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６．議題 
 

（１）2020 年度事業報告（PTA 活動の概要） 

 

○ 適正且つ積極的な運営委員会の遂行 

 年に 4回開催。加えて第 1回運営委員会後に“(通称)ゼロ会”を実施。 

   

○ 適正且つ積極的な本部活動，各委員会活動，ボランティア活動の推進 

 各委員会活動および対外本部活動を実施し運営委員会にて協議。 

 ボランティア活動として，日本語の支援が必要な児童への学習支援。 

 図書の整備・支援，校内美化(手伝い隊)，運動会協力の実施，PTA公式サイトにおける記事掲載

と，定期運営委員会での情報交換。 

 

○ 本会会員間および本校児童間の親睦を深める行事の遂行 

  ● 2020年度は，感染症対策のため，人が集まる活動は基本的に自粛の方向で進めた。 

 各学年委員会による学年親睦会は活動を自粛。４学年委員会のみ「親子星空観測会」を実施。 

 家庭教育学級・親子視聴覚は活動を自粛し，動画配信講座を 1回実施。 

 卒業記念事業として，卒業アルバム作成。卒業を祝う会は中止し，代替事業を実施。 

 

○ 本会会員への情報発信および会員間の意見交換の推進 

 定期運営委員会開催後，速やかに議事録，運営委員会だよりを配付。 

 各委員会・ボランティアグループともに適宜文書を配付，滞りなき情報伝達を遂行。 

 広報紙「なみき」を 1回発行。 

 会員アンケート（9-3月 次年度役員委員募集, 2月 予算の使いみちに関するアンケート）。 

 PTA公式サイト適宜更新。 

 

○ 学校主催活動への積極的な協力 

 任意参加による環境美化活動を実施（6月，9月）。 

 各種消耗品等の購入を援助。 

 各種学校行事（運動会 他）への協力。 

 継志式，および入学式への参列。新入生保護者説明会への出席。離任式は実施せず。 

 

○ 安全な地域環境の維持・確保 

 危険箇所マップ・110番の家等を配付し，各家庭における活用を推進。 

 つくば市等関係各所へ通学路危険箇所改善要望を提出。 

 登下校時の安全対策として“見守り活動”。 

 

○ 次年度役員・委員の選考 

 次年度役員・委員を選出。 

 

○ 地域組織および外部関連団体・組織との連携維持 

 並木夏祭りは昼の部のみ開催の予定だったが中止。 

 つくば市 PTA定期連絡会(オンライン開催)に参加（10月，2月）。 

 ● 感染症対策のため，市 PTA定期総会と県 PTA定期総会は書面開催，つくば市女性ネットワーク委

員会(年間３回)は全て中止。 
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本部活動報告 

 

活動報告 月 日 内 容 

PTA 総会開催 4/28 2020 年度 第 43 回 PTA 総会（オンライン開催） 

運営委員会開催 7/4, 9/5, 12/12, 3/6 各委員会，PTA 本部，ボランティア団体，学校からの

活動報告および内容審議等。 

その他 PTA 会議 

（校内）開催 

7/4 運営委員会引継会（2019→2020年度）ゼロ会（7/4） 

総会報告発行 4/30 作成, 6/1 配付 総会での報告および審議内容の議事報告作成，配付 

本校 PTA定期運営委

員会報告発行 

運営委員会開催時 運営委員会での報告および審議内容の議事報告作成，

配付。PTA 公式サイトへのアップロード。 

PTA 会費の管理 随時 

6 月 

3 月 

会費入金，出納管理，決算および予算の作成 

県南・市 P 連負担金納入 

会計監査 

本部対応活動 5/17 

6/20，9/5 

1/28 

本部顔合わせ 

並木小 PTA 美化活動 

新入児童保護者説明会（本校 PTA の概要説明） 

市 PTA 連絡協議会，

県 PTA 連絡協議会，

等の活動への参加 

 

5/9（書面開催） 

5/31（書面開催） 

5/31（書面開催） 

6/28（書面開催） 

10/10, 2/27（Web開催） 

コロナのため中止 

コロナのため中止 

 

市 PTA 連絡協議会 総会 

県 PTA 連絡協議会 総会 

県 PTA 安全互助会 総会 

市 PTA 連絡協議会 定期連絡会 

 

市 PTA 女性ネットワーク委員会 

市 PTA 連絡協議会 教育講演会 

 

その他校外 PTA 活

動，学校行事等への

参加，協力 

6/13 

3/18 

3/24 

 

4/7 

入学式 PTA 共同代表挨拶，記念品 

継志式（卒業式）PTA 共同代表挨拶，記念品 

離任の先生方へ PTA より花束をお届け（離任式がなか

ったため） 

入学式 PTA 共同代表挨拶，記念品 
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第１学年委員会 

月 活動項目 活動内容 

３ 

４ 

７ 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

１２ 

１ 

２ 

 

３ 

 

役職決め・引き継ぎ 

先生への挨拶 

運営委員会 

名札作成 

運営委員会 

名札作成 

名札ケース在庫確認 

運動会 

運営委員会 

名札ケース発注 

名札作成 

新学年委員選出 

運営委員会 

学年費監査 

引き継ぎ 

旧委員より引き継ぎ及び役職決め 

 

第一回運営委員会の出席 

一学年用名札作成と配付準備 

第二回運営委員会の出席 

転入生用名札作成 

次年度用名札発注にあたり在庫確認 

誘導手伝い 

第三回運営委員会出席 

次年度用名札発注 

転入生用名札作成 

新一学年委員選出・内定 

第四回運営委員会出席，会計報告 

学年費の会計監査 

新委員への仕事内容引き継ぎ 

感想・反省・次年度への要望等 

運動会の誘導手伝いや名札作成など，それぞれ分担して負担なくできました。先生と直接会う機会

が少なかったですが，入学式の後にご挨拶をすることができてよかったです。コロナ禍でイベントが

何もできず，親子共に交流が持てなかったことが残念でした。来年度はコロナ禍でもなにかできるこ

とを見つけられるといいですね。 

 

第２学年委員会 

月 活動項目 活動内容 

４ 

７ 

 

９ 

１１ 

１２ 

１ 

３ 

引継ぎ 

運営委員会 

名札作成 

運営委員会 

運動会手伝い 

運営委員会 

新学年委員選出 

運営委員会 

学年費会計監査 

資料作成 

引継ぎ 

前任者より引継ぎ 

ゼロ会及び第 1 回 PTA 運営委員会出席 

転入生名札作成，先生に配付依頼 

第 2 回 PTA 運営委員会出席 

撮影場所での保護者誘導 

第 3 回 PTA 運営委員会出席 

新 2 学年委員選出，内定 

第 4 回 PTA 運営委員会出席 

第 2 学年費会計監査 

活動報告書作成 

新 2 学年委員へ引継ぎ 

感想・反省・次年度への要望等 

今年度はコロナ禍により異例の委員会活動となりました。本来であれば親睦会・懇親会などを行い，

保護者や児童たちと顔を合わせ，楽しく過ごす機会を設けたかったのですが，今年度は実施すること

ができませんでした。しかしながら，PTA 運営委員会に出席することで，学校の様子や現状を知るこ

とができ，保護者と学校の連携が大切だと改めて分かった良い機会でした。 

役員同士は，メールや LINE 等を活用して連絡を取り合い，意見交換をしました。その結果，集まる

頻度も最小限に抑えることができました。 
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第３学年委員会 

月 活動項目 活動内容 

４ 

７ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１ 

３ 

 

役職決め・引継ぎ 

運営委員会 

運営委員会 

名札作成 

運動会誘導協力 

運営委員会 

新学年委員選出 

運営委員会 

学年費監査 

資料作成 

引継ぎ 

役職決め，旧委員より引継ぎ 

第１回 PTA 運営委員会出席 

第２回 PTA 運営委員会出席 

新名札作成 

運動会撮影場所での保護者誘導 

第３回 PTA 運営委員会出席 (リモート) 

立候補者へ連絡，選出 

第４回 PTA 運営委員会出席，会計報告 

学年費の会計監査 (先生からの依頼) 

2020 年度活動報告書作成 

新３学年委員へ引継ぎ 

感想・反省・次年度への要望等 

コロナ禍での自粛や活動の制限で例年通りに行事の開催ができない中，特に本部役員さんは試行錯

誤し，オンライン会議の導入や PTA 規約の改正案など，大変だったと思います。 

第１回 PTA 運営委員会で，基本的に人が集まる委員会活動は自粛をお願いします，と学校から連絡が

ありました。そのような中で学年委員としては何ができるか，運営委員会での審議事項に対しても正

解が分からなかったりしました。学校も様々な行事や日々のスケジュールの調整など，決定するのは

難しかったと思います。連絡事項など学校側との連携の重大さも認識しました。是非，次年度の役員さ

んには，今回の経験を活かし，活用して頂きたいと思います。 

新学年委員選出の際，今までのように学校行事に合わせて立候補されている方々にお集まりいただ

くことが難しくなってしまいました。役員４人，LINE で意見を出し合い，オンラインあみだくじを使

用することにしました。改善点はありますが，立候補者皆さまのご理解とご協力のもと，集まることな

く公平に選出することができました。 

学年委員としては子供達と接する機会がなく残念でなりません。次年度はお手伝いなど協力できる

ことがあればと思います。 

1 年間ありがとうございました。 
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第４学年委員会 

月 活動項目 活動内容 

４ 

５ 

 

８ 

９ 

１０ 

 

１１ 

１ 

３ 

年間 

引継ぎ 

親子親睦会（星空観察会） 

 

星空観察会準備① 

星空観察会準備② 

星空観察会準備③ 

星空観察会開催 

運動会 

新第 4 学年委員の選出 

学年費監査 

運営委員会 

役職決め,役職ごとに引継ぎ 

親睦会開催の有無を学校に確認 

講師への依頼連絡，日程調整 

講師，4 学年の先生と当日の流れや必要な物品等の確認 

星空観測会案内文の作成，印刷 

案内文の配布，講師への謝礼準備 

会場設営，司会進行 

観覧席にて保護者の誘導 

応募者リストより委員の選出 

学年費の収支報告書の確認 

交代制で出席 

感想・反省・次年度への要望等 

今年度は，コロナウイルス流行のため，通常担っている活動(学年懇親会の司会等や，持久走大会の

立哨)の機会がありませんでした。 

しかし，星空観察会は三密回避可能なイベントであるということで，開催することができました。講

義会場を，例年使用されている会議室から体育館へと変更するなど，感染防止対策をとるために，先生

や講師の方に多大なるご協力をいただきました。また参加してくださった生徒・保護者の皆様にも，ご

理解・ご協力をいただきました。 

当日はあいにくの雨模様で，野外観察はできませんでしたが，クイズ形式の講義を楽しんだり，事前

に撮影された空の様子を見せていただいたりして，有意義な時間を過ごすことができました。 

例年 10 月に開催されているこの観察会ですが，天候に恵まれないことが多いため，来年度は 11 月

開催で予定できればというお話が講師の方からありました。ぜひご検討いただければと思います。 

まだしばらくは例年と異なる活動状況が続くと思いますが，子どもたちの学校生活を豊かなものにす

るという視点に立ち，出来ることを委員会で進めていただけたらと思います。 

役員は離れますが，今後も保護者の一人として，必要な活動への参加・協力に努めたいと思っており

ます。 
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第５学年委員会 

月 活動項目 活動内容 

４ 

 

６ 

１０ 

１１ 

１ 

３ 

 

 

年間 

引継ぎ 

 

名札作成 

名札作成 

運動会手伝い 

新 5 学年委員選出 

名札作成 

学年費監査 

引継ぎ 

運営委員会（全 4 回） 

役職決め，前任者より係ごとの引継ぎ，打合わせ 

先生への挨拶と連絡 

転入生用名札作成・配付 

転入生用名札作成・配付 

 

立候補者への連絡 

転入生用名札作成・配付 

学年費の会計監査 

新 5 学年委員への連絡，資料作成 

交代で出席 

感想・反省・次年度への要望等 

コロナの影響により，今年度は限られた活動になりました。 

先生からの学年行事の中止や変更の連絡・相談等にも，委員全員で連絡を密にし，全体で連携できた

と思います。 

先生方にはいつも丁寧に対応していただき，大変ありがたかったです。 

 

 

 

第６学年委員会 

月 活動項目 活動内容 

３ 

４ 

７ 

 

１１ 

１２ 

３ 

 

 

引継ぎ 

継志式（記念品） 

継志式（記念品） 

 

運動会 

継志式（記念品） 

学年費会計監査 

継志式 

引継ぎ 

新旧委員による，仕事内容の引継ぎおよび役職決め 

カタログ請求 

記念品決め，見積り依頼 

記念品正式発注・デザイン校正 

運動会お手伝い 

花束発注 

学級での購入備品についての確認と監査 

記念品および花束納品受取 

新役員への仕事内容引継ぎ 

感想・反省・次年度への要望等 

今年度は小学校最終学年ということもあり，親子で思い出になるイベントや保護者同士の親睦会を

開催したかったのですが，コロナ禍で活動することはできませんでした。 

委員同士が集まることも避け，記念品の準備など基本的にメールでの打ち合わせとしました。 
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広報委員会 

月 活動項目 活動内容 

３ 

３～４ 

 

 

 

５ 

 

 

７ 

８～９ 

 

 

 

１０ 

 

