
 

平成 30 年度 運営委員会申し合わせ案(準 PTA 規約細則) 

  

 この申し合わせは，年次 PTA 総会後の第一回定期運営委員会で合意決議を得て PTA 規約細則扱いとする。全 PTA

会員には速やかに配布文書もしくは PTA ホームページで公開するものとする。なお，下記の記載に関わらず，第二回

定期運営委員会以降で更新決議を得たものが優先する。同様に速やかに全 PTA 会員へ報告するものとする。なお，保

護者会員を P 会員，教員会員を T 会員と記載している。なお，すべての支出は会計監査の対象です。 

 

１．交通費の支給に関して本会は，会員が会務により出張・旅行する場合，以下の該当する項目について，交通費を

支給する。（会員の定義は，並木小 PTA 規約第６条に準ずる）。なお，交通費計算の起点は並木小学校とし，領収

書に代えて経路・運賃明細を提出できる。タクシー，運転代行の利用については運営委員会の承認を必要とする。 

（１） 自家用車：10km につき，130 円 

（２） バス運賃：運賃実費 

（３） 鉄道運賃：普通料金および急行料金 

（４） 駐車場代金：1000 円/回を上限として，利用開始終了時刻，場所，料金が説明できるものが支出できる。 

 （５） 並木小学校事務を経由して動員依頼を伝達されたつくば市・土浦市の会議（市 PTA 連絡協議会，女性ネ

ットワーク等）へ出席するとき，交通費として一律 500 円/回（2 人/会議を上限として）を支出できる。  

（６） 日本 PTA，関東ブロック協議会等への高額の参加費・旅費は，その都度，定期運営委員会で協議する。 

  

（昭和 55 年 5 月 2 日施行）（平成 11 年 6 月 19 日(3)の変更，(4)の削除）（平成 17 年 9 月 22 日(3)の変更） 

  （平成 22 年 7 月 9 日会員定義の追記）（平成 23 年 5 月 13 日旅費起点，領収書省略の追記） 

 （平成 29 年 5 月 13 日改定） 

２．通信費に関して 

   （１） 各委員会の活動で使用した通信費は各委員会の活動費から原則として 300 円／人（返納可，上限 1000 円

/年，記録必要）を上限として支給することができる。 

   （２） 委員会活動で使用した通信費が（１）の上限を超えた場合は，本部会計と協議の上，実費相当を支給す

ることができるものとする。 

（３） 上記(１)を目安として適用しない各委員会，各ボランティアグループは，内部規約を作成して監査に応じ

ること。 

（平成 25 年 4 月 19 日施行）（平成 28 年 6 月 17 日(3)(4)追記） 

（平成 29 年 5 月 13 日(3)削除改定） 

 

３． 代表活動費に関して（上部団体（市 P 連，茨 P 連）の役員となった場合は下記の限りではない） 

 （１） つくば市 PTA 連絡協議会(およびブロック会)の懇親会費を 1 人 5,000 円／年を上限として支出できる。P

会員代表および T 会員代表について適用する。 

 （２） 並木夏祭り実行委員会の最終反省会参加に際し，2,000 円/人の合計 2 人まで支出できる。 

（３） 並木小学校事務を経由して動員依頼を伝達された会議等へ出席するとき，移動開始から帰宅までに 4 時

間を超える場合は，日当（2 人/会議を上限として）としてつくば市および土浦市 500 円/人，県内 1000 円

/人を支給できる。 

                                                                 （平成 28 年 5 月 20 日施行） 

（平成 29 年 5 月 13 日改定） 

 

４．領収書紛失等の問題について 

（１）領収書・レシートを意図せず紛失あるいは入手できなかった場合は，本部会計に相談して所定の書類様式

を準備したうえで，定期運営委員会に支出許可の審議を依頼することができる。 

（平成 29 年 5 月 13 日施行） 



 

