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改革理由 
 

会員の皆様、日頃より PTA活動にご理解とご協力を頂きありがとうござ

います。今回皆様には PTAの改革案をご提案させていただきます。 

明治より続く、歴史のある則松小学校ではありますが、全国的な少子化

の波にのまれ、児童数とともに世帯数も年々減少傾向にある状況です。 

また、私たち保護者の考え方や、社会環境も変化してきており、共働き

世帯やひとり親世帯など、世帯環境も多様化してまいりました。 

そのような状況において則松小学校 PTAでは保護者の PTA活動に対する

負担が年々増加してまいりました。 

そこで前大久保会長により、一昨年度に総務委員会と広報委員会を統合

しました。 

委員数と活動内容を整理、削減して負担軽減を図り、昨年度において試

行して検証することにしていましたが、コロナウイルスによる世界的な

パンデミックが起こりその機会も失われました。普段の活動ができない

まま２年が経とうとしており、活動の継承がしっかりとできていないの

が現状です。 

ですがこの機会を私は好機と捉え、さらなる負担軽減のために PTA改革

を推し進める事を決断しました。 

子どもたちの安心安全な学校生活を支えるためにも、また学校と地域と

保護者を結ぶ組織として PTAの役割はまだ有るのではないかという考え

から、継続可能で気軽に参加できる、現状に合った PTA改革を目指すこ

とにしました。 

 

この改革案により、保護者の皆様が PTA活動に関わる際の選択肢を増や

し、そして楽しみながら活動できる環境を整えられたら良いなと思いま

す。また気軽に活動へ参加していただき、そこで学んだことや経験を子

育てや、自分の為に活かしてほしいと私は願っております。       

 

 

 

則松小学校父母教師会  会長 工藤 悟 
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本校 PTAの問題点 

 

本校 PTAが抱える問題点は、世帯数が減少傾向にある中であっ

て、活動内容や仕組みをほぼ踏襲し続けた結果、委員や役員の

活動負担が増大したことにあると考えられます。 

そして「のりまつフェスタ」を毎年開催するために人員確保の

関係から役員や委員定数を必要以上に設定してきたことにも問

題があると考えます。 

また規約に関して言えば個人情報の規程が無いことは現代の社

会状況にはそぐわないと考えます。 

以上のことから組織体制の改変、イベントサポーター規程の改

定、のりまつフェスタの新制度創設、個人情報保護規程の設

定、それらに伴う規約の改定と項目追加とベルマーク活動の廃

止を今回の PTA改革案の主要課題として提案させていただきま

す。 

 

目次 
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β:イベントサポーター規程の改定(８ページ) 
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δ:個人情報に関する規程を規約へ追加(11ページ) 

 

ε:改革による規約の修正、追加、ベルマーク活動の廃止(11ページ) 
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α:PTA組織体制の改変 

 