１１ 

１～２ 

３ 

前年度委員より引継ぎ 

前期広報紙について協議・原

稿準備 

活動について再検討 

 

広報委員会開催 

 

担当の先生より原稿受領 

第 1 回運営委員会出席 

後期広報紙について協議・原

稿準備 

 

 

 

 

 

来年度委員選考 

引き継ぎ 

役職決め，役職ごとに引継ぎ 

広報紙の内容検討，印刷業者に見積り依頼，広報担当の先生に

原稿依頼  

休校が延長になり，発行時期や内容など計画を白紙に戻す 

従来型広報紙の廃止，PTA サイトの活用について審議 

運営委員会への提案内容のまとめ  

後期発行の広報紙に掲載することを決定 

 

従来型広報紙廃止と PTA サイト活用について提案 

内容検討，印刷業者と打ち合わせ，担当の先生に原稿依頼，原

稿受け取り 

印刷業者と打ち合わせ，入稿 

業者より初校，再校，念校受け取り 

学校に決裁依頼 

校了，印刷依頼 

納品受け取り，広報紙なみき 97 号発行 

抽選により新委員決定・結果連絡 

引継ぎ 

感想・反省・次年度への要望等 

・今年度前期は従来型の広報紙の検討を行いました。先生方や本部役員のみなさまの協力も得て，次年

度以降の活動方針をまとめることができました。 

・コロナ渦で通常の学校生活が送れない中での紙面作成だったので，例年の広報紙の内容を参考にで

きず，大変でした。 

・作成の過程で，先生方や共同代表の方々と接する機会があり，また，いろいろなお子さんの感想文を

目にすることで，学校について新しい視点を持つことができたので，よい経験になりました。 

・今年はコロナ禍もあり前期の広報紙が発行出来なかったが，PTA 公式 HP を活用するという新たな試

みの提案が出来て良かったと思う。 

・2020 年度はコロナ禍ということで広報紙の発行は１回だけになりま

したが，各学年の様子が伝わる内容，クラブ活動紹介などウィズ・コ

ロナでも元気に学校生活を送っている様子が記事にできたと思いま

す。 

・前期広報紙に掲載予定でご準備いただいた記事は，後期発行の広報

紙に掲載することになりました。 

・「先生紹介，おすすめの本」の記事は，ご相談したところ，並木小学

校だよりの特別号として，夏休み前に発行してくださいました。ご

担当の先生，校長先生，教頭先生に多大なるご協力をいただき心か

ら感謝を申し上げます。ありがとうございました。 
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文化委員会 

月 活動項目 活動内容 

４ 

７ 

 

１０ 

 

１１ 

１２ 

１ 

２ 

３ 

前年度より引き継ぎ 

説明会 

 

打合せ 

 

設立報告書提出 

第一回動画配信講座案内配付 

第一回動画配信講座配信期間 

アンケート実施 

打合せ・引き継ぎ準備 

会計〆 

役割分担，担当ごとの引き継ぎ 

５月に開催予定であった合同説明会が中止となり，学校内に

て担当の社会教育指導員（以下，指導員）から説明を受ける。 

動画配信による講座の具体的な説明を指導員より受ける。 

今年度の活動計画をたてる。 

 

『コロナ禍で子供はどんなストレスを受けてきたか』 

 

閉級報告書提出 

アンケートの集計，新役員・担当決め及び引き継ぎ準備 

感想・反省・次年度への要望等 

今年度は例外が多く，本来でしたら講座だけではなく，親子視聴覚企画も実施される予定の年度でし

たが，残念ながら中止となりました。｢出来ることを出来る範囲で｣その中で，何が出来るのか？を考え

た結果，今年度は動画配信講座という新しい形に踏み切ることになりました。様々な動画の中からタイ

ムリーな内容のものを委員会で選択し，長めの動画にも関わらず視聴者数は想定以上でした。動画を視

聴する為に市役所まで足を運んでくださった方もいたようで，ご視聴していただいた保護者の皆様には

誠に感謝しております。 

今回のように新しいことをはじめるのは，とても勇気がいることでしたが，皆様に支えられて無事に

活動を終えることができました。家庭教育学級指導員の先生の助力もあります。気負わずに委員活動を

していただければと思います。また，前年度のやり方を踏襲することはありません，柔軟に判断し，負

担のないよう活動してください。 
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校外生活委員会 

月 活動項目 活動内容 

３ 

４ 

６ 

 

 

 

７ 

 

 

８ 

 

９ 

 

 

 

１０ 

１１ 

１ 

 

 

２ 

 

３ 

新旧委員引継ぎ 

並木交番訪問 

「見守り腕章」 

「パトロールプレート」 

「安全パトロール」 

「危険箇所マップ」 

三校連絡協議会引継ぎ 

安全パトロール 

通学路改善要望書 

防犯プレート設置 

安全パトロール 

校外便り No.1 

「パトロールプレート」 

「見守り腕章」 

安全パトロール 

通学路改善要望アンケート 

運動会 

安全パトロール 

「こどもを守る 110 番の家」 

次年度委員の選出 

「こどもを守る 110 番の家」 

校外便り No.2 

次年度へ引継ぎ 

役割分担，担当ごとの引継ぎ 

挨拶，近況確認 

協力依頼文書作成，配付 

〃 

〃 

危険箇所の確認，マップ作成，配付 

並木中，桜南小，並木小の担当者での引継ぎ（メール） 

開始 

前年度の危険個所アンケートを踏まえ，学校から市 P 連に提出 

並木公園，梅園公園へのプレート設置，補修 

安全パトロールセットの補修 

文書作成，配付 

配付 

〃 

再開 

アンケート内容の集約及び要望をつくば市へ申請 

誘導係 

安全パトロールセットの補修，再開 

文書配付，協力依頼 

新委員を選出 

協力者お礼，名簿作成，3 校分の名簿を並木交番に提出 

文書作成，配付 

新委員の役割分担決め，担当ごとの引継ぎ 

感想・反省・次年度への要望等 

一年間，皆様には安全パトロール等にご協力を頂きまして，誠にありがとうございました。 

校外ノートやアンケート等にお寄せいただいたご意見をもとに，通学路内の危険箇所を把握し，危

険箇所マップの作成，つくば市等へ改善要望書などの提出を行いました。要望のいくつかは通り，既に

実施されたものやこれから実施されるところがあります（詳細は校外便り No.2 をご覧ください）。コ

ロナ禍でこれまでと同じ活動ができないこともありましたが，少しでも子供たちの安心安全のために

活動できたことを嬉しく思います。 

 

次年度にお伝えしたいこと 

並木小学校区内では，官舎廃止や宅地造成などに伴

い，通学時に危険になりうる個所が日々変化していま

す。危険個所の把握は，保護者の皆さまからの情報が頼

りです。「昨年度と同じ情報だけど…」と思わずに，お

気づきの情報等をお寄せ頂けますと助かります。これか

らもすべての子供たちが安心安全に登下校できるよう

に，引き続き皆様のご協力を賜りますようどうぞよろし

くお願い申し上げます。 
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選考委員会 

月 活動項目 活動内容 

６ 

９ 

 

１０ 

 

 

１１ 

１ 

２ 

 

３ 

 

 

第１回選考委員会 

第２回選考委員会 

本部役員募集 

新入生入学検診時アンケー

ト封入 

 

委員会委員・功労者推薦募集 

入学説明会アンケート回収 

各委員会委員選考・功労者表

彰確認・委員再募集実施 

委員再々募集実施 

功労者のお知らせ配付 

引継ぎ 

年間スケジュール・役割・業務確認 

アンケート配付時期の確認 

配付文書印刷／Web アンケート配信 

新入生保護者向けの PTA 役員・委員希望アンケート用紙印刷・

学校へ封入依頼 

推薦された本部役員候補者に依頼連絡 

配付文書印刷／Web アンケート配信 

入学説明会時に，本部役員書記の勧誘活動 

各委員長へ委員選考の依頼／功労者へ表彰案内／5 年生に再募

集メール配信（新 6 学年委員会・卒業記念事業委員会） 

5 年生にメールで再々募集（卒業記念事業委員会） 

功労者のお知らせ印刷 

新旧役員顔合わせ 

感想・反省・次年度への要望等 

2020 年度はコロナ禍で学校行事が多数中止されたため，対面での役員勧誘や委員選考ができず，メー

ルや電話連絡だけでの活動となりました。本部役員募集のアンケートを最初に行ったので例年より早く

一部の本部役員を選考できました。その他の委員募集については，新 6 学年委員会および卒業記念事業

委員会は最初の募集では埋まらなかったので追加募集をメールにて行いました。卒業記念事業委員だけ

はなかなか定員を確保することが出来ず苦戦しました。 

活動形式については，平日 PTA 室にて打ち合わせを 2 回，印刷物作成を 3 回行いました。それ以外

は基本メールでのやり取りを行いました。それぞれ担当になったお仕事をこなすだけでなく，出来る人

が出来ることをカバーしあい，協力して取り組むことが出来ました。 

最後になりましたが，アンケートにご協力頂いた先生方，PTA 会員の皆様，ご支援いただいた本部役

員の皆様，心より感謝いたします。また，2020 年度選考委員としてともにご活動頂いた委員のみなさん

にも感謝いたします。ありがとうございました。 
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卒業記念事業委員会 

 

  

月 活動項目 活動内容 

４ 

５ 

 

 

 

９ 

１０ 

１１ 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

７～３ 

新旧引継ぎ 

毎月の微収額打ち合わせ 

卒業記念事業委員会だより No.1 

 

先生方と打合せ 

卒業アルバム関連打ち合わせ 

卒業記念品（学校用）対応 

卒業記念品（個人用）対応 

卒業アルバム関連打ち合わせ 

卒業記念品（学校用）対応         

卒業記念事業委員会だより No.2 

卒業アルバム関連打ち合わせ 

卒業記念事業委員会だより No.3 

卒業アルバム関連打ち合わせ 

卒業アルバム配付 

前年度委員から引継ぎ 

委員内メールにて対応 

登校日に配付できるよう検討 6/1 配付 

写真館に予算確認 

先生方と今年度の流れを確認 

委員内メールにて対応 

先生方と相談 

先生方で選定および発注 

委員内メールにて対応 

選定および発注 

2/10 配付 

委員内メールにて対応 

3/4 配付 

委員内メールにて対応 

写真館から郵送予定 

感想・反省 

・コロナウイルス感染拡大により，委員全員が顔を合わせての打ち合わせが出来ず，主にメールでの対

応になりました。 

・卒業アルバム関連・卒業を祝う会の中止など，例年の活動内容から大きな変更がありました。委員内

でタイムカプセル郵便（20 歳の自分へ手紙を書く）を企画し，内容を学校に相談，承諾を得たため手

配しました。 

・今年度の通常行事は，変更や中止が重なり戸惑う事もあったが，先生方・委員全員の協力で，活動を

無事に終える事が出来ました。 
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読み聞かせボランティア 

月 活動項目 活動内容 

 活動なし  

感想・反省・次年度への要望等 

 例年読み聞かせボランティアでは，月に一度，朝自習の時間と昼休みに読み聞かせを行っていまし

たが，昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で活動を行うことが出来ませんでした。子ども達に

楽しい物語の世界を届けられるよう，活動再開に向けて準備を進めていきたいと思います。 

 読み聞かせボランティアでは，一緒に活動してくださるメンバーを募集しています！ご興味のある

方はお気軽にご連絡ください。   連絡先：namikibooks【A】gmail.com 

         （【A】の部分を@としてご利用ください。） 

 

お下がり交換会 

月 活動項目 活動内容 

８ 

３ 

 

継志式 

お下がり品整理 

お下がり品回収 

感想・反省・次年度への要望等 

「お下がり交換会」は学校および PTA のご理解を得て，1994 年度から PTA 会員有志により始めら

れたボランティア活動です。これまで，多くの方々に利用していただき，集まったお下がりのほとんど

が次に必要とされる方に受け取っていただけました。学校で子どもたちが使った物で，不要になった

けどまだ使える！！という物がありましたら，それらを必要としている方のためにお下がり交換会を

利用していただきたいと思います。 

今年度は交換活動はできませんでしたが，新しい生活様式に対応して活動する方法を考えていきた

いと思っています。 

お下がり交換会では一緒に活動していただける方も募集しております。 

 

図書ボランティア 

月 活動項目 活動内容 

６ 

６～３ 

 

２ 

ボランティア募集お手紙配付 

学級文庫の整備・新着本・寄贈本の

受け入れ作業・破損本の修理など 

図書寄贈の呼びかけ 

 

学級文庫の本の入替え，本のカバーリング・破損本修

理・新規図書の受け入れ等。 

感想・反省・次年度への要望等 

例年ならば月に 2 回程度の活動を実施していたのですが，今年は新型コロナ感染症の問題もあり，

活動日は例年の半分以下となりました。それでも司書の先生のもと，わずかなりにも図書室の環境整

備に寄与できたのではないかと思います。2 月には蔵書の一層の充実を目的に，保護者の方に図書の寄

付を呼びかけたところ，多数寄贈していただきました。寄贈していただいた方のご協力に感謝いたし

ます。また，司書の先生をはじめ，先生方には一年間ご協力いただき，ありがとうございました。 

来年度も図書ボランティアは司書の先生の片腕として，図書の子供たちの読書環境が豊かになるよ

うお手伝いをしていきたいと思います。とはいえ実態はメンバーで楽しくお喋りしながら，あるいは

情報交換しながらの，のんびりとした活動です。読書環境をより充実させるためにも，より多くの皆様

の参加を募っております。興味のある方はお気軽にご連絡ください。 

       連絡先：tosho.namiki【A】gmail.com 

       （【A】の部分を@としてご利用ください。） 

mailto:tosho.namiki@gmail.com
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日本語ボランティア 