５．慶弔費に関して（付記：この申し合わせを適用した場合，これに対する返礼は受けない。） 

（１） 教職員の転退職に際し，記念品を贈る。ただし，記念品代 4,000 円以内。 

（２） 教職員の結婚に際し，祝い金を贈る。ただし，祝い金代 5,000 円以内。 

（３） 会員および児童の死亡に際し，香料を贈る。ただし，香料 10,000 円以内。 

（４） 教職員会員の父母，配偶者，子供，および同居している義父母の弔事に際して，香料を贈る。ただし，

香料 5,000 円以内。 

（５） 金額につき，必要に応じて，5,000 円の範囲で運営委員会の決議により追加する事ができる。 

   （昭和 55 年 5 月 2 日施行）（平成 6 年 4 月 23 日(5)を追記） 

（平成 10 年 4 月 18 日 5,000 円を 5,000 円以内に変更） 

 （平成 11 年 6 月 19 日(4)の変更）（平成 17 年 10 月 21 日(4)の字句修正）（平成 22 年 7 月 9 日(1)の変更） 

（平成 27 年 9 月 4 日の運営委員会で(3)香料 5,000 円以内を 10,000 円以内に変更） 

 

６．家庭教育学級に関して 

    （１） 家庭教育学級の取り組みは，運営企画，予算管理，企画実行は文化委員会で行う。 

 （平成 8 年 4 月 20 日施行）（平成 13 年 9 月の運営委員会で変更） 

 

７. 緊急メールの活用指針（茨城県教育委員会に管理されているシステム）＊小学校に直接関わるものは(１)不要。 

（１） PTA が緊急メールシステムを利用したい場合，メール文面を作成し PTA 本部（共同代表）へ相談する。 

（２） 並行して，学校には電話等で打診（教務主任へ）確認する。 

Email アドレス：namie04【A】tkb.ed.jp（教務主任：平成 29 年 4 月 24 日現在） （【A】の部分を＠とし

てご利用下さい） 

（３） 学校長が判断し必要に応じて文面修正。 

（４） 緊急メールシステムを利用して学校が配信。 

（５） 配信の際には緊急性の高いメールと区別するために【ＰＴＡ】【イベント】等を件名冒頭に記載する。 

（平成 28 年 3 月 4 日施行）（平成 28 年 5 月 20 日(1)の追記） 

（平成 29 年 5 月 13 日改定） 

 

８．印刷機・プリンターの使用に関して 

（１） PTA 活動に必要な書類の印刷は，原則として PTA 室の印刷機，プリンター（コピー機能付き）を用いる。

ただし，プリンターのコピー機能は割高なので，一回につき 10 枚までを推奨する。 

（２） 運営本部は，書記・会計についてのみ個人プリンターを使用した場合の印刷費（白黒 5 円/枚，カラー10

円/枚，上限 1500 円/人）を運営本部に割り当てられた予算から年度末に支給する。 

（３） 上記(２)を目安として適用しない各委員会，各ボランティアグループは，内部規約を作成して監査に応じ

ること。 

（平成 10 年 4 月 18 日施行）（平成 28 年 5 月 20 日 (1)の修正，(2)～(3)の削除）（平成 28 年 6 月 17 日(2)(3)追記） 

（平成 29 年 5 月 13 日改定） 

 

９．予算について 

（１） 繰越金は，緊急時及び年度初期の運転資金として運用する。 

（２） 卒業記念品費と入学記念品費は別枠とする。 

（３） 通販による物品購入の際には，事前に運営委員会もしくは本部の承認を得ることとし，会計報告には領

収書等必要書類とともに承認日など承認の過程についての但し書きも添付することとする。 

（４） 小学校助成金の支出内容について小学校へ開示請求できる。 

 （平成 10 年 6 月 20 日施行）（平成 11 年 2 月 20 日(2)〜(3)追記） 

（平成 23 年 5 月 13 日(1)の修正，(2)の削除）（平成 23 年 9 月 2 日(3)の追記） 

（平成 29 年 5 月 13 日(3)への追記“もしくは本部，(4)の追加） 

 



１０．学校の入校及び，PTA 室の使用に関して 

（１） PTA 会員は，PTA 活動に必要な会議・集会に PTA 室を利用することができる。 

（２） PTA 室の利用に際しては，職員室前の「PTA 室予約表」に記入の上，使用する。 

（３） 複数の会議などが同一時間帯に PTA 室の利用を申し出た場合は，話し合いとする。 

（４） PTA 活動で学校に入る時は，不審者と区別し安全管理の面から，必ず職員用玄関及び児童用昇降口の名

簿に名前を記入し，PTA の名札をつける。 

（平成 11 年 6 月 19 日施行）（平成 13 年 7 月施行）（平成 17 年 10 月 21 日(2)の変更） 

                                  （平成 28 年 5 月 20 日(4)の修正） 

 

