∴平成8年度より、役員と噺滴I馴㈱脚勒ヰナも行ったしかし定員を摘果

することができず存続が不可能となり、団鵬こよ胡軒立ては平成10年度が最後となった

そこで」都祁硝翫褒わる周牢樹齢妨蜘こ関するアンケートを実施し検討した

アンケートでは

☆バザづこよる収益を積み立てる

☆PTA会費を増額し、「般会計より積み立てる。

☆PTA会費と㌻頚牌で徴収する。　等Z案が出された

アンケート結果をもとに伺変も理津会で審議し磯一般会計より積み立てるという案こまとまり、

平成11年度のPT蘭肇韓し承終された

鮒
この会計を柳として、会計役員がこれ観潮軒も

会計監査がこれ私監査し各柵及働こてホ余計の収支を報告しなければならなしも

また、周閣襲絵穀圃囁むも本会帥騰昭管されも

（適職

本陣適て軋この趣旨に基づいて∴平成11年度より凱将細憾こ立って積み立てを実施

するた翻こ　趣旨を明湛こし覚え書きとすも

槻餌

平成11年度　5月定細導会（5月6日にて哀弼恐
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