1:委員会及び委員 
 

《委員会》 

・従来の 3 つの委員会（校外委員会、文教委員会、総務・広報委員会）

を全て一つの委員会として統合します。 

・委員会の定員数を従来の約半分以下に設定して会員の負担率を下げま

す。（委員を経験しなければならない機会の減少） 

・委員会の組織体制は委員長と副委員長の各 1 名ずつと班長 3 名と委

員 15 名に設定します。委員長と副委員長の立場は PTA 本部役員とし

ます。内訳は役員 2 名と委員 18 名の合計 20 名となります。 
 

《委員会運営方法》 

・委員会の運営決定権は委員長・副委員長にあります。 

・委員長・副委員長が活動の計画や指示、関係団体や業者との調整役と

なります。各班の班長はその指示に沿って活動します。班長は純粋に

班のまとめ役でありそれ以上の役割は求めません。 

・委員活動を 3 つの班に分けて行います。（校外班、文教班、総務•広

報班）ひと班あたり班長 1 名を含む計 6 名とし、合計 3 班の総勢 18

名となります。 

・各班に分けてはいますが、あくまで一つの委員会であり活動は基本全

員で協力して行う事を前提としています。各活動で人員が不足した場

合は委員長・副委員長・班長で人員を調整します。この新委員会では

他のイベントに動員などすることなく委員活動に専念していただきま

す。 
 

《委員》 

・委員の任期は従来通り 1 年、選出方法は学年単位とします。 

・基本的に会員には子ども 1 人につき 2 回の委員活動をお願いしてい

ます。しかし、多数のお子さんを抱えるご家庭では PTA 活動の負担

が極端に高くなってしまいますので以下の特例措置を設定します。 

その世帯の在学中の児童が 3 人以上の場合、又は将来的に在学期間が

かぶる予定の場合は活動負担を 2 人分までとし、それ以上の負担は求

めない事とします。つまり最大で委員活動 4 回を限度とします。ただ

し在学期間がかぶらずに新たに入学した児童の分は新規とみなして負

担の対象とします。 



則松小学校 PTA改革案  5 

 
 
2:PTA 本部及び役員 
 

《PTA 本部》 

・従来の PTA 役員は副会長という役職で多数の役員が在籍していまし

た。同じ副会長でも役割が各々違っており、役職名で役割を明確にす

るように整理します。 

・イベントの手伝いを想定し、多めに役員数を確保しておりました。役

員定数を 9 名にする事で組織をスリム化します。 

・会長 1 名、副会長（統括)2 名、書記 2 名、会計 2 名、委員長 1 名、

副委員長 1 名、の合計 9 名です。 

・改めて設定する副会長は役割を統括とします。（会長業務の代行、役

員の取りまとめ役、理事会や役員会の管理運営、「band」アプリの管

理運営など) 

・新たに役職として委員長・副委員長を設定します。従来の委員長・副

委員長を役員とする事で待遇改善と PTA 本部との意思疎通改善を図

っています。 

・委員長と副委員長を 1 名ずつとしていますが 1 年目を副委員長、2 年

目を委員長とすることで継承問題を解決しています。 

・従来の参与制度はそのまま残していこうと考えています。 
 

《PTA 本部運営方法》 

・会長と副会長（統括)を中心に書記、会計、委員長、副委員長がそれ

ぞれの任務にあたります。 

・学校行事の減少と「のりまつフェスタ」の新制度化により、本部役員

が学校で活動する内容はほぼ事務局としての役割しかありません。 

・役員は主に対外的な行事や活動（PTA 連合会や、まちづくり協議会関

連)に従事します。 
 

《役員》 

・役員の任期は 1 年ごとの連続 2 年を基本とします。これは役員の仕

事を継承する観点からです。 

・2 年目以降は 1 年ごとの再任を可能とし妨げません。 

・役員の優遇措置とは役員を 1 回でも経験すればその世帯の全児童が本

校に在学中か否かを問わず、全ての児童の分の委員活動を免除とする

ことができる措置です。委員と役員の待遇を差別化することにより、

役員の確保をしやすくしています。 
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PTA 組織図＆相関図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTA 本部 

・会長１名 

・副会長（統括）２名 

・書記２名 

・会計２名 

・委員長１名 

・副委員長１名 

PTA 委員会 のりまつフェスタ実行委員会 

・委員長１名(役員) 

・副委員長１名(役員) 

・班長３名(委員) 

・班員１５名(委員) 

・実行委員長１名 

・実行副委員長１～２名 

・書記１～２名 

・会計１～２名 

PTA 会員 

イベントサポーター 

則松小学校 

PTA 総会(最高議決機関) 

理事会(議決執行機関) 
会費徴収の 

業務委託先 

常設ではない仮

設の委員会、開

催される場合に

設置。 

八幡西区小学校

PTA 連合会 

則松まちづくり

協議会 

単 P より

上位の組織 

共同で企画

の運営 

任期は２年 

主な任務は 

学校外での活動 

任期は１年 

委員活動に専念 

お祭り好きには

最適、任期は発

足から解散まで 
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PTA 委員会組織図＆相関図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