１１．PTA 活動に関わる文書の配布に関して，HP での公開について 

（１） 小学校名，共同代表名を使用して，文書を配布する場合は，配布文書決裁の流れ（別紙）に従って事前

に許可を受けることとする。 

（２） 上記の配布文書に関して，各委員会は PTA インターネットホームページでの公開のため，日付(年/月は

残す)，個人名，時刻を*****で伏せ時にし，またメールアドレス中の「@」を変え字にし、“インター

ネット公開版”を紙面右上に付与したものを同時に決裁準備すること。掲載ページおよび例文⇒ 

http://namiki-pta.sakura.ne.jp/?page_id=1183 

 （平成 11 年 6 月 19 日施行） 

（平成 29 年 5 月 13 日改定） 

 

１２．PTA ホームページへの掲載文書・記事について 

（１） PTA ホームページに掲載する文書は上記１１の文書，および PTA 活動の報告とする。 

（２） PTA 活動の報告（記事，写真，資料等を含む）は，共同代表が内容を確認したうえで，インターネット

ボランティアの協力を得て掲載する。 

（３）写真付き記事を作成して掲載完了した場合は執筆者に，本部と協議の上，本部予算から 300 円/記事を支出

できる。当該ページ印刷して，日付，作成者の名前，連絡先を記載して，領収書の代わりとして提出する

こと。 

        （平成 25 年 4 月 19 日施行）（平成 28 年 5 月 20 日(1)の字句修正） 

（平成 29 年 5 月 13 日改定） 

 

１３．監査委員，選考委員会，卒業記念事業委員会および臨時委員会に関して 

（１） 共同代表の了解のもと，運営委員会に通年出席する場合は役員として計数する。 

（平成 22 年 7 月 9 日施行）（平成 25 年 4 月 19 日選考委員会，臨時委員会について追記） 

 

１４．運営委員会および構成員(役員)について 

（１） 運営委員会の構成員人数について，PTA 規約第 27 条を考慮し，年度初めの第 1 回運営委員会で確認する。

構成員の増減があった場合は，その都度，確認する。 

（２） P 会員の構成員の交代は，PTA 総会あるいは運営委員会の期日を以て有効とする。なお，事前に運営委

員会に通達のあった場合はこの限りではない。 

（平成 29 年 5 月 13 日施行） 

 