月 活動項目 活動内容 

６ 

 

７ 

９ 

１０ 

 

 

１２ 

２ 

 

 

 

 

先生と打ち合わせ 

メンバー募集お手紙配付 

ミーティング(zoom) 

先生と打ち合わせ 

取り出し指導開始（～3 月） 

第 1 回デコ会 

第 2 回デコ会 

T.I.G.連絡会出席(zoom) 

第 3 回デコ会 

 

 

 

 

 日本語教室の先生のご指示のもと，日本語指導が必要な児

童（1～4 年生 12 人）の取り出し授業に協力し，児童 1 人をボ

ランティア 1 人で（T1），あるいは複数の児童を先生とご一緒

に（T2）指導しました。コロナ禍のため活動開始が遅れ，10 月

から 3 月まで活動しました。 

 今年度から新たに，並木中学校において卒業生（7 年生，小

学校から継続支援）1 人の国語の取り出し授業を 6 月から週 2

時間支援しました。 

 また，日本語教室の児童が日本語教室でほっと心が和み穏

やかに学習に取り組めることを願い，会員で切り絵やモビー

ルを制作し，出入り口付近や掲示板の周り等に飾り付けを行

いました。 

 その他，会員の交流としてオンラインミーティングを 1 回

開催し，TIG（つくば市内の小中学校の日本語ボランティアグ

ループの連絡会）zoom 会議にも 3 名参加しました。 

感想・反省・次年度への要望等 

 今年度は，日本語ボランティアの会員減を案じた数名のメンバ

ーが積極的に呼びかけをした結果，幸いにも 5 人の新しい方が日

本語ボランティアに参加してくださいました。また，他県から引

っ越して来られた経験者の方（地域の方 1 人）も日本語ボランテ

ィアに加わってくださいました。 

 現在日本語ボランティアには，小学校の保護者 18 人，卒業生

の保護者 4 人，地域の方 1 人，合計 23 人が登録してくださって

います。 

 授業のお手伝いというと緊張してしまいがちですが，必ず先生と一緒ですので心配はご無用です。

授業は日本語で行っており，特別な資格はいりません。都合が悪くなったときは代講を依頼できます。

並木小には，世界の各地から来て日本語支援が必要な子供たちが多数います。「自分の子どもの宿題を

みる感覚」で言葉の壁をのりこえようと頑張っている子どもたちを応援してくださる方のご参加をお

待ちしています。なお日本語支援はつくば市から謝礼が支払われる有償ボランティアです。  

連絡先 日本語ボランティア世話人 namikishonihongo【A】gmail.com  

（【A】の部分を@としてご利用ください。） 
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インターネットボランティア 

月 活動項目 活動内容 

７ 

随時 

随時 

運営委員会ゼロ会出席 

PTA ホームページ運用支援 

PTA 役員掲示板運用支援 

PTA 用アカウントおよび掲示板についての説明 

PTA 活動の紹介や運営委員会の議事録等の更新 

PTA 役員用の掲示板のメンテンナス 

感想・反省・次年度への要望等 

＜PTA ホームページ運用支援について＞ 

本部・各委員会・ボランティアグループが作成してくださった記事を，並木小 PTA ホームページにア

ップロードしています。2020 年度はコロナ渦のため，各委員会およびボランティアの活動が制限され

ていたことから，記事の掲載は本部からのもののみとなりました。 

詳しくは，並木小学校 PTA ホームページ（http://namiki-pta.sakura.ne.jp/）をご覧ください。 

 

＜PTA 役員掲示板運用支援について＞ 

2018年度より PTA活動の情報共有および業務効率化を図るた

め，PTA 役員掲示板が運用されています。この掲示板をメン

テナンスしました。配付資料の決裁，マニュアル類の共有，

PTA 室のカギの予約状況共有などに用いられています。必要

な情報を 1 か所に集約することで，PTA 本部および各委員会

の皆様の作業負荷を削減できたらと願っております。 

 

 ホームページの活用方法において良いアイデアのある方，

技術的サポートをしてくださる方がいらっしゃいましたら，

ご連絡頂けたらと思います。 

      連絡先: namikietpa.Internetvolunteer【A】gmail.com 

      （【A】の部分を@としてご利用ください。） 

 

 

ベルマークボランティア 

月 活動項目 活動内容 

９ 

９～１０ 

３ 

ベルマーク収集依頼のお手紙配付 

ベルマーク収集 

ベルマーク集計・財団へ送付 

 

ベルマークの収集・集計からベルマーク財団への送

付を実施 

感想・反省・次年度への要望等 

昨年に引き続きベルマークの収集を実施致しました。今年度は昨年を 1 万点ほど上回る 3 万 8 千点

余りのベルマークを収集することができました。ご協力ありがとうございました。 

また集計作業を行っていただいた広報委員会の児童の皆さん，収集箱設置いただいたタイラヤ並木

店様のご協力に感謝致します。 

ベルマーク財団より点数が承認され次第，先生方と相談の上，物品購入いたします。 

 

  

http://namiki-pta.sakura.ne.jp/
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並木小お手伝い隊 

月 活動項目 活動内容 

４ 

 

６ 

８ 

１１～１２ 

会議 

 

観察池整備 

観察池整備 

クリスマスイベント 

2019 活動振り返り，2020 活動計画策定 

 ※期中，適宜協議（→本報告では詳細省略） 

浄水設備の修繕 

清掃 

ツリー設置 ※飾りつけは教職員・児童 

感想・反省・次年度への要望等 

本年度も，様々な方にご協力いただき，活動を遂行できました。大きな事故もなく本当に良かったと

思います。みなさま方に，この場をお借りし，厚く御礼申し上げます。…ただ本年度は 1 年を通して十

分に活動できず…ちょっぴり反省…かなり反省です。来年度こそ，みなさま方のご協力を仰ぎつつ様々

な活動を遂行していければと思います。ご支援の程，何卒よろしくお願いいたします。 

 

ご希望，ご意見募集！ 

「ここを直してほしいなあ，こんな感じになったらいいなあ，こんなのがあったらなあ，こんなのが

欲しいなあ」－ご家庭での会話に話題としてあがりましたら，ぜひご連絡ください（まあ，私たちが対

応できる範疇での対応になりますが･･･）。よろしくお願いいたします。 

 

隊員募集！ 

仕事上の都合で本格的な PTA 活動へは参加できにくい方でも，気軽に参加できるような活動を目指

しています。特に“これっ！”といった活動内容を決めている訳ではありません。都度，皆さまでアイ

デアを持ち寄り，先生方を始めとする関係者の方々とワイワイ協議しながら愉しく進めています。ぜ

ひともお気軽にご連絡，ご参加くださいませ。      連絡先：hachiman040411.1111【A】gmail.com 

       （【A】の部分を@としてご利用ください。） 
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（２）2020 年度会計決算報告及び監査報告 

2020 年度 PTA 会計決算（案） 

 

  

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 
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2020 年度監査報告 

 

 

  

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 
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2020 年度 PTA 助成金会計報告 

 

 

  

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 
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2020 年度印刷機積立金決算（案） 

 

 

 

2020 年度親子視聴覚積立金決算（案） 

 

 

 

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 
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（３）2021 年度 PTA 規約改正（案） 

規約改正の経緯 

前年度（2020 年度）の定期総会は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，対面形式での開催が困

難となり，急遽オンライン会議で実施されました。しかし，対応が急務であったため，会員の皆様全員が

参加できるような環境は整えられず，本部役員数名による開催に留まらざるを得ませんでした。その後，

総会報告等を通じて，皆様より広く意見を求める臨時総会を後日開催する旨をお伝えしましたが，新型コ

ロナウイルスの感染は収まりを見せず，臨時総会を開催できないまま現在に至っております。 

2020 年度の運営委員会では，本定期総会も含め，今後対面形式での開催が困難になったときの総会の

開催方法について議論と検討を重ねて参りました。その結果，書面開催においても会員の皆様全員が議決

に参加することができる議決権行使書を導入することとなり，第２・３回運営委員会において細則を改正

いたしました。今般の PTA 規約の改正案はこの細則の改正内容を本文に盛り込む提案となります。 

また，体裁を整えるための全体構成の変更，時勢に即さない部分などの改正を併せて提案します。 

 

改正案の概要 

詳細は PTA 公式サイト公開版の「主な改正内容（詳細）」及び「新旧対照表」をご参照ください。 

① 議決権行使書の導入について 

・ 委任状では会員の皆様が議決に参加できないため，議決権行使書が使えるように改正します。 

 

② 地区の PTA 連絡協議会への加盟を定める規約の削除 

・ 昨今の情勢を鑑み，市や県の PTA 連絡協議会に加盟することを定めた条項を削除します。なお，こ

の改正は，市や県の PTA 連絡協議会から直ちに脱退することを意図するものではありません。 

 

③ 役員の定義，本部の構成の見直し 

・ 現行規約の「役員」は「運営委員会の構成員」であり，「本部役員」と紛らわしいため，改正案では

「役員」を「本部役員」と同義として，関連する条項を修正します。 

・ 「夏祭り・ボランティア担当」を本部役員（本部ボランティア担当）に位置付けます。 

 

④ 本部役員・委員会委員の任期，任期終了後の職務代行，兼任に関する見直し 

・ 本部役員の任期（1 年）を任命された定期総会から翌年の定期総会までと定めます（顧問と監査委員

も同じ）。委員会委員の任期もこれを原則としますが，変える必要がある委員会は細則で定めます。 

・ これまで規定はありませんでしたが，「本部役員と委員会委員」「異なる委員会委員長」の兼任を新た

に禁止します（監査委員の兼任禁止はこれまでどおりです）。 

 

⑤ ボランティアグループへの非会員の参加について 

・ 非会員のボランティア活動への参加は「学校が承認した場合に限る」と細則で定めます。 

・ OB・OG 等の非会員が活動をしやすいように，ボランティアグループの代表者が会員である制約を

撤廃します。 

 

⑥ その他 

・ 全体にわたって体裁を整えるための構成の再編や，文言等の細部の修正を行います。



 

 

21 

 

主な改正内容（詳細） 

① 議決権行使書の導入について 

現在の規約において，総会の出席に代わる方法は，委任状の提出のみが認められ，他は規定されていま

せん。今般の議決権行使書を含め，状況に応じて柔軟な選択が可能となるように，現行の第１１条を改正

します。 

改正案 現行 

第３８条 総会は，会員の２分の１以上の出席が

なければ，開催することができない。 

ただし，運営委員会が定める手続きに従い，委任

状や議決権行使書等を提出した会員は出席者と

みなす。 

２ 総会の出席会員数及び票数は家庭ごとに計

数する。 

３ 総会の議事は，この規約の改正に関すること

を除き，出席者の過半数で決する。 

第１１条 総会は，会員の２分の１以上の出席が

なければ，議事を開き議決することができない。

ただし，あらかじめ委任状を提出した会員は出席

したものとみなす。 

 

２ 総会の出席会員数及び票数は家庭ごとに計

数する。 

３ 総会の議事は，この規約の改正に関すること

を除き，出席者の過半数で決する。 

 

② 地区の PTA 連絡協議会への加盟を定める規約の削除 

現行の第４条において「地区のＰＴＡ連絡協議会に加盟する」ことを定めていますが，規約に明記する

必要があるかは疑問であり，昨今の情勢にも即していません。また，現行規約の第３条２項，及び第５条

３項（改正案では第４条３項）でも読み込めますので，現行の第４条を削除します。なお，この改正は，

地区の PTA 連絡協議会から直ちに脱退することを意図するものではありません。 

改正案 現行 

 第４条 この会は，前条の方針に基づいて，地区

のＰＴＡ連絡協議会に加盟する。（削除） 

 

③ 役員の定義，本部の構成の見直し 

下表のように，現行規約の役員は本部役員と異なるため，分かりにくくなっています。また，役員と運

営委員会の構成員は同義（第２４条）であり，区別する必要もないため，改正案では本部役員と役員を同

義として再編します。また現状に即して，ボランティア担当を本部役員に，顧問を本部の所属にするとと

もに，運営委員会の参加者に「運営委員会が必要と認めて招聘した者」を追加します。 

改正案の概要 現行の概要 

【本部役員＝役員】 

共同代表（会長と副会長），本部書記，本部会計，

本部ボランティア担当 

 

【顧問】 

本部に所属（ただし，役員ではない） 

 

【運営委員会の構成員（議決権あり）】 

【本部役員】 

共同代表，本部書記，本部会計 

 

 

【顧問】 

他とは独立 

 

【運営委員会の構成員（議決権あり）＝役員】 
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[常任] 本部役員，学年委員会の委員長，広報・文

化・校外生活委員会の委員長 

[選択] 顧問，選考・卒業記念事業・臨時委員会の

委員長，総会が特に必要と認めて任命した者 

 

 