則松市民センター 
PTA 委員会 

PTA 本部 

委員長 

副委員長 

班長 班長 班長 

総務広報班 校外班 文教班 

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 100 番

の家に関す

ること 

④ 夜間パト 

ロール 

① 総会の書記 

② PTA 新聞の

発行 

③ 学年、学級

会計監査 

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 

相互援助 相互援助 

運営権限 

予算分配 

担当者と 

企画を協議 

自班の活動に対して要員が不足している場

合は他班より人員を移動して調整する。 

ひと班あた

り班長１名

と班員５名

です 

業者 
役員１年目 

役員２年目 
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β:イベントサポーター規程の改定 
 
 
《改定理由》 

この新イベントサポーター制度は PTA 活動の際に会員（イベントサポ

ーター）から手伝いを募る制度です。従来から制度はありましたが、

実際には機能しておらず今回の改革により内容を見直し、実用性のあ

る制度に改めます。またそのことにより、会員の PTA 活動への関わり

方の選択肢を増やすことへ繋げます。 
 
《運用方法》 

・全会員にスタンプカードを配布します。 

・会員は在学中の全ての児童が卒業するまでスタンプカードを所持しま

す。再発行はしません。ポイントが全部貯まったら新規発行します。 

・PTA 本部及び委員会より各イベントや活動への参加サポーターを募集

します。 

・イベントや活動終了後に役員又は役員より委託された委員により活動

ごとにポイントを付与します。 

・貯まったポイントは特典として引き換えられます。 
 
《ポイント》 

・貯められるポイントはカード 1 枚につき 10 ポイントを最大とし、特

典は 10 ポイントで委員 1 年免除、5 ポイントで学用品等と交換とし

ます。 

・付与ポイントはフェスタ実行委員(役員)になると 10 ポイント、フェ

スタのイベントサポーターで準備と当日の全て通しだと 3 ポイント、

フェスタ準備のみ 1 ポイント、フェスタ当日のみ 1 ポイントでその

他の活動やイベントは 1 ポイントとなります。 
 
《主な募集活動内容》 

「ひまわり学級」「夜間パトロール」「のりまつフェスタ」「運動会の

準備・後片付け」などです。他にも「P 連行事の手伝い」「PTA 発案

の企画」、「さかな釣り」「夕涼み会」などのまちづくり協議会主催

のものなども対象とします。 
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γ:のりまつフェスタ新制度創設 
 
 
《新制度創設理由》 

従来の「のりまつフェスタ実行委員会」は PTA 本部役員が中心とな

り、委員と協力して準備、運営の全てを担っていました。そしてこの

イベントを毎年行うために役員や委員の定数を多く設定し、動員数を

確保してきたという経緯がありました。新しい案ではフェスタ開催を

定期から不定期に変更します。そして運営自体も PTA 本部とは切り離

し PTA の下部組織として常設ではなく仮設として独立させます。その

ことにより役員、委員の負担軽減に繋げます。 

 

《規程》 

・「のりまつフェスタ実行委員会運営規程」を定めます。 

 

《組織体制》 

・実行委員長 1 名、実行副委員長 1〜2 名、書記 1〜2 名、会計 1〜2 名

の最低 4 名〜最大 7 名を役員枠として設定します。 

・イベントスタッフはイベントサポーター制度のバランスを考えて最大

40 名とします。 

・フェスタ実行委員会は会員の有志らによりその都度発足、実行委員を

中心にイベントサポーターと協力しながら運営します。 
 

 

《開催までの流れ》 

・フェスタを開催したいとする会員が実行委員選出時に立候補します。 

・実行委員の選出は次年度役員・委員選考と同じタイミングとします。 

・選出された実行委員会の役員は「のりまつフェスタ」開催企画書を作

成し PTA 本部に提出します。 

・PTA 本部役員は企画書を精査(内容・予算・安全面)し学校側と協議、

合意に至れば認可します。 

・実行委員会は認可された内容を元に会員に企画を周知、イベントサポ

ーターを募集します。 

・要員確保ができたら開催準備を始めます。 

・当日は実行委員会役員とイベントサポーターが協力し運営します。 

・実行委員会はフェスタ終了後に会計処理と報告書の提出をします。 

・PTA 本部役員は会場の警備、終了後の会計監査や事務処理を担当しま

す。 
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のりまつフェスタ運営図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTA 本部 則松小学校 