１５．入退会の事務手続きについて 

（１）入会の事務手続き 

１）新入生保護者 

ａ）PTA 本部は、前年度 2 月に開催される新入生保護者説明会の際に新入生の父母、またはこれに代わる者(以

下、保護者とする)に対して、並木小 PTA の概要文書、及び入会案内書(16 様式 1)を配布する。 

ｂ）入会を希望する新入生保護者は、手続きなしで児童の入学時に P 会員とする。 

ｃ）入会を希望しない新入生保護者は、入会に関する文書(16 様式 1)に含まれる入会辞退届に必要事項を記

入の上、新入生保護者説明会の際、もしくは 2月末日までに小学校に提出する。 



ｄ）小学校は、提出された入会辞退届を PTA 本部(共同代表)に提出する。 

ｅ）PTA 本部(共同代表)は、入会辞退届を受理する。 

２）転入生保護者 

ａ）小学校は、転入の事務手続きの際に転入生保護者に対して、並木小 PTA の概要文書、及び入会案内書(16

様式 1)を配布する。 

ｂ）入会を希望する転入生保護者は、手続きなしで児童の転入時に P 会員とする。 

ｃ）入会を希望しない転入生保護者は、入会案内書(16 様式 1)に含まれる入会辞退届に必要事項を記入の上、

10 日以内に小学校(担任)に提出する。 

ｄ）小学校は、提出された入会辞退届を PTA 本部(共同代表)に提出する。 

ｅ）PTA 本部(共同代表)は、入会辞退届を受理する。 

３）未入会の在校生保護者 

ａ）翌年度の入会を希望する未入会の在校生保護者は、入会届(16 様式 2)に必要な事項を記入のうえ、前年

度 2月 1 日から 2月末までの期間(以下、入退会届け出期間とする)に、小学校(担任)に提出する。 

ｂ）小学校は、提出された入会届を PTA 本部(共同代表)に提出する。 

ｃ）PTA 本部(共同代表)は、入会届を受理し、入会届に含まれる入会確認書を小学校(担任)を経由して入会を

希望する在校生保護者に発行する。 

（２）退会の事務手続き 

１）Ｐ会員 

ａ）翌年度の退会を希望する P会員は、退会届(16 様式 3)に必要な事項を記入のうえ、入退会届け出期間に、

小学校(担任)に提出する。 

ｂ）小学校は、提出された退会届を PTA 本部(共同代表)に提出する。 

ｃ）PTA 本部(共同代表)は、退会届を受理し、退会届に含まれる退会確認書を小学校(担任)を経由して退会を

希望する P会員に発行する。 

２）転出生保護者 

ａ）転出生保護者は、児童の転出の際に退会する。 

ｂ）PTA 本部(小学校)は、転出生保護者が退会した翌月から徴収期間分に払い込んだ会費を返金する。 

３）卒業生保護者 

ａ）卒業生保護者は、児童の卒業年次の終了時に退会する。 

（３）児童の進級時の扱い 

１）P 会員の入会は、児童の進級時に自動的に継続する。 

（４）運営事務 

１）PTA 本部(小学校)は、保護者の入会状況を随時把握する。 

２）PTA 本部(書記)は、入会案内書(16 様式 1)、入会届(16 様式 2)、退会届(16 様式 3)を維持、更新し、入会届

(16 様式 2)、退会届(16 様式 3)を並木小 PTA ホームページに掲載する。 

３）PTA 本部(共同代表)は、提出された入会辞退届、入会届、及び退会届並びにそれらの受領簿、並びに入会確

認書及び退会確認書の発行簿を年度毎に綴り、翌年度から 6 年間保管する。保管期間後は個人情報に注意

して適切に廃棄する。 

４）PTA 本部(小学校及び会計)は、保護者の入会状況に基づき、PTA 会計と学校会計間で PTA 会費を適切に決済

する。 

５）この規定によりがたい事案については、定期運営委員会で協議する。 

（平成 29 年 11 月 17 日施行） 

 

１６.個人情報の取り扱いについて 

  （１）PTA 活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については別途「PTA 個人情報取扱方

針」に定め、適正に運用するものとする。 

（平成 30 年 5 月 19 日施行） 

 

 

Copyright (C)2018 並木小学校ＰＴＡ運営委員会 All rights reserved. 

 

 



PTA 個人情報取扱方針 

  

個人情報取扱方針の目的 

並木小学校ＰＴＡ(以下 本会)では個人情報保護の重要性を認識し，個人情報の適切な管理・保護の

徹底を図るため，以下方針を定めるものとします。 

  

1. 個人情報の取得 

本会は，”ＰＴＡ規約第３章方針と活動”，及び “次条に規定する利用目的”に関連する活動を行うため

に，本校教職員及び保護者から適切な手段により，個人情報を取得して参照する場合があります。個人

情報とは，email アドレス，電話番号，児童名，住所，PTA 活動歴等を含みます。 

  

2.  個人情報の利用目的 

本会が取得した個人情報は，次の目的にのみ利用できるものとします。なおアンケートなどで収集し

たご意見・ご希望は，個人情報を秘匿したうえで公開させていただく場合があります。 

・本会ならびに本会運営委員会のための連絡網 

・PTA 役員・委員の選出および告知 

・各種行事のご案内 

・資料，書類の送付 

・アンケートや質疑応答 

・その他 本会に関連する活動 

  

3. 個人情報の管理および廃棄 

個人情報は，委員長などの担当役員もしくは直接の担当者が紛失・盗難等に注意し適切に管理し，作

業が終了した時に速やかに廃棄します。本会運営上必要と認める配布対象者に配布した場合も双方で速

やかに廃棄いたします。 

運営委員会役員，当該担当者，ボランティアグループ長，および配付対象者は，取得した個人情報を

前条に規定する利用目的以外では利用できません。 

年度を単位として保有及び管理し，収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報は，速や

かに廃棄します。 

  なお、廃棄の際はシュレッダーを用い、情報の流出に留意します。 

 