【運営委員会への参加可（議決権なし）】 

監査委員，ボランティアグループの代表者，運営

委員会が必要と認めて招聘した者 

[常任] 本部役員，学年委員会の委員長，広報・文

化・校外生活委員会の委員長 

[選択] 顧問，選考・卒業記念事業・臨時委員会の

委員長，総会が特に必要と認めて任命した者（ボ

ランティア担当はここに所属） 

 

【運営委員会への参加可（議決権なし）】 

監査委員，ボランティアグループの代表者 

 

 

④ 本部役員・委員会委員の任期，任期終了後の職務代行，兼任に関する見直し 

現行の第２６条２項にて役員（委員会委員長も含む）は，「任期終了後も次期役員が就任するまでは，

その職務を代行する」ことを定めていますが，「次期役員が就任するまで」が不定期であるようにも解釈

できる点に問題があります。改正案では，本部役員・委員会委員等の任期を明確にした上で，現行の第２

６条２項を削除します。なお，本部役員の任期については，現状に即して，役員として任命される定期の

総会から翌年の定期の総会まで（それに係る用務と新旧役員の引継ぎが終了するまで）とし，顧問と監査

委員の任期もそれに準じることとします。委員会委員については，本部役員と同じ１年間を原則とします

が，委員会の事情もあるため，異なる場合は細則で定めることとします。 

また，現行の規約は，本部役員の定数が満たず各役職が空席になることを回避するために，役員が定員

に満たない場合，その他の事情がある場合は兼任が可能とされました（第２５条１項）。しかし，③に示

した現行の役員の定義では，本部役員と委員会委員長，複数の委員会委員長を兼任することも許されてし

まいます。改正案では「本部役員と委員会委員」，「異なる委員会の委員長」の兼任を新たに禁止します（監

査委員の兼任禁止はこれまでどおりです）。 

加えて，これまで規定がありませんでしたが，やむを得ない事情によって本部役員及び監査委員の欠員

が出た場合，後任は運営委員会の議決によって任命されることとします。 

改正案：本部役員の例（役員＝本部役員） 現行：本部役員の例（役員＝運営委員会構成員） 

 

第１７条 役員は，総会の承認を経て，任命され

る。 

 

２ やむを得ない事情によって欠員が出た場合に

限り，前項に関わらず，後任を運営委員会の議決

によって任命することができる。 （追加） 

３ 役員は，原則として，他の役員を兼ねること

ができない。ただし，役員が定員に満たない場合，

その他の事情がある場合はその限りではない。 

 

４ 役員は委員会委員及び監査委員を兼ねること

ができない。 

第１９条  

４ 本部役員は，選考委員会が会員の中から選出

し，総会の承認により任命される。 

 

（該当条項なし） 

 

 

第２５条 役員は，原則として他の役職を兼ねる

ことができない。ただし，役員が定員に満たない

場合その他の事情がある場合はその限りではな

い。 

２ 役員は，監査委員を兼ねることができない。 
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５ 役員の任期は選任された定期の総会から翌年

の定期の総会までの１年間とする。第３項の後任

の役員については，前任の任期を引き継ぐものと

する。 

 

 

６ 役員は再任することができる。ただし，並木

小教職員以外の役員は４年を越えて同一の職に就

くこと及び役員の任に就くことができない。 

第２６条 役員の任期は１年とする。ただし，欠

員を補充した後任者の任期は，前任者の残任期間

とする。 

 

２ 役員は，任期終了後も次期役員が就任するま

では，その職務を代行する。（削除） 

３ 役員は，再任することができる。ただし，並

木小教職員以外の役員は４年を越えて同一の職に

就くこと及び役員の任に就くことができない。 

 

⑤ ボランティアグループへの非会員の参加について 

現行の規約では，2018 年度（平成 30 年度）の改正において，ボランティアグループの規定が新規に追

加され，非会員も参加できるように細則が定められています。しかし，会員でない者を構成員とするには，

当該ボランティアグループの代表者が責任を負わなければならず（細則第１３条），活動の活発化の支障

になっています。教職員の働き方改革もあり，今後の学校の健全な運営には，保護者（会員）だけでなく，

OB・OG や地域の方々（非会員）も含めたボランティア活動が不可欠です。これについて第４回運営委員

会で協議した結果，非会員の活動参加は学校が承認した場合に限るものとし，細則第１３条を改正しまし

た。また，OB・OG 等の非会員が活動をしやすいように，現行規約第１８条「各ボランティアグループに

会員の代表者１名を置く」の「会員の」を削除します。 

改正案 現行 

第２６条 この会に会員の発意に基づくボラン

ティアグループを置くことができる。 

２ 各ボランティアグループに代表者１名を置

く。 

 

細則第１３条 ボランティアグループの構成員

は原則として本会の会員に限る。ただし，並木小

が承認した場合に限り，当該ボランティアグル

ープ活動の範囲内で，会員でない者を構成員と

することができる。 

第１８条 この会に会員の発意に基づくボラン

ティアグループを置くことができる。 

２ 各ボランティアグループに会員の代表者１

名を置く。 

 

細則第１３条 ボランティアグループの構成員

は原則として本会の会員に限る。ただし，当該

ボランティアグループ活動の範囲に限り，当該

ボランティアグループ代表者の責任において，

会員でない者を構成員とすることができる。 

 

⑥ その他 

過去の規約（例えば，平成 28 年度）には「第５章 運営」があり，そこで PTA 組織の概要が規定され

ていましたが，2018 年度（平成 30 年度）の規約改正において章ごと削除されています。そのため，現

行の規約では，役員や役職などが定義される前にその用語を使った条項がある（例えば，現行規約第１

０条で「本部役員」が使われているが，本部役員の定義はそれよりも後ろの第１９条にある）など，体

裁上の問題があります。そのため，全体にわたって規約の構成を再編します。併せて，読点の有無や文

言の修正など，細部の修正を行います。変更箇所は新旧対照表をご参照ください。
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PTA 規約の新旧対照表 

改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
つくば市立桜並木学園並木小学校ＰＴＡ規約  
 
＜第１章  名称と事務所＞ 
第１条  この会は，並木小学校ＰＴＡと称し，事務所を並木小学校（以下「並木
小」という。）に置く。 
 
＜第２章  目的＞ 
第２条  この会は，並木小に在籍する児童の保護者（以下「保護者」という。）と
並木小教職員が協力して，家庭，並木小及び地域社会における児童の幸福な成長を図
ることを目的とする。 
 
＜第３章  方針と活動＞ 
第３条  この会は，教育を本旨とする民主団体として，次の方針を定める。 
（１）前条に定める目的を達成するため，家庭と並木小の意志の疎通を積極的に図り，
並木小及び関係機関に意見の具申や参考資料の提供を行う。ただし，並木小の人事及
び運営に直接干渉しない。 
（２）児童の教育及び福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 
（３）特定の政党や宗教にかたよる行為は行わない。 
（４）もっぱら営利を目的とするような行為は行わない。 
（５）この会，またはこの会の委員の名で，公私の選挙の候補者を推薦しない。 
（６）この会は自立独自のものであって他の団体の支配，統制及び干渉を受けない。 
 
 
 
 
第４条  この会は，第２条に定める目的を達成するため，前条の方針に基づいて次
の活動を行う。 
（１）家庭，並木小及び地域社会の相互の緊密な連絡によって，児童の生活環境を改
善する。 
（２）並木小の教育環境の整備を図る。 
（３）関係機関と連携する。 
（４）その他，必要な活動を行う。 
 
＜第４章  会員＞ 
第５条  この会の会員となる資格を有する者は，次のとおりである。 
（１）並木小に在籍する児童の保護者 
（２）並木小の教職員 
２  この会の入退会に関する基本事項は細則で定める。 
 
第６条  会員は，任意参加の合意の下に，この会を協議運営するものとする。 
２  会員はすべて平等の義務と権利を有する。 
 
第７条  会員は会費を納めるものとする。 
２  会費の納入は家庭単位とし，額は付則で定める。 
３  会費の納入が困難な会員は，運営委員会の承認を得て，その免除を受けること
ができる。 

 
つくば市立桜並木学園並木小学校ＰＴＡ規約  
 
＜第１章 名称と事務所＞ 
第１条 【左記同文】 
 
 
＜第２章 目的＞ 
第２条 【左記同文】 
 
 
 
＜第３章 方針と活動＞ 
第３条 【左記同文】 
（１）第２条に定める目的を達成するため，家庭と並木小の意志の疎通を積極的に図
り，並木小及び関係機関に意見の具申や参考資料の提供を行う。ただし，並木小の人
事及び運営に直接干渉しない。 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
（４）【左記同文】 
（５）【左記同文】 
（６）【左記同文】 
 
第４条 この会は，前条の方針に基づいて，地区のＰＴＡ連絡協議会に加盟する。
【削除】 
 
第５条 この会は，第２条に定める目的を達成するため，第３条の方針に基づいて次
の活動を行う。 
（１）【左記同文】 
 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
（４）【左記同文】 
 
＜第４章 会員＞ 
第６条 この会の会員となる資格を有する者は，次の通りである。 
（１）【左記同文】 
（２）【左記同文】 
２  【左記同文】 
 
第７条 会員は，任意参加の合意の下にこの会を協議運営するものとする。 
２ 会員は，すべて平等の義務と権利を有する。 
 
第８条 会員は，会費を納めるものとする。 
２  【左記同文】 
３  【左記同文】 
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改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
＜第５章  組織＞ 
第８条  この会の運営のために，次の機関を置く。 
（１）本部（第６章） 
（２）委員会（第７章） 
（３）ボランティアグループ（第８章） 
 
第９条  この会に次の役員，委員等を置く。 
（１）本部役員及び顧問（第６章） 
（２）委員会委員（第７章） 
（３）監査委員（第９章） 
 
第１０条 この会に関わる重要事項を審議及び議決するために，次の会を置く。 
（１）運営委員会（第１０章） 
（２）総会（第章） 
 
＜第６章  本部と役員＞ 
 
第１１条 本部は，この会の総務を司り，次の活動を行う。 
（１）活動の企画と調整 
（２）文書の発行と管理 
（３）財政・財産の管理 
（４）渉外活動 
（５）運営委員会及び総会の事務局 
 
第１２条 本部の役員は次をもって９名以上で構成する。 
（１）会長    １ 名 
（２）副会長   １～２名 
（３）書記   ２～３名 
（４）会計   ２～３名 
（５）ボランティア担当  １～２名 
２ 会長と副会長は，次条の職務を分掌して，共同代表（２～３名）とすることがで
きる。 
３ 書記及び会計のうち，各１名は並木小教職員の会員より選出する。 
 
第１３条 会長もしくは共同代表は，次の職務を行う。 
（１）この会の運営を統括する。 
（２）総会及び運営委員会を招集し，運営委員会においては，議長となる。 
（３）この会に置かれる機関及び会員，並びに会員間の意思の疎通を図る。 
（４）この会を代表し，この会と同じ目的を持つ関係機関と連絡し，意志の疎通を図
る。 
（５）この会が主催又は関与する重要な行事を運営する。 
 
２ 副会長は，会長を補佐し，必要に応じてその職務を代行する。共同代表の場合は
前項の職務を分掌する。 
３ 会長もしくは共同代表は，監査委員の集会を除く全ての委員会及びボランティア
グループの会合に出席し，意見を述べることができる。 
 
 

 
 
【新規追加】 
 
 
 
 
【新規追加】 
 
 
 
 
【新規追加】 
 
 
 
＜第８章 役職＞ 
第１９条  
３ 本部役員は，この会の総務をつかさどる。 
 
 
 
 
 
 
第１９条 この会に本部役員を置く 
２ 本部役員は，共同代表４名，書記３名及び会計３名からなる。【会長・副会長制
と共同代表制のいずれも対応できるように改正】 
３ 【改正案第１１条に移動】 
４ 【改正案第１７条１項に移動】 
 
 
 
５  【左記同文】 
 
第２０条 共同代表は次の職務を行う。 
（１）【左記同文】 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
（４）【左記同文】 
 
（５）【左記同文】 
 
２ 共同代表は前項の職務を分担して行う。 
 
３ 共同代表は，監査委員の集会を除く全ての委員会及びボランティアグループの会
合に出席して，意見を述べることができる。 
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改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
第１４条 書記は次の職務を行う。 
（１）総会及び運営委員会の議事，並びにこの会の活動に関する重要事項を記録す
る。 
（２）記録，通信，その他の書類を保管する。 
（３）この会の庶務を行う。 
 
第１５条 会計は次の職務を行う。 
（１）予算の立案を総括する。 
（２）総会が決議した予算に基づいて，会計の事務を処理する。 
（３）総会において，監査を経た決算を報告する。 
（４）この会の財産を管理する。 
 
第１６条 ボランティア担当は次の職務を行う。 
（１）並木小のボランティアグループの活動を支援する。 
（２）並木夏祭りの事務局と連絡し，その開催・活動を支援する。 
（３）総会において，ボランティアグループや並木夏祭りの活動を報告する。また，
この会より補助金を受けているボランティアグループの会計報告も併せて行う。 
 
 
第１７条 役員は，総会の承認を経て，任命される。 
 
２ やむを得ない事情によって欠員が出た場合に限り，前項に関わらず，後任を運営
委員会の議決によって任命することができる。 
３ 役員は，原則として，他の役員を兼ねることができない。ただし，役員が定員に
満たない場合，その他の事情がある場合はその限りではない。 
４ 役員は委員会委員及び監査委員を兼ねることができない。 
５ 役員の任期は選任された定期の総会から翌年の定期の総会までの１年間とする。
第２項の後任の役員については，前任の任期を引き継ぐものとする。 
 