のりまつフェスタ実行委員会 

のりまつフェスタ開催！！ 

のりまつフェスタ

を開催しようと 

する有志メンバー 

フェスタ企画書を

PTA 本部に提出 

PTA 委員選出と同じタイミング

で実行委員会役員も募集 

PTA 本部と学校が提出

された企画書をもと

に、企画内容、安全

性、予算を精査し開催

の許認可を行う。 
認可されれ

ばのりまつ

フェスタ実

行委員会が

発足する。 

認

可 

・実行委員長１名 

・実行副委員長１～２名 

・書記１～２名 

・会計１～２名 

 

☆実行委員会の役員は最低４名

から最大７名になります。 

終了後、片付けとお掃除♪ 

フェスタ企画を会

員に周知してイベ

ントサポーターを

募集します。フェ

スタスタッフの上

限は 40 名までと

します。 

フェスタに関して

は準備スタッフ、

当日スタッフ、全

て通しのスタッフ

と柔軟な採用がで

きます。 

準備期間は企

画内容により

変わります

が、例年は９

月からスター

トします。 

そして 10 月末

に開催する。 

終了後にのりまつ

フェスタ報告書を

提出、PTA 本部の

会計から会計監査

を受ける。 

報告書を提出して解散！！(^^)/ 
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δ:個人情報に関する規程を規約へ追加 

 

本校 PTAの規約には個人情報保護に関する規程がありません。 

法改正もあり、小規模な団体であっても個人情報保護法の適用対象と

なります。今回の改革によって規約を追加し、個人情報の取扱方法や

ルールを定め、PTA役員と委員を対象として年度当初に個人情報保護

に関する研修を行うようにします。 

《個人情報保護に関する本校 PTAの取り組み》 

・横須賀市 PTA協議会の雛形をベースに規程を作成 

・本校 PTA本部内での個人情報取扱内規を定める。 

・個人情報の保管、管理方法を定める。 

・新年度の最初の役員会で個人情報の研修会をする、委員の研修は委員

長が行う。 

・個人情報保護管理者は会長とし、個人情報保護代理管理者を副会長・

委員長・副委員長とする。 

 

ε:改革による規約の修正、追加、ベルマーク活動の廃止 

・今回の改革により、規約の修正や追加が必要になります。また文言

が伝わりにくい部分の修正や余計な部分の削除なども合わせて行い

ます。詳しくは別途資料をご確認下さい。 

・ベルマーク活動の廃止、労力に対してメリットが少ない為。 

 

最後に 

この改革案は完成ではありません、実際に運用してみて様々な問題が

発生してくると思われます。その時は皆さんで話し合って完成に近づ

けていってほしいと思います。また PTAの根幹に関わる議案を今回

は見送らせていただきました。そう遠くないうちに決断をせねばなら

ないと思いますが、次世代の役員に託したいと思います。 



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  

  

第 1 条(名称)  

本規程は北九州市立則松小学校父母教師会(以下本会とする)イベントサポーター規程と称

する。  

 

第 2 条(目的)  

本規程は本会の活動が安全かつ円滑に行われることを目的とし、本会活動の活性化と人員

確保の手段とする。また会員の本会活動に対する関わり方の手段を増やす目的も含む。  

 

第３条(活動方針)  

本会または関係団体に関するイベントや委員活動への参加や手伝いなどに限定する。  

 

第４条(対象者)  

イベントサポーター対象者は本校児童の保護者とする。  

 

第 5 条(登録・削除)  

本会入会をもって登録とし本会退会をもって削除とする。  

 

第 6 条(募集・参加) 

 イベントや活動毎に参加者を募集し催行する。参加に関しては会員の自由意志とする。  

 

第 7 条(個人情報の取得と取扱い)  

イベントや活動の参加募集に対して会員が参加意思を示す場合は本会に氏名と連絡先を知

らせる。取得した個人情報は本規程の目的以外には使用せず、イベントや活動終了後に速

やかに適正処分する。基本は本会規約の「個人情報保護規程」に準ずる。  

 

第８条(ポイント制度)  

本会のイベントや活動に参加した会員にはそのイベントや活動の内容によってポイントが

付与される。付与されたポイントを貯め、規定のポイント数に達したとき特典と交換がで

きる。  

 

 



第９条(規程の改定)  

本規程の改定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、本会総会の議題と

することができる。本会総会において会員の過半数の同意が得られた場合に規程の改定が

できる。  

  