4. 個人情報に関するお問い合わせ 

本会の個人情報に関する照会・相談の受付窓口は，ＰＴＡ本部役員とします。なお，受付の際には会

員の本人確認をおこないます。 

 

 

並木小学校 PTA 運営委員会 

（平成 30 年 5 月 19 日改定） 



(16 様式 1) 
 

並木小学校ＰＴＡ入会案内書(新入生・転入生保護者用) 
Invitation to Namiki Elementary School Parent-Teacher Association 

 
桜並木学園つくば市立並木小学校 ＰＴＡ共同代表○○○ 

XXXX, Presidents, Namiki Elementary School PTA 
新入生もしくは転入生の保護者各位 
Dear Parents/Guardians of new student or transfer student, 
 
並木小 PTA にようこそ！並木小 PTA(以下 PTA)は，「できる時にできる人がお互いに手を貸し合い，子どもたち

を支援する。」ことを基本とした活動を目指しています。皆様におかれましては入会して私たちと一緒に活動い

ただけることを期待しております。 
Welcome to Namiki Elementary School Parent-Teacher Association (hereinafter PTA)! The principle of PTA activities is 
“supporting students by mutual cooperation of members at available time and occasions”. I hope you will join PTA and 
participate in its activities together. 
 
PTA は在籍する児童の保護者と，勤務している教員らにより，子どもたちの健全な育成を目指して組織された任

意の団体です。本ＰＴＡの趣旨に賛同し協力する意思を持った会員で構成される組織であり，学校の付属団体で

はありません。本ＰＴＡの運営方法や活動などは会員の意思で決定することになります。 
PTA is a voluntary origination for healthy growth of students. The members are parents /guardians and teachers who agrees 
with its objective. It is not a subsidiary body of Namiki Elementary School. Governance and activities of PTA is solely 
decided on members’ intention. 
 
入会する場合は手続不要です。入会を希望しない場合は、以下の入会辞退届にご記入後に担当者か、お子様を通

じて担任の先生にお渡しください。ご記入いただいた個人情報は，ＰＴＡ活動にかかわる際以外には使用しませ

ん。入会後は，お子様の卒業まで自動継続となります。退会を希望される場合は退会届をご提出ください。 
If you wish to join, no specific procedure is required. If you wish not to join, please fill out the slip form below and pass it 
to school staff or class teacher through your child. Personal information will be appropriately managed by PTA personal 
information security policy. PTA membership will be kept until your child’s graduation. If you wish to withdraw from PTA 
membership, submission of withdrawal notification will be required following prescribed procedure.. 
 
Deadline: Day, Month, Year,  Please submit to Class teacher 
提出締切；○月 ○日（○） 提出先；担任の先生にご提出下さい。 
 

 ✂切取線✂ 
 

（ 学級担任 → 教務主任 → PTA 共同代表） 
 

【並木小学校ＰＴＡ入会辞退届】 
Notification of Decline to Join Namiki Elementary School PTA Membership 

 

提出日；平成  年  月  日 
Date; Year    Month    Day 

並木小 PTA 共同代表殿 
To: Presidents, Namiki Elementary School PTA 
 
私は並木小学校ＰＴＡへの入会を辞退します。 
I would like to decline to join Namiki Elementary School PTA Membership 
 

保 護 者
  （ふりがな）

氏名/ Name of Parent(s) or Guardian(s) 
 
                    

児 童
（ふりがな）

クラス・氏名 / Class and Name of Child 

  年/Grade  組/Class   

氏名/Name           
 

  



(16 様式 2) 
（ 学級担任 → 教務主任 → PTA 共同代表 [職員室にて 2 月末日に直接回収] ） 

 
【並木小学校ＰＴＡ入会届】 

Notification of Application for Namiki Elementary School PTA Membership 
 
並木小学校ＰＴＡ共同代表殿 
To: President, Namiki Elementary School PTA 

提出日；平成  年  月  日 
Date: Year    Month    Day 

 
 