 
６ 役員は再任することができる。ただし，並木小教職員以外の役員は４年を越えて
同一の職に就くこと及び役員の任に就くことができない。 
 
第１８条 本部に顧問を１～３名置く。うち 1 名は並木小の校長とする。 
２ 顧問はこの会の運営に必要な助言を与える。 
３ 顧問は，過去に会長や共同代表の職にあった会員，もしくはそれに相当する貢献
が認められる会員から選出する。 
 
＜第７章  委員会と委員＞ 
第１９条 委員会に次の（１）～（４）を置く。 
（１）学年委員会 
（２）専門委員会 
（３）選考委員会 
（４）卒業記念事業委員会 
 
 
 
 

 
第２１条 【左記同文】 
（１）【左記同文】 
 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
 
第２２条 【左記同文】 
（１）【左記同文】 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
（４）【左記同文】 
 
【新規追加】 
 
 
 
 
 
第１９条  
４ 本部役員は，選考委員会が会員の中から選出し，総会の承認により任命される。 
 
【新規追加】 
 
第２５条 役員は，原則として他の役職を兼ねることができない。ただし，役員が定
員に満たない場合その他の事情がある場合はその限りではない。 
２ 役員は，監査委員を兼ねることができない。 
第２６条 役員の任期は１年とする。ただし，欠員を補充した後任者の任期は，前任
者の残任期間とする。 
２ 役員は，任期終了後も次期役員が就任するまでは，その職務を代行する。【削
除】 
３ 【左記同文】 
 
 
第２３条 この会に顧問を置く。 
３ 顧問は，この会の運営に必要な助言を与える。 
２ 顧問は，原則として並木小の校長並びに共同代表及びそれに相当する職を経験し
た会員３名以内からなる。 
 
＜第６章 委員会＞ 
第１２条 この会に次の委員会を置く。 
（１）【左記同文】 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
（４）【左記同文】 
２  【改正案第２５条２項に移動】 
３  【改正案第２５条１項に移動】 
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改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
第２０条 学年委員会は次の委員会からなる。 
（１）第１学年委員会 
（２）第２学年委員会 
（３）第３学年委員会 
（４）第４学年委員会 
（５）第５学年委員会 
（６）第６学年委員会 
２ 各学年委員会は次の活動を行う。 
（１）学年内の児童の福祉の向上を図る。 
（２）学年内の児童の健康の増進を図る。 
（３）学年内の児童の保護者の連絡調整を図る。 
 
第２１条 専門委員会は次の委員会からなる。 
（１）広報委員会 
（２）文化委員会 
（３）校外生活委員会 
２ 各専門委員会は次の活動を行う。 
（１）広報委員会は，広報紙の発行や並木小 PTA 公式サイトの活用などにより，会
員，地域社会及び関係機関に対して情報を伝達し，意見の交換を促進する。 
（２）文化委員会は，文化啓発活動及び家庭教育の充実を図るための活動を企画し，
運営する。 
（３）校外生活委員会は，地域社会との協力関係を保ち，児童の学校外での安全確
保，及び児童の生活環境の改善を図る。 
 
第２２条 選考委員会は次の活動を行う。 
（１）原則として毎年２月末までに，次年度の本部役員及び監査委員の候補者を選出
し，定期の総会に提案する。 
（２）次年度の各委員会の候補者の選出に協力する。 
 
 
第２３条 卒業記念事業委員会は，卒業を記念するための事業を企画し，運営する。 
 
 
 
第２４条 必要に応じて，臨時委員会を置くことができる。 
 
２ 臨時委員会についての必要な事項は細則で定める。 
 
第２５条 各委員会は委員をもって構成する。各委員会における委員の定員やその他
の役職構成は細則で定める。 
 
２ 委員の互選により，委員長を選出する。 
３ 委員は本部役員及び監査委員を兼ねることができない。加えて，委員長は他の委
員会の委員長を兼ねることができない。 
４ 委員の任期は，第１７条の第５項で定める役員と同じ１年間を原則とし，異なる
場合は細則で定める。 
５ 委員は再任することができる。 
 

 
第１３条 学年委員会は学年ごとの各学年委員会からなる。 
 
 
 
 
 
 
２  【左記同文】 
（１）【左記同文】 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
 
第１４条 【左記同文】 
（１）【左記同文】 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
２  【左記同文】 
（１）広報委員会は，広報紙の発行などにより会員，地域社会及び関係機関に対して
情報を伝達し，意見の交換を促進する。 
（２）文化委員会は，会員のための文化啓発活動，及び家庭教育の充実を図るための
活動を企画し，運営する。 
（３）【左記同文】 
 
 
第１５条 【左記同文】 
（１）【左記同文】 
 
（２）【左記同文】 
２  【改正案第３３条に移動】 
 
第１６条 【左記同文】 
２  【改正案第３３条に移動】 
 
 
第１７条 【左記同文】 
２  【改正案第３３条に移動】 
３  【左記同文】 
 
第１２条 
３ 各委員会の組織は細則で定める。 
第１２条 
２ 各委員会に委員の互選により委員長を置く。 
【新規追加】 
 
【新規追加】 
 
【新規追加】 
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改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
＜第８章  ボランティアグループ＞ 
第２６条 この会に会員の発意に基づくボランティアグループを置くことができる。 
２ 各ボランティアグループに代表者１名を置く。 
 
３ ボランティアグループの活動に必要な事項は細則で定める。 
 
＜第９章  監査委員＞ 
第２７条 この会の経理を監査するために監査委員を置く。 
２ 監査委員は，原則として，前年度の本部役員２名からなる。 
３ 監査委員は，総会の承認を受けて，任命される。 
４ やむを得ない事情によって欠員が出た場合に限り，前項に関わらず，後任を運営
委員会の議決によって任命することができる。 
５ 監査委員は他の本部役員及び委員会委員を兼ねることができない。 
６ 監査委員の任期は，第１７条の第５項で定める役員と同じ１年間を原則とする。
第４項の後任の委員については，前任の任期を引き継ぐものとする。 
７ 監査委員は再任できない。 
 
 
＜第１０章 運営委員会＞ 
第２８条 運営委員会の役割は次のとおりである。 
（１）会員と並木小との連絡の窓口の一つとなる。 
（２）各委員会の連絡と調整を行う。 
（３）ボランティアグループの登録，連絡及び調整を行う。 
（４）総会に提出する議案をつくり，また総会から委任された事項を処理する。 
（５）予備費の支出，予算外の収入の受け入れを決定する。 
（６）本部役員や監査委員に欠員が生じた場合の処理にあたる。 
 
 
（７）次年度の事業計画案及び予算案を作成し，定期の総会に提案する。 
（８）その他，この会の運営のために必要な事項を審議・対応する。 
２ 運営委員会は，この会に関する重要な事項については，総会に諮り承認を得なけ
ればならない。 
 
 
 
第２９条 運営委員会は以下の構成員で組織する。 
（１）本部役員 
（２）各学年委員会の委員長 
（３）各専門委員会の委員長 
 
２ 運営委員会は必要に応じて，以下の委員会等を構成員に追加することができる。 
 
（１）顧問 
（２）選考委員会の委員長 
（３）卒業記念事業委員会の委員長 
（４）臨時委員会の委員長 
（５）総会が特に必要と認めて任命した者 
 

 
＜第７章 ボランティアグループ＞ 
第１８条 【左記同文】 
２ 各ボランティアグループに会員の代表者１名を置く。 
３ 【改正案第３３条に移動】 
４ ボランティアグループの活動に必要な事項は，細則に定める。 
 
＜第１１章 監査委員＞ 
第３１条 【左記同文】 
２ 監査委員は，原則として前年度の本部役員２名からなる。 
３ 監査委員は，選考委員会で選出し，定期の総会の承認を受けて任命される。 
【新規追加】 
 
【新規追加】 
４ 監査委員の任期は一年とし再任はできない。ただし，欠員を補充した場合，任期
は前任者の残任期間とする。 
 
５ 【改正案第３３条に移動】 
 
＜第１０章 運営委員会＞ 
第２９条 運営委員会の任務は，次の通りである。 
（２）【左記同文】 
（１）各委員会の，連絡と調整を行う。 
（３）【左記同文】 
（４）【左記同文】 
（５）【左記同文】 
（６）【左記同文】 
（７）ＰＴＡ連絡協議会等の会合に，参加者を派遣する。【削除】 
（８）次年度の役員等を選出するための選考委員会を招集する。【削除】 
（９）【左記同文】 
（１０）【左記同文】 
２  【左記同文】 
 
 
第２７条 この会に運営委員会を置く。 
２ 運営委員会は，第２４条で定める役員を構成員とする。 
第２４条 この会の役員は，次に定める役職からなる。 
（１）【左記同文】 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
 
 ２ 運営委員会の決議により，次の役職に就く者の全部または一部を役員に定める
ことができる。 
（１）【左記同文】 
（２）【左記同文】 
（３）【左記同文】 
（４）【左記同文】 
（５）【左記同文】 
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改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
 
第３０条 運営委員会の議長は，会長もしくは共同代表のうち１名とする。 
 
第３１条 運営委員会は定期的に開催する。 
２ 前項のほか，議長もしくは構成員の４分の１以上の要求があったときに運営委員
会を開催する。 
 
第３２条 運営委員会の定足数は構成員の３分の２以上とする。 
２ 運営委員会の議事は出席者の過半数で決する。 
 
 
３ 各委員会の委員長は，同じ委員会の委員に限り，運営委員会への代理出席を認め
る。 
第３３条 次の者は必要に応じて運営委員会に出席し，意見を述べることができる。
ただし，議決には参加できない。 
（１）第２９条の第２項の構成員でない委員会の委員長，もしくはその代理 
 
 
 
 
（２）ボランティアグループの代表者，もしくはその代理 
 
 
（３）監査委員 
 
 
（４）その他，運営委員会が必要と認めて招聘した者 
 
＜第１１章 総会＞ 
 
第３４条 総会は，この会の最高議決機関であり，全会員によって構成される。 
 
第３５条 定期の総会は毎年４月に開催し，次の事項を決議する。 
   （１）前年度の活動報告，決算及び会計監査報告 
   （２）新年度の活動計画及び予算 
   （３）本部役員及び監査委員の選任 
   （４）規約の改正，その他の事項 
２ 臨時の総会は，運営委員会が必要と認めたとき，または会員の１０分の１以上の
要求があったときに開催する。 
３ 議長は，会員からの立候補者もしくは運営委員会からの推薦者の中から，総会の
議決によって選任する。 
 
第３６条 総会は，会員の２分の１以上の出席がなければ，開催することができな
い。ただし，運営委員会が定める手続きに従い，委任状や議決権行使書等を提出した
会員は出席者とみなす。 
２ 総会の出席会員数及び票数は家庭ごとに計数する。 
３ 総会の議事は，この規約の改正に関することを除き，出席者の過半数で決する。 
 

 
第２７条 
３ 共同代表のうち１名を運営委員会の議長とする。 
 
第２８条 【左記同文】 
 ２ 前項のほか，運営委員会は，構成員の４分の１以上の要求があったときに開催
することができる。 
 
第３０条 運営委員会の定足数は，構成員の３分の２以上とする。 
２ 運営委員会の議事は，出席者の過半数で決する。 
 
第１５条 
２ 選考委員会の委員長又はその代理は，必要に応じて運営委員会に出席し，意見を
述べることができる。 
第１６条 
２ 卒業記念事業委員会の委員長又はその代理は，必要に応じて運営委員会に出席
し，意見を述べることができる。 
第１７条 
２ 臨時委員会の委員長又はその代理は，必要に応じて運営委員会に出席し，意見を
述べることができる。 
第１８条 
３ ボランティアグループの代表者又はその代理は，必要に応じて運営委員会に出席
し，意見を述べることができる。 
第３１条 
５ 監査委員は，運営委員会に出席し，意見を述べることができる。ただし，議決に
は参加しない。 
 
【新規追加】 
 
＜第５章 総会＞ 
第９条 この会に総会を置く。 
２ 総会は，この会の最高議決機関であり，全会員により構成される。 
 
第１０条 【左記同文】 
  （１）【左記同文】 
  （２）【左記同文】 
  （３）【左記同文】 
  （４）規約の改正その他の事項 
２ 臨時の総会は，運営委員会が必要と認めたとき又は会員の１０分の１以上の要求
があったときに開催する。 
【新規追加】 
 
 
第１１条 総会は，会員の２分の１以上の出席がなければ，議事を開き議決すること
ができない。ただし，あらかじめ委任状を提出した会員は出席したものとみなす。 
 
２  【左記同文】 
３ 総会の議事は，この規約の改正に関することを除き出席者の過半数で決する。 
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改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
＜第１２章 経理＞ 
第３７条 会計及び事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
 
第３８条 経理は，会費，事業収益，寄付金及びその他の収入をもって，これにあて
る。 
 
第３９条 経理は総会において決議された予算に基づいて行う。ただし，卒業記念事
業委員会の事業，文化委員会が行う会員及び地域を対象とする教育事業，ならびに運
営委員会が特に必要と認めた事業は，運営委員会で承認された予算に基づいて，独立
に行うことができる。 
 