(附則)本規程は、平成 21 年 4 月 24 日より実施する。  

令和３年 11 月〇日 令和 3 年度臨時総会で一部改定  

  

＜イベントサポーター募集事例＞  

 

(本会)「ひまわり学級」「夜間パトロール」「のりまつフェスタ」「運動会の準備・片付け」 

「P 連活動の手伝い」「その他本会発案企画」  

  

(則松まちづくり協議会)「さかな釣り」「夕涼み」  

 



のりまつフェスタ実行委員会運営規程  

  

第 1 条(名称)  

本規程は北九州市立則松小学校父母教師会(以下本会とする)の「のりまつフェスタ実行委

員会」(以下実行委員会とする)運営規程と称する。  

 

第 2 条(目的)  

本規程は本会の実行委員会及び「のりまつフェスタ」(以下のりフェス)が安全かつ円滑に 

運営され、子ども達の思い出に残る楽しい催しとなることを目的とする。  

 

第３条(事業)  

実行委員会は「のりフェス」の開催と運営管理を行う。  

 

第４条(実行委員会設置条件)  

本会の実行委員会は仮設の委員会である。「のりフェス」を開催しようとする会員有志らが 

PTA 本部に対し、企画書を提出し認可が下りれば設置となる。企画書提出は PTA 総会

日以降とする。  

 

第 5 条(「のりフェス」の日程)  

基本日程は９月準備開始、10 月末開催とする。別途認可を受けた日程であればその限り

ではない。  

 

第 6 条(実行委員会の役員)  

実行委員会には次の役員を置く。  

(１)実行委員長１名  

(２)実行副委員長１～２名  

(３)書記１～２名  

(４)会計１～２名  

 

第７条(役員の任務)  

実行委員会役員は、認可された企画書をもとに準備から開催、終了までを中心となり管理

運営するものとする。  

 



第８条(役員の選出)  

役員の選出は本会の PTA 委員選出と同時とし、基本的に立ち上げメンバーの中から役

職を決め企画書提出時までに決定させる。  

 

第９条(役員の任期)  

役員の任期は実行委員会の設置後から「のりフェス」終了後の報告書提出をもって任期満

了とする。  

 

第 10 条(イベントサポーター採用枠と上限人数)  

「のりフェス」開催にあたり、準備や当日の運営スタッフをイベントサポーターから採用

できる。採用枠は「準備スタッフ」と「当日スタッフ」そして「通しスタッフ」の三種で

ある。採用上限人数は総数で 40 名までとする。  

  

第 11 条(企画内容の条件)  

どのような企画であっても安全性に十分配慮し、小学校で開催することが許容される内容

とする。また次回予算確保の関係から一定の収益が確保できる内容を含めることも条件と

する。  

 

第 12 条(のりフェス予算)  

「のりフェス」の予算は本会のバザー予算から企画書をもとに予算を算出し、実行委員会

に分配する。  

 

第 13 条(予算に関する努力義務)  

「のりフェス」の予算は本会のバザー予算を元にしており、分配した予算と同じくらいの

収益確保することを努力義務とする。  

 

第 14 条(会計監査)  

フェスタ運営終了後に PTA 本部から会計監査を受ける。  

 

第 15 条(報告書の提出)  

フェスタ運営終了後に PTA 本部が定めた報告書に記述し、報告書として提出する。  

 

 

 



第 16 条(規程の改定)  

本規程の改定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、本会総会の議題と

することができる。本会総会において会員の過半数の同意が得られた場合に規程の改定が

できる。  

  

(附則)本規程は、令和４年 ４月〇日より施行する。  

 



北九州市立則松小学校父母教師会 個人情報保護取扱規程 

 

第１条(目的) 

北九州市立則松小学校父母教師会(以下「本会」)では、保有する個人情報について適正か

つ安全に収集・管理・運用することに関して必要な事項を定めることにより、本会の円滑

な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

第２条(定義) 