私は並木小学校ＰＴＡに入会を申し込みます。 
I would like to apply for Namiki Elementary School PTA Membership 
 

保 護 者
  （ふりがな）

氏名/ Name of Parent(s) or Guardian(s) 

                    

 

児 童
（ふりがな）

クラス・氏名 / Class and Name of Child 

 年/Grade  組/Class    氏名/Name                    
 

 
Deadline: 28 February, 20xx.  Please submit to your child’s lass teacher 
提出締切；平成〇〇年 2 月 28 日（水） 提出先；担任の先生にご提出下さい。 

 

 ✂返信時切取✂ 
（ PTA 本部 → 教務主任[職員室にて 3/10 までに直接回収] → 学級担任 → 児童 → 保護者 ） 

 
平成  年  月  日 

Year    Month    Date 
         様 
Dear              , 

桜並木学園つくば市立並木小学校 ＰＴＡ共同代表○○○○ 
XXXX, Presidents, Namiki Elementary School PTA 

 
並木小学校 PTA 入会確認書 

Confirmation of withdrawal from Namiki Elementary School PTA Membership 
 

平成  年  月  日付にご提出されました並木小学校 PTA 入会届を受領し，入会の手続をとりましたので連

絡いたします。これから一緒に活動できることを楽しみにしています。 
With the receipt of application for Namiki Elementary School PTA Membership dated (YYYY/MM/DD), I hereby 
confirm that your application was accepted and you become a member of Namiki Elementary School PTA. We look forward 
to your participation in coming PTA activities together. 
 

ご参考/For Your Information 
つくば市立桜並木学園並木小学校

PTA ホームページ 

Website of Namiki Elementary 
School PTA (Japanese only) 
http://namiki-pta.sakura.ne.jp/  

つくば市立桜並木学園並木小学校 PTA 規

約 

Statute of Namiki Elementary School 
PTA  (Japanese only) 
http://namiki-pta.sakura.ne.jp/?page

_id=2 

 
  



(16 様式 3)  
（ 学級担任 → 教務主任 → PTA 共同代表 [職員室にて 2 月末日に直接回収] ） 

  

【並木小学校ＰＴＡ退会届】 

Notification of Withdrawal from Namiki Elementary School PTA Membership 
  

並木小学校ＰＴＡ共同代表殿 

To: Presidents, Namiki Elementary School PTA  

提出日：平成  年   月   日 

Submitted;：Year   Month   Date  

私は並木小学校ＰＴＡを退会します。 

I hereby notify of withdrawal from Namiki Elementary School PTA Membership. 

ふりがな 

保護者氏名 / Name of Parent(s) or Guardian(s)       

 

                                         並木小学校(児童)第   学年   組   番 

 
Deadline: End of February.   Please submit to your child’s class teacher. 

提出締切： 2 月末日      提出先：担任の先生にご提出下さい。 

 

 ✂返信時切取✂ 
（ PTA 本部 → 教務主任[職員室にて 3/10 までに直接回収] → 学級担任 → 児童 → 保護者 ） 

 

平成    年    月    日 

Year     Month    Date 

 保護者              様 

Dear                     ,  

並木小学校(児童) 第  学年     組 

桜並木学園つくば市立並木小学校ＰＴＡ共同代表 

Presidents, Namiki Elementary School PTA  
 
                  

 

並木小学校 PTA 退会確認書 

Confirmation of Withdrawal from Namiki Elementary School PTA Membership 
  

平成  年  月  日付に提出されました並木小学校 PTA 退会届を受領し、退会の手続をとりました

ので 連絡いたします。退会に伴い PTA 互助会保険が停止になります。これまでの PTA 活動への

貢献に感謝いたします。 

With the receipt of notification for withdrawal from Namiki Elementary School PTA Membership dated  
(     /     /    ), I hereby confirm that your withdrawal from PTA Membership was accepted. PTA 
mutual aid insurance will be suspended due to withdrawal from PTA Membership. I appreciate your 
contribution to PTA activities so far. 
 

＊問い合わせ先：並木小学校 PTA０２９－８５１－２８０６(小学校) 
 