第４０条 決算は，監査委員による監査を経て，総会にて報告され，承認を得なけれ
ばならない。 
 
＜第１３章 細則＞ 
第４１条 この会の運営に関し必要な細則は，この規約に反しない限りにおいて，運
営委員会の議決を経て定める。 
２ 運営委員会は，細則を制定し，または改廃した場合には，速やかに文書でその内
容を会員に通知し，また次期の総会で承認を得なければならない。 
 
＜第１４章 改正＞ 
第４２条 この規約は，付則を含め，総会において出席者の３分の２以上の賛成によ
り改正することができる。ただし，改正案は，少なくとも総会の１週間前までに，全
会員に知らせなければならない。 
 
＜付則＞ 
第１条 この会の会費は，１家庭月額３２０円とする。 
 
【付記】 
１．～２１． （略） 
 
２２．本会則は，令和３年４月２３日 一部改正（役員の任期の定義，総会の議決権
行使書の導入，構成・体裁の整理等） 
 
細則 
＜第１章 委員会＞ 
第１条 各学年委員会は，各学級２名を原則とし，選出された委員と学級担任によっ
て組織する。 
 
第２条 各専門委員会及び専門委員は，次の人数で組織する。 
（１）広報委員会は，各学年１名を原則とし，全体として６名程度選出された委員に
よって組織する。 
（２）文化委員会は，各学年１名を原則とし，全体として６名程度選出された委員に
よって組織する。 
（３）校外生活委員会は，各学年１名を原則とし，全体として６名程度選出された委
員によって組織する。 
 

 
＜第１２章 経理＞ 
第３２条 この会の会計及び事業年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとす 
る。 
 
第３３条 この会の経理は，会費，事業収益，寄付金およびその他の収入をもってこ
れにあてる。 
 
第３４条 この会の経理は，総会において決議された予算に基づいて行う。ただし，
卒業記念事業委員会の事業，文化委員会が行う会員及び地域を対象とする教育事業，
ならびに運営委員会が特に必要と認めた事業は，運営委員会で承認された予算に基づ
いて，独立に行うことができる。 
 
第３５条 この会の決算は，監査委員による監査を経て総会に報告され，承認を得な
ければならない。 
 
＜第１３章 細則＞ 
第３６条 この会の運営に関し必要な細則は，この規約に反しない限りにおいて，運
営委員会の議決を経て定める。 
２ 運営委員会は，細則を制定し，または改廃した場合には，速やかに文書でその内
容を会員に通知し，また次期の総会で承認を得なければならない。 
 
＜第１４章 改正＞ 
第３７条 この規約は付則を含め，総会において出席者の３分の２以上の賛成により
改正することができる。ただし，改正案は総会の少なくとも一週間前に全会員に知ら
せなければならない。 
 
＜付則＞ 
第１条 この会の会費は，一家庭月額３２０円とする。 
 
【付記】 
１．～２１． （略） 
 
【新規追加】 
 
 
細則 
＜第１章 委員会＞ 
第１条 各学年委員会は，原則として各学級より２名ずつ選出された学級代表委員と
学級担任によって組織する。 
 
第２条 【左記同文】 
（１）広報委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって組織
する。 
（２）文化委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって組織
する。 
（３）校外生活委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって
組織する。 
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改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
第３条 選考委員会は，６年を除く各学年より１ないし２名を原則とし，全体として
６名程度選出された委員によって組織する。 
 
第４条 卒業記念事業委員会は，６年生の保護者会員によって組織する。 
 
第５条 臨時委員会は，必要に応じて設置し，その名称・任務・委員等はその都度定
める。 
 
第６条 臨時委員会は，その任務を終了したときに解散する。 
 
＜第２章 会員の入退会＞ 
第７条 本規約第５条に定める会員となる資格を有するものは自由意思で入退会でき
る。 
 
第８条 会員の加入期間は年度毎の１年間(４月～翌年３月)を単位とする。ただし，
転入，転出その他の事情が生じた場合はその限りではない。 
 
第９条 入会については次の手続きによる。 
（１）新入生又は転入生の保護者は，別に定める入会辞退届を提出する場合を除き，
児童の入学又は転入をもって入会とする。 
（２）会員でない在校生の保護者は，前年度の入退会手続期間において，別に定める
入会届の提出をもって入会とする。 
 
第１０条 退会については次の手続きによる。 
（１）在校生の保護者は，前年度の入退会手続期間において，別に定める退会届の提
出をもって退会とする。 
（２）卒業生又は転出生の保護者については，児童の卒業又は転出をもって退会とす
る。 
 
第１１条 児童の進級時に，入会は自動的に継続する。 
 
第１２条 入退会の手続きの取り扱いについては運営委員会で別途定める。 
 
＜第３章 ボランティアグループ＞ 
第１３条 ボランティアグループの構成員は原則として本会の会員に限る。ただし，
並木小が承認した場合に限り，当該ボランティアグループ活動の範囲内で，会員でな
い者を構成員とすることができる。 
 
第１４条 ボランティアグループは前年度２月に運営委員会に登録を届け出て承認を
得ることとする。 
 
第１５条 ボランティアグループの活動報告及び決算並びに活動計画及び予算は定期
の総会の承認を得ることとする。 
 
 
 
 
 

 
第３条 選考委員会は，原則として６年を除く各学年より１ないし２名，全体として
６名程度選出された委員によって組織する。 
 
第４条 【左記同文】 
 
第５条 【左記同文】 
 
 
第６条 【左記同文】 
 
＜第２章 会員の入退会＞ 
第７条 【左記同文】 
 
 
第８条 【左記同文】 
 
 
第９条 【左記同文】 
（１）【左記同文】 
 
（２）【左記同文】 
 
 
第１０条 【左記同文】 
（１）【左記同文】 
 
（２）【左記同文】 
 
 
第１１条 【左記同文】 
 
第１２条 【左記同文】 
 
＜第３章 ボランティアグループ＞ 
第１３条 ボランティアグループの構成員は原則として本会の会員に限る。ただし，
当該ボランティアグループ活動の範囲に限り，当該ボランティアグループ代表者の責
任において，会員でない者を構成員とすることができる。【第４回運営委員会にて改
正】 
第１４条 【左記同文】 
 
 
第１５条 【左記同文】 
 
 
＜第４章 総会＞ 
第１６条 本規約第１１条に定める総会の議決は，運営委員会が必要と判断したとき
に限り，議決権行使書によることができる。【第２・３回運営委員会にて追記，改正
案で削除】 
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改正案 現行（改正案と内容の比較ができるように一部順番を入れ替え） 

 
 
 
 
 
【付記】 
１．この細則は，平成１３年４月２１日から施行する。 
２．この細則は，平成１４年４月１９日 一部改正（母親委員に関する条項の削除） 
３．この細則は，平成１７年４月２２日 一部改正（広報委員会，文化委員会委員数
の変更） 
４．この細則は，平成１９年４月２０日 一部改正（広報委員会，文化委員会，校外
生活委員会，選考委員会委員数の変更） 
５．この細則は，平成２５年４月１９日 一部改正（第１章の章名変更，監査委員の
委員数の記述の追加） 
６．この細則は，平成３０年４月２７日 一部改正（第２章 会員の入退会，第３章 
ボランティアグループ の追加） 
７．この細則は，令和２年１２月１２日 一部改正（第４章 総会 の追加） 
８．この細則は，令和３年３月６日   一部改正（ボランティアグループに係る第
１３条の改定） 
９．この細則は，令和３年４月２３日  一部改正（規約改定に伴う第４章 総会 の
削除） 
 

 

桜並木学園つくば市立並木小学校ＰＴＡ組織図 

 
２ 委任状や 議決権行使書は運営委員会があらかじめ指定するものとし，それ以外
はすべて無効とする。【第２・３回運営委員会にて追記，改正案で削除】 
 
 
＜第５章 付則＞ 
この細則は，平成１３年４月２１日から施行する。 
この細則は，平成１４年４月１９日 一部改正（母親委員に関する条項の削除） 
この細則は，平成１７年４月２２日 一部改正（広報委員会，文化委員会委員数の変
更） 
この細則は，平成１９年４月２０日 一部改正（広報委員会，文化委員会，校外生活
委員会，選考委員会委員数の変更） 
この細則は，平成２５年４月１９日 一部改正（第１章の章名変更，監査委員の委員
数の記述の追加） 
この細則は，平成３０年４月２７日 一部改正（第２章(会員の入退会)，第３章(ボラ
ンティアグループ)の追加） 
この細則は，令和２年１２月１２日 一部改正（第４章 総会 の追加） 
【新規追加】 
 
【新規追加】 
 

 

桜並木学園つくば市立並木小学校ＰＴＡ組織図 

 

ボランティアグループ

読み聞かせ・図書・インターネット・お下がり交換会・日本語・並木小お手伝い隊

選考委員会 原則として，６学年を除く各学年から１～２名，全体で６名程度

卒業記念委員会 ６年生の保護者会員より選出（定数の規定なし）

臨時委員会 必要に応じて設置

総

会

運

営

委

員

会

本

部

役
員
（
全
体
で
９
名
以
上

）

会長 １名， 副会長 １～２名

もしくは

共同代表 ２～３名

書記 ２～３名（うち教職員１名）

会計 ２～３名（うち教職員1名）

ボランティア担当 １～２名

顧問 １～３名（うち学校長１名）

学年委員会 原則として，各学級の保護者２名と学級担任１名

専
門
委
員
会

広報委員会 原則として，各学年１名，全体で６名程度

文化委員会 原則として，各学年１名，全体で６名程度

校外生活委員会 原則として，各学年１名，全体で６名程度

監査委員 ２ 名（原則として，前年度本部役員より選出）

PTA会員（教職員を含む）

運
営
委
員
会

顧問
3
（1）

本
部

共同代表 4

書記
3
(1)

会計
3 
(1)

各学年委員長 6

広報委員長 1

文化委員長 1

校外生活委員長 1

選考委員長 1

卒業記念事業委員長 1

臨時委員長

総会が任命した者

監査委員 2

PTA会員（教職員を含む）

（単位：人） （ ）は教職員

ボランティアグループ

読み聞かせ・図書・インターネット・おさがり交換会・
日本語支援・並木小手伝い隊・放射線対策・イベント

学年委員会 原則として各学級の保護者２名と学級担任

専
門
委
員
会

広報委員会 各学年1名全体で6名程度

文化委員会 各学年1名全体で6名程度

校外生活委員会 各学年1名全体で6名程度

選考委員会 6年を除く各学年から1-2名6名程度

卒業記念委員会 6年生の保護者会員から定数は記載せず

臨時委員会 必要に応じて設置

総
会
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（４）2021 年度事業計画（案） 

 

A．目的 

○ 家庭・学校・地域間の連携を深め，本校児童の健全成育と福祉増進を図る。 

○ 本会会員の積極的な意見交換を推進し，本会活動および組織の充実化を図る。 

○ 外部（本校外／エリア外）情報等を積極的に入手し，本会活動および組織の充実化を図る。 

 

 

B．活動内容 

○ 適正且つ積極的な運営委員会の遂行 

 

○ 適正且つ積極的な各委員会活動，ボランティア活動，および本部活動の推進・支援 

 

○ 本会会員間および本校児童間の親睦を深める行事の遂行 

 各学年親睦会の検討，親子視聴覚等の検討 

 卒業記念事業，家庭教育学級の実施 
 

○ 本会会員への情報発信および会員間の意見交換の推進 

 PTA公式サイトを活用した情報発信（必要に応じて従来型の広報紙を発行） 

 運営委員会報告，各委員会連絡・情報の発行 

（児童経由の紙媒体配付と PTA公式サイトを併用） 

 PTA公式サイトの運営 
 

○ 学校主催活動への積極的な参加 

 環境美化活動への参加 

 各種消耗品等の購入の援助 

 学校行事への協力（運動会，学校保健委員会，地域防災連絡会他） 
 

○ 安全な地域環境の維持・確保 

 登下校時の見守り活動の推進 

 危険箇所マップ・110番の家等の利活用 

 つくば市等，関係行政各所へ通学路危険箇所改善を要望 

 市 P連を経由したつくば市への上申：上記，要望纏めから併用 
 

○ 次年度役員・委員の選考 

 

○ 外部関連団体・組織との連携維持 

 各 PTA連絡協議会（つくば市・茨城県）および女性ネットワーク委員会への参加 

 各 PTA連絡協議会主催行事への参加 
 

○ 地域組織との連携維持・強化 

 並木夏祭りへの協力 ※2021 年度の並木夏祭りの開催は無し 
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（５）2021 年度予算（案） 

2021 年度 PTA 会計予算（案） 

  

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 
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2021 年度 PTA 助成金予算（案） 

 

 

  

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 
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2021 年度印刷機積立金予算（案） 

 

 

 

2021 年度親子視聴覚積立金予算（案） 

 

 

 

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 
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（６）2021 年度 PTA 役員及び監査委員の承認 

 

2021 年度 PTA 本部役員及び監査委員候補者名 

 

 

  ※「夏祭り・ボランティア担当」（現行規約第２４条第２項第５号「総会が特に必要と認めて任命した

もの」）を 2021 年度より本部役員「ボランティア担当」として位置づけ（規約改正案第１２条） 

 

 

2021 年度運営委員会構成員 

2021 年度 PTA 運営委員会の構成員は，上記の本部役員および顧問（校長），各学年委員会の委員長，

各専門委員会（広報，文化，校外生活）の委員長，選考委員長，卒業記念事業委員長，監査委員等が出席

する第 1 回運営委員会にて確認した後に決定されます。 

 