この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる 

(１)「個人情報」生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日

その他の記述又は個人別に付された番号や記号その他の符号により当該個人を識別で

きるもの(当該情報のみでは識別できないが、ほかの情報と容易に照合することがで

き、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいう。 

(２)「保有個人情報」本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への 

提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らか

になることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのある

もの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外を

いう。 

(３)「本人」前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者個

人の保護者をいう。 

(４)「役員」本会の役員会を構成する者をいう。 

(５)「委員」本会の運営する委員会を構成する者をいう。 

(６)「イベントサポーター」本会の要請を受けて本会の活動に従事する者をいう。 

 

第３条(責務) 

本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる活動を通じて

個人情報の保護に努めるものとする。 

 

第４条(個人情報保護管理者) 

(１)本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。 

(２)個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理及び保存、  

ならびに開示及び訂正の請求に対し適正に処理する責務を負う。 

(３)個人情報保護管理者は複数の個人情報保護代理管理者を置くことができる。代理管理

者は個人情報保護管理者の指揮監督のもとにその職務を代行する。 

 



第５条(個人情報利用目的)  

本会では収集した個人情報について主な利用目的を以下とすることを定める。 

(１)本会の役員、委員経験を管理するための名簿作成。 

(２)本会の活動に参加するイベントサポーター管理用の名簿作成。 

(３)本会の活動に関して電話連絡や「BAND」アプリ等の手段を用いた連絡。 

(４)本会の活動に関して北九州市立則松小学校(以下「則松小」)との共有が必要と思われ

る内容の情報提供。 

(５)本会の広報活動に関する「写真」・「氏名」・「作品等」の掲載、また業務委託している

業者等への情報提供。 

(６)本会が主催の活動や催し物に参加する際に必要となる書類等への記載、また業務委託

している業者等への情報提供。 

(７)本会の活動に関して前項以外に必要と認められ、かつ本人の同意を得た場合。 

 

第６条(個人情報の収集)  

個人情報の収集は、本会活動に必要な範囲内で適正かつ公正な手段により収集し、利用目

的を明確に定める。ただし要配慮個人情報は取得しないものとする。 

 

第７条(個人情報の利用制限) 

本会では、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のい

ずれかに該当するときはこの限りではない。 

(１)法令に基づく場合。 

(２)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

(３)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

(４)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

第８条(個人情報の管理)  

(１)個人情報保護管理者は個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次の号に掲げ

る事項について適正な措置を講じなければならない。 

  １）紛失、破損その他の事故防止 

  ２）改ざんおよび漏洩の防止 

  ３）個人情報の正確性および最新性の維持 

  ４）不要となった個人情報のすみやかな破棄または消去 



(２)本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則とし

て委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らか

にし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 

第９条(個人情報の第三者への提供制限) 

【１】本会では、収集した個人情報を事前に定めていない第三者へ提供しない。ただし次の

各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。 

(１)法令に基づく場合。 

(２)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

(３)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

(４)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行

に支 障を及ぼすおそれがあるとき。 

【２】次に揚げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項規定の適用につ

いては第三者に該当しないものとする。 

(１)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委

託する場合。 

(２)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して

利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び

当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人

に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

(３)本会は、前項第２項に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責

任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容についてあらかじめ本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 

 

第 10 条(個人情報の第三者からの提供) 

本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情報

を取得した経緯」「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項目」「対象者の同

意の有無」について確認し記録する(事業者ではない個人からと則松小から提供を受ける場

合は記録不要とする)。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。 

(１)法令に基づく場合。 

(２)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

(３)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ



て、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

(４)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

第 11 条(個人情報の開示請求) 

本会は、本人から当該本人に係る個人情報について書面又は口頭により、その開示(当該本

人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)

の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするも

のとする。ただし、開示することにより次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を

開示しないことができる。 

１）本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

２）本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

３）他の法令に違反することとなる場合 

 

第 12 条(個人情報の訂正または削除請求) 

(１)本会は、個人情報の開示を受けた者から書面または口頭により、個人情報の訂正、追

加、削除または利用停止の申し出があったときは利用目的の達成に必要な範囲内にお

いて遅滞なく調査を行い、その結果について申し出をした者に対し、書面により通知

するものとする。 

(２)本会は、前項の通知を受けた者から再度申出があったときは、前項と同様の処理を行

うものとする。 

 

第 13 条(苦情の処理) 

本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

 