 

 

PTA 公式サイト公開版では非公開です。 

紙面配付版をご覧ください。 
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現行 PTA 規約全文 

つくば市立桜並木学園並木小学校ＰＴＡ規約 

 

＜第１章 名称と事務所＞ 

第１条 この会は，並木小学校ＰＴＡと称し，事務所を並木小学校(以下「並木小」という。)に置く。 

 

＜第２章 目的＞ 

第２条 この会は，並木小に在籍する児童の保護者(以下「保護者」という。)と並木小教職員が協力して，家庭，並木小及

び地域社会における児童の幸福な成長を図ることを目的とする。 

 

＜第３章 方針と活動＞ 

第３条 この会は，教育を本旨とする民主団体として，次の方針を定める。 

（１）第２条に定める目的を達成するため，家庭と並木小の意志の疎通を積極的に図り，並木小及び関係機関に意見の

具申や参考資料の提供を行う。ただし，並木小の人事及び運営に直接干渉しない。 

（２）児童の教育及び福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

（３）特定の政党や宗教にかたよる行為は行わない。 

（４）もっぱら営利を目的とするような行為は行わない。 

（５）この会又はこの会の委員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。 

（６）この会は自立独自のものであって他の団体の支配，統制及び干渉を受けない。 

第４条 この会は，前条の方針に基づいて，地区のＰＴＡ連絡協議会に加盟する。 

第５条 この会は，第２条に定める目的を達成するため，第３条の方針に基づいて次の活動を行う。 

（１）家庭，並木小及び地域社会の相互の緊密な連絡によって，児童の生活環境を改善する。 

（２）並木小の教育環境の整備を図る。 

（３）関係機関と連携する。 

（４）その他，必要な活動を行う。 

 

＜第４章 会員＞ 

第６条 この会の会員となる資格を有する者は，次の通りである。 

（１）並木小に在籍する児童の保護者。 

（２）並木小の教職員。 

２この会の入退会に関する基本事項は細則で定める。 

第７条 会員は，任意参加の合意の下にこの会を協議運営するものとする。 

２ 会員は，すべて平等の義務と権利を有する。 

第８条 会員は，会費を納めるものとする。 

２ 会費の納入は家庭単位とし，額は付則で定める。 

３ 会費の納入が困難な会員は，運営委員会の承認を得て，その免除を受けることができる。 

 

＜第５章 総会＞ 

第９条 この会に総会を置く。 

２ 総会は，この会の最高議決機関であり，全会員により構成される。 

第１０条 定期の総会は毎年４月に開催し，次の事項を決議する。 

  （１）前年度の活動報告，決算及び会計監査報告 

  （２）新年度の活動計画及び予算 

  （３）本部役員及び監査委員の選任 

  （４）規約の改正その他の事項 

２ 臨時の総会は，運営委員会が必要と認めたとき又は会員の１０分の１以上の要求があったときに開催する。 

第１１条 総会は，会員の２分の１以上の出席がなければ，議事を開き議決することができない。ただし，あらかじめ委任

状を提出した会員は出席したものとみなす。 

２ 総会の出席会員数及び票数は家庭ごとに計数する。 

３ 総会の議事は，この規約の改正に関することを除き出席者の過半数で決する。 

 

＜第６章 委員会＞ 

第１２条 この会に次の委員会を置く。 

（１）学年委員会 

（２）専門委員会 

（３）選考委員会 

（４）卒業記念事業委員会 

２ 各委員会に委員の互選により委員長を置く。 

３ 各委員会の組織は細則で定める。 

第１３条 学年委員会は学年ごとの各学年委員会からなる。 

２ 各学年委員会は次の活動を行う。 



 

 

39 

 

（１）学年内の児童の福祉の向上を図る。 

（２）学年内の児童の健康の増進を図る。 

（３）学年内の児童の保護者の連絡調整を図る。 

第１４条 専門委員会は次の委員会からなる。 

（１）広報委員会 

（２）文化委員会 

（３）校外生活委員会 

２ 各専門委員会は次の活動を行う。 

（１）広報委員会は，広報紙の発行などにより会員，地域社会及び関係機関に対して情報を伝達し，意見の交換を促進

する。 

（２）文化委員会は，会員のための文化啓発活動及び家庭教育の充実を図るための活動を企画し，運営する。 

（３）校外生活委員会は，地域社会との協力関係を保ち，児童の学校外での安全確保及び児童の生活環境の改善を図

る。 

第１５条 選考委員会は次の活動を行う。 

（１）原則として毎年２月末までに，次年度の本部役員及び監査委員の候補者を選出し，定期の総会に提案する。 

（２）次年度の各委員会の候補者の選出に協力する。 

２ 選考委員会の委員長又はその代理は，必要に応じて運営委員会に出席し，意見を述べることができる。 

第１６条 卒業記念事業委員会は，卒業を記念するための事業を企画し，運営する。 

２ 卒業記念事業委員会の委員長又はその代理は，必要に応じて運営委員会に出席し，意見を述べることができる。 

第１７条 この会に臨時委員会を置くことができる。 

２ 臨時委員会の委員長又はその代理は，必要に応じて運営委員会に出席し，意見を述べることができる。 

３ 臨時委員会についての必要な事項は，細則で定める。 

 

＜第７章 ボランティアグループ＞ 

第１８条 この会に会員の発意に基づくボランティアグループを置くことができる。 

２ 各ボランティアグループに会員の代表者１名を置く。 

３ ボランティアグループの代表者又はその代理は，必要に応じて運営委員会に出席し，意見を述べることができる。 

４ ボランティアグループの活動に必要な事項は，細則に定める。 

 

＜第８章 役職＞ 

第１９条 この会に本部役員を置く 

２ 本部役員は，共同代表４名，書記３名及び会計３名からなる。 

３ 本部役員は，この会の総務をつかさどる。 

４ 本部役員は，選考委員会が会員の中から選出し，総会の承認により任命される。 

５ 書記及び会計のうち，各１名は並木小教職員の会員より選出する。 

第２０条 共同代表は次の職務を行う。 

（１）この会の運営を統括する。 

（２）総会及び運営委員会を招集し，運営委員会においては，議長となる。 

（３）この会に置かれる機関及び会員，並びに会員間の意思の疎通を図る。 

（４）この会を代表し，この会と同じ目的を持つ関係機関と連絡し意志の疎通を図る。 

（５）この会が主催又は関与する重要な行事を運営する。 

２ 共同代表は前項の職務を分担して行う。 

３ 共同代表は，監査委員の集会を除く全ての委員会及びボランティアグループの会合に出席して，意見を述べること

ができる。 

第２１条 書記は次の職務を行う。 

（１）総会及び運営委員会の議事，並びにこの会の活動に関する重要事項を記録する。 

（２）記録，通信その他の書類を保管する。 

（３）この会の庶務を行う。 

第２２条 会計は次の職務を行う。 

（１）予算の立案を総括する。 

（２）総会が決議した予算に基づいて，会計の事務を処理する。 

（３）総会において，監査を経た決算を報告する。 

（４）この会の財産を管理する。 

第２３条 この会に顧問を置く。 

２ 顧問は，原則として並木小の校長並びに共同代表及びそれに相当する職を経験した会員３名以内からなる。 

  ３ 顧問は，この会の運営に必要な助言を与える。 

 

＜第９章 役員＞ 

第２４条 この会の役員は，次に定める役職からなる。 

（１）本部役員 

（２）各学年委員会の委員長 
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（３）各専門委員会の委員長 

 ２ 運営委員会の決議により，次の役職に就く者の全部または一部を役員に定めることができる。 

（１）顧問 

（２）選考委員会の委員長 

（３）卒業記念事業委員会の委員長 

（４）臨時委員会の委員長 

（５）総会が特に必要と認めて任命した者 

第２５条 役員は，原則として他の役職を兼ねることができない。ただし，役員が定員に満たない場合その他の事情がある

場合はその限りではない。 

２ 役員は，監査委員を兼ねることができない。 

第２６条 役員の任期は１年とする。ただし，欠員を補充した後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 役員は，任期終了後も次期役員が就任するまでは，その職務を代行する。 

３ 役員は，再任することができる。ただし，並木小教職員以外の役員は４年を越えて同一の職に就くこと及び役員の任

に就くことができない。 

 

＜第１０章 運営委員会＞ 

第２７条 この会に運営委員会を置く。 

２ 運営委員会は，第２４条で定める役員を構成員とする。 

３ 共同代表のうち１名を運営委員会の議長とする。 

第２８条 運営委員会は定期的に開催する。 

 ２ 前項のほか，運営委員会は，構成員の４分の１以上の要求があったときに開催することができる。 

第２９条 運営委員会の任務は，次の通りである。 

（１）各委員会の，連絡と調整を行う。 

（２）会員と並木小との，連絡の窓口の一つとなる。 

（３）ボランティアグループの登録，連絡及び調整を行う。 

（４）総会に提出する議案をつくり，また総会から委任された事項を処理する。 

（５）予備費の支出，予算外の収入の受け入れを決定する。 

（６）本部役員に欠員が生じた場合の処理にあたる。 

（７）ＰＴＡ連絡協議会等の会合に，参加者を派遣する。 

（８）次年度の役員等を選出するための選考委員会を招集する。 

（９）次年度の事業計画案及び予算案を作成し，定期の総会に提案する。 

（１０）その他，この会の運営のために必要な事項を処理する。 

２ 運営委員会は，この会に関する重要な事項について，総会に諮り承認を得なければならない。 

第３０条 運営委員会の定足数は，構成員の３分の２以上とする。 

２ 運営委員会の議事は，出席者の過半数で決する。 

 

＜第１１章 監査委員＞ 

第３１条 この会の経理を監査するために監査委員を置く。 

２ 監査委員は，原則として前年度の本部役員２名からなる。 

３ 監査委員は，選考委員会で選出し，定期の総会の承認を受けて任命される。 

４ 監査委員の任期は一年とし再任はできない。ただし，欠員を補充した場合，任期は前任者の残任期間とする。 

５ 監査委員は，運営委員会に出席し，意見を述べることができる。ただし，議決には参加しない。 

 

＜第１２章 経理＞ 

第３２条 この会の会計及び事業年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第３３条 この会の経理は，会費，事業収益，寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 

第３４条 この会の経理は，総会において決議された予算に基づいて行う。ただし，卒業記念事業委員会の事業，文化委員

会が行う会員及び地域を対象とする教育事業，ならびに運営委員会が特に必要と認めた事業は，運営委員会で承

認された予算に基づいて，独立に行うことができる。 

第３５条 この会の決算は，監査委員による監査を経て総会に報告され，承認を得なければならない。 

 

＜第１３章 細則＞ 

第３６条 この会の運営に関し必要な細則は，この規約に反しない限りにおいて，運営委員会の議決を経て定める。 

２ 運営委員会は，細則を制定し，または改廃した場合には，速やかに文書でその内容を会員に通知し，また次期の総

会で承認を得なければならない。 

 

＜第１４章 改正＞ 

第３７条 この規約は付則を含め，総会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。ただし，改正

案は総会の少なくとも一週間前に全会員に知らせなければならない。 

 

＜付則＞ 
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第１条 この会の会費は，一家庭月額３２０円とする。 

 

【付記】 

１．本会則は，昭和５３年７月１８日から実施する。 

２．本会則は，昭和５４年５月１８日 一部改正（２５条；校外補導部新設） 

３．本会則は，昭和５７年４月２４日 一部改正（２５条；保健体育部廃止，顧問（校長）の明記） 

４．本会則は，昭和６０年４月２７日 一部改正（２５条；校外生活部に名称変更） 

５．本会則は，昭和６２年４月２５日 一部改正（１６条；副会長３→２名に変更。ただし，必要時には３名にすることが

できる。） 

６．本会則は，昭和６３年４月２３日 一部改正（全面的整備；総会，運営委員会，専門委員会の役割分担の明確化，P連

参加の明文化，卒業記念事業委員会のＰＴＡ委員化，会計監査→事業・会計監査化，等） 

７．本会則は，平成４年２月８日 一部改正（専門委員会の委員数の変更；広報委員会 学級１名→２名，文化委員会 学

級１名→学年２名，選考委員会 ２－５年各学級１名→２－５年各学年２名，卒業記念事業委員会 ６年各学級３名→

６年各学級２名） 

８．本会則は，平成４年４月２４日 一部改正（校外生活委員会の委員数とブロック分け；校外生活委員 各ブロック２－

１名，ブロック分けは，児童数と地域の状況を考慮し，運営委員会で決定する。） 

９．本会則は，平成８年４月２０日 一部改正（文化委員会の活動の変更；家庭教育学級の企画運営を削除） 

１０．本会則は，平成１０年４月１８日 一部改正（運営委員会の構成員 各専門委員会の委員長→各委員会の委員長；卒

業記念事業委員会 ６年各学級２名→６年各学級２名以上） 

１１．本会則は，平成１１年４月１８日 一部改正（運営委員会の構成員 母親委員の追加；組織図の改訂：卒業記念事業

委員会６年各学級２名以上→６年各学級２名以上もしくは６年次より６名以上） 

１２．本会則は，平成１３年４月２１日 一部改正（会費一家庭月額２５０円→３００円） 

１３．本会則は，平成１３年４月２１日 一部改正（学年委員，専門委員，選考委員の人数を細則で定めることにした。） 

１４．本会則は，平成１４年４月１９日 一部改正（母親委員に関する条項の削除） 

１５．本会則は，平成１５年４月１８日 一部改正（１８条；協力会員の位置付けの明文化） 

１６．本会則は，平成１７年４月２２日 一部改正（２２条；役員再任緩和の件，３０条，３２条；監査委員補欠を選出し

ない件） 

１７．本会則は，平成１８年４月２１日 一部改正（会費一家庭月額３００円→３５０円） 

１８．本会則は，平成２３年４月２５日 一部改正（３０条；監査の役割を経理に限定，人数１名→２名，会費一家庭月額

３５０円→３２０円） 

１９．本会則は，平成２５年４月１９日 一部改正（全面的整備；運営機関，役員および役職の定義，運営委員会の構成員

の位置付けの定義，選考委員会の役割追記，語句の適正化等） 

２０．本会則は，平成２９年４月２８日 一部改正（名称更新：つくば市立桜並木学園並木小学校ＰＴＡ規約。旧第７条を

第７条２とし，第 7条１に“任意参加”を記載。第２７条副会長を２->３名へ。） 

２１．本会則は，平成３０年４月２７日 一部改正（共同代表の導入，顧問の対象者の拡大，役員兼任の柔軟化，役員の任

期上限の延長，専門委員会顧問，協力会員及び相談役の廃止，ボランティアグループの導入，語句の適正化等） 

 