第 14 条(漏えい時などの対応) 

(１)本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を

個人情報保護管理者又は代理管理者に報告するものとする。 

(２)個人情報保護管理者又は代理管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が 

判明した場合には遅滞なく本会会長に報告するとともに関係部門に適切な措置をとる

よう指示するものとする。 

 

第 15 条(研修) 

個人情報保護管理者は、役員、委員、イベントサポーター等個人情報を取扱う者に対し個

人情報の取扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。 



第 16 条(雑則) 

(１)本規程の改定には 会長及び役員の過半数の同意が得られた場合に、本会総会の議題と

することができる。本会総会において会員の過半数の同意が得られた場合に規程の改

定ができる。 

(２)本規程の実施に必要な事項は PTA 役員内規に定めるものとする。 

 

附則 

 

この規程は令和４年４月〇日から施行する 
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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、会員資格を有する。 

（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、また本会の活動に参加し、 

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。 

             

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（統括）   ２名 

         （３） 書記     ２名  （４） 会計         ２名 

         （５） 委員長    １名  （６） 副委員長      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 

③会議の議事録 
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④役員会及び委員会の報告書 

⑤往復文書の記録 

            （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。 

         （５） 委員長・副委員長は委員会の代表者として活動内容の決定権を有し、関係団

体や業者との調整、スケジュール管理を行い、委員会の円滑な運営に努めること

とする。 

（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。 

      (役員の任期と優遇措置) 

     第１０条   

（１） 役員の任期は、１年ごとの連続２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） ２年目以降は１年ごとの再任を可能とし、妨げない。 

（３） 補充役員の選出は理事会にて行う。 

（４） 「委員長」と「副委員長」は１年目を副委員長、２年目を委員長として務め、任期

を連続２年とする。 

（５） 役員の任期を全うした会員は、その会員世帯の子が本校に在学中か否かを問

わず、その世帯の子、全員分の委員活動を免除とする。 

（６） 役員任期途中で退任となった場合の優遇措置の適用については、退任となる

までの活動実績や経緯から会長が判断することとする。 

 

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。また会計事務に関して意見できる。 

（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 
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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、１学期と３学期の年２回を基本として会長が招集する。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以上の者から議案を示し、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「委員会」と「のりまつフェスタ実行委員会（仮設）」を設置する。 

 

 (委員会の任務) 

第２２条 

（１）  委員会の任務は、次のとおりとする。 

 

① 校外班 

・あいさつ運動の実施 

 ・児童の交通安全に関すること 

・子ども１１０番の家に関すること 

・夜間パトロール  

  

② 総務・広報班 

   ・総会の書記 
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・PTA新聞の発行 

・学校の学年会計監査  

       

③ 文教班 

・家庭教育学級（ひまわり学級）の実施 

・給食試食会の実施 

・会員の研修及び親睦に関すること 

 

（委員の任期） 

 第２３条  委員の任期は１年とする。 

 

（委員及び班長の選出） 

      第２４条  委員会の委員は、学年単位で選出され、会長が委託する。各班の班長は、委

員による互選で選出され、班のまとめ役を担う。 

 

（委員会活動義務と特例措置） 

  第２５条  （１） 児童１人につき２回の委員活動が求められるが、その会員の世帯に本校 

在学中の児童が３人以上いる場合は活動４回を限度とし、それ以上は求 

めないこととする。 

（２） 在学期間がかぶらずに新たに入学した児童の分は新規とみなす。 

 

（のりまつフェスタ実行委員会〔仮設〕） 

第２６条   「のりまつフェスタ」の活動を、安全かつ円滑に運営するために「のりまつフェ 

スタ実行委員会運営規程」を定め、運用するものとする。 

 

（特別委員会） 

      第２７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２８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２９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３０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３１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  個人情報保護 
（個人情報の保護と取扱） 

 第３２条  本会活動を円滑に推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理 

については「個人情報保護取扱規程」に定め、運用するものとする。 

 

  

「ベルマークに関すること」を削除 
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第１０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 

令和 ２年５月１５日 令和 ２年度定例総会で一部改正 

令和 ３年１１月〇日 令和 ３年度臨時総会で一部改正（令和４年度より施行） 