細則 

＜第１章 委員会＞ 

第１条 各学年委員会は，原則として各学級より２名ずつ選出された学級代表委員と学級担任によって組織する。 

第２条 各専門委員会及び専門委員は，次の人数で組織する。 

（１）広報委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって組織する。 

（２）文化委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって組織する。 

（３）校外生活委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって組織する。 

第３条 選考委員会は，原則として６年を除く各学年より１ないし２名，全体として６名程度選出された委員によって組織

する。 

第４条 卒業記念事業委員会は，６年生の保護者会員によって組織する。 

第５条 臨時委員会は，必要に応じて設置し，その名称・任務・委員等はその都度定める。 

第６条 臨時委員会は，その任務を終了したときに解散する。 

＜第２章 会員の入退会＞ 

第７条 本規約第６条に定める会員となる資格を有するものは自由意思で入退会できる。 

第８条 会員の加入期間は年度毎の１年間(４月～翌年３月)を単位とする。ただし，転入，転出その他の事情が生じた場合は

その限りではない。 

第９条 入会については次の手続きによる。 

（１）新入生又は転入生の保護者は，別に定める入会辞退届を提出する場合を除き，児童の入学又は転入をもって入会

とする。 

（２）会員でない在校生の保護者は，前年度の入退会手続期間において，別に定める入会届の提出をもって入会とする。 

第１０条 退会については次の手続きによる。 

（１）在校生の保護者は，前年度の入退会手続期間において，別に定める退会届の提出をもって退会とする。 

（２）卒業生又は転出生の保護者については，児童の卒業又は転出をもって退会とする。 

第１１条 児童の進級時に，入会は自動的に継続する。 
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第１２条 入退会の手続きの取り扱いについては運営委員会で別途定める。 

＜第３章 ボランティアグループ＞ 

第１３条 ボランティアグループの構成員は原則として本会の会員に限る。ただし，当該ボランティアグループ活動の範囲

に限り，当該ボランティアグループ代表者の責任において，会員でない者を構成員とすることができる。 

第１４条 ボランティアグループは前年度２月に運営委員会に登録を届け出て承認を得ることとする。 

第１５条 ボランティアグループの活動報告及び決算並びに活動計画及び予算は定期の総会の承認を得ることとする。 

＜第４章 総会＞ 
第１６条 本規約第１１条に定める総会の議決は，運営委員会が必要と判断したときに限り，議決権行使書によることがで

きる。 
２ 委任状や 議決権行使書は運営委員会があらかじめ指定するものとし，それ以外はすべて無効とする。 

 

＜第５章 付則＞ 

この細則は，平成１３年４月２１日から施行する。 

この細則は，平成１４年４月１９日 一部改正（母親委員に関する条項の削除） 

この細則は，平成１７年４月２２日 一部改正（広報委員会，文化委員会委員数の変更） 

この細則は，平成１９年４月２０日 一部改正（広報委員会，文化委員会，校外生活委員会，選考委員会委員数の変更） 

この細則は，平成２５年４月１９日 一部改正（第１章の章名変更，監査委員の委員数の記述の追加） 

この細則は，平成３０年４月２７日 一部改正（第２章(会員の入退会)，第３章(ボランティアグループ)の追加） 

この細則は，令和２年１２月１２日 一部改正（第４章 総会 の追加） 

 

 

桜並木学園つくば市立並木小学校ＰＴＡ組織図 
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営
委
員
会
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会計
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各学年委員長 6

広報委員長 1

文化委員長 1

校外生活委員長 1

選考委員長 1

卒業記念事業委員長 1

臨時委員長

総会が任命した者

監査委員 2
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読み聞かせ・図書・インターネット・おさがり交換会・
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PTA 規約改正案全文 

つくば市立桜並木学園並木小学校ＰＴＡ規約  
 

＜第１章  名称と事務所＞ 

第１条  この会は，並木小学校ＰＴＡと称し，事務所を並木小学校（以下「並木小」という。）に置く。 

 

＜第２章  目的＞ 

第２条  この会は，並木小に在籍する児童の保護者（以下「保護者」という。）と並木小教職員が協力して，家庭，並木

小及び地域社会における児童の幸福な成長を図ることを目的とする。 

 

＜第３章  方針と活動＞ 

第３条  この会は，教育を本旨とする民主団体として，次の方針を定める。 

（１）前条に定める目的を達成するため，家庭と並木小の意志の疎通を積極的に図り，並木小及び関係機関に意見の

具申や参考資料の提供を行う。ただし，並木小の人事及び運営に直接干渉しない。 

（２）児童の教育及び福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

（３）特定の政党や宗教にかたよる行為は行わない。 

（４）もっぱら営利を目的とするような行為は行わない。 

（５）この会，またはこの会の委員の名で，公私の選挙の候補者を推薦しない。 

（６）この会は自立独自のものであって他の団体の支配，統制及び干渉を受けない。 

第４条  この会は，第２条に定める目的を達成するため，前条の方針に基づいて次の活動を行う。 

（１）家庭，並木小及び地域社会の相互の緊密な連絡によって，児童の生活環境を改善する。 

（２）並木小の教育環境の整備を図る。 

（３）関係機関と連携する。 

（４）その他，必要な活動を行う。 

 

＜第４章  会員＞ 

第５条  この会の会員となる資格を有する者は，次のとおりである。 

（１）並木小に在籍する児童の保護者 

（２）並木小の教職員 

２  この会の入退会に関する基本事項は細則で定める。 

第６条  会員は，任意参加の合意の下に，この会を協議運営するものとする。 

２  会員はすべて平等の義務と権利を有する。 

第７条  会員は会費を納めるものとする。 

２  会費の納入は家庭単位とし，額は付則で定める。 

３  会費の納入が困難な会員は，運営委員会の承認を得て，その免除を受けることができる。 

 

＜第５章  組織＞ 

第８条  この会の運営のために，次の機関を置く。 

（１）本部（第６章） 

（２）委員会（第７章） 

（３）ボランティアグループ（第８章） 

第９条  この会に次の役員，委員等を置く。 

（１）本部役員及び顧問（第６章） 

（２）委員会委員（第７章） 

（３）監査委員（第９章） 

第１０条 この会に関わる重要事項を審議及び議決するために，次の会を置く。 

（１）運営委員会（第１０章） 

（２）総会（第１１章） 

 

＜第６章  本部と役員＞ 

第１１条 本部は，この会の総務を司り，次の活動を行う。 

（１）活動の企画と調整 

（２）文書の発行と管理 

（３）財政・財産の管理 

（４）渉外活動 

（５）運営委員会及び総会の事務局 

第１２条 本部の役員は次をもって９名以上で構成する。 
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（１）会長    １ 名 

（２）副会長   １～２名 

（３）書記   ２～３名 

（４）会計   ２～３名 

（５）ボランティア担当 １～２名 

２ 会長と副会長は，次条の職務を分掌して，共同代表（２～３名）とすることができる。 

３ 書記及び会計のうち，各１名は並木小教職員の会員より選出する。 

第１３条 会長もしくは共同代表は，次の職務を行う。 

（１）この会の運営を統括する。 

（２）総会及び運営委員会を招集し，運営委員会においては，議長となる。 

（３）この会に置かれる機関及び会員，並びに会員間の意思の疎通を図る。 

（４）この会を代表し，この会と同じ目的を持つ関係機関と連絡し，意志の疎通を図る。 

（５）この会が主催又は関与する重要な行事を運営する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，必要に応じてその職務を代行する。共同代表の場合は前項の職務を分掌する。 

３ 会長もしくは共同代表は，監査委員の集会を除く全ての委員会及びボランティアグループの会合に出席し，意見

を述べることができる。 

第１４条 書記は次の職務を行う。 

（１）総会及び運営委員会の議事，並びにこの会の活動に関する重要事項を記録する。 

（２）記録，通信，その他の書類を保管する。 

（３）この会の庶務を行う。 

第１５条 会計は次の職務を行う。 

（１）予算の立案を総括する。 

（２）総会が決議した予算に基づいて，会計の事務を処理する。 

（３）総会において，監査を経た決算を報告する。 

（４）この会の財産を管理する。 

第１６条 ボランティア担当は次の職務を行う。 

（１）並木小のボランティアグループの活動を支援する。 

（２）並木夏祭りの事務局と連絡し，その開催・活動を支援する。 

（３）総会において，ボランティアグループや並木夏祭りの活動を報告する。また，この会より補助金を受けている

ボランティアグループの会計報告も併せて行う。 

第１７条 役員は，総会の承認を経て，任命される。 

２ やむを得ない事情によって欠員が出た場合に限り，前項に関わらず，後任を運営委員会の議決によって任命する

ことができる。 

３ 役員は，原則として，他の役員を兼ねることができない。ただし，役員が定員に満たない場合，その他の事情があ

る場合はその限りではない。 

４ 役員は委員会委員及び監査委員を兼ねることができない。 

５ 役員の任期は選任された定期の総会から翌年の定期の総会までの１年間とする。第２項の後任の役員については，

前任の任期を引き継ぐものとする。 

６ 役員は再任することができる。ただし，並木小教職員以外の役員は４年を越えて同一の職に就くこと及び役員の

任に就くことができない。 

第１８条 本部に顧問を１～３名置く。うち 1 名は並木小の校長とする。 

２ 顧問はこの会の運営に必要な助言を与える。 

３ 顧問は，過去に会長や共同代表の職にあった会員，もしくはそれに相当する貢献が認められる会員から選出する。 

 

＜第７章  委員会と委員＞ 

第１９条 委員会に次の（１）～（４）を置く。 

（１）学年委員会 

（２）専門委員会 

（３）選考委員会 

（４）卒業記念事業委員会 

第２０条 学年委員会は次の委員会からなる。 

（１）第１学年委員会 

（２）第２学年委員会 

（３）第３学年委員会 

（４）第４学年委員会 

（５）第５学年委員会 

（６）第６学年委員会 
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２ 各学年委員会は次の活動を行う。 

（１）学年内の児童の福祉の向上を図る。 

（２）学年内の児童の健康の増進を図る。 

（３）学年内の児童の保護者の連絡調整を図る。 

第２１条 専門委員会は次の委員会からなる。 

（１）広報委員会 

（２）文化委員会 

（３）校外生活委員会 

２ 各専門委員会は次の活動を行う。 

（１）広報委員会は，広報紙の発行や並木小 PTA公式サイトの活用などにより，会員，地域社会及び関係機関に対し

て情報を伝達し，意見の交換を促進する。 

（２）文化委員会は，会員のための文化啓発活動，及び家庭教育の充実を図るための活動を企画し，運営する。 

（３）校外生活委員会は，地域社会との協力関係を保ち，児童の学校外での安全確保，及び児童の生活環境の改善を

図る。 

第２２条 選考委員会は次の活動を行う。 

（１）原則として毎年２月末までに，次年度の本部役員及び監査委員の候補者を選出し，定期の総会に提案する。 

（２）次年度の各委員会の候補者の選出に協力する。 

第２３条 卒業記念事業委員会は，卒業を記念するための事業を企画し，運営する。 

第２４条 必要に応じて，臨時委員会を置くことができる。 

２ 臨時委員会についての必要な事項は細則で定める。 

第２５条 各委員会は委員をもって構成する。各委員会における委員の定員やその他の役職構成は細則で定める。 

２ 委員の互選により，委員長を選出する。 

３ 委員は本部役員及び監査委員を兼ねることができない。加えて，委員長は他の委員会の委員長を兼ねることがで

きない。 

４ 委員の任期は，第１７条の第５項で定める役員と同じ１年間を原則とし，異なる場合は細則で定める。 

５ 委員は再任することができる。 

 

＜第８章  ボランティアグループ＞ 

第２６条 この会に会員の発意に基づくボランティアグループを置くことができる。 

２ 各ボランティアグループに代表者１名を置く。 

３ ボランティアグループの活動に必要な事項は細則で定める。 

 

＜第９章  監査委員＞ 

第２７条 この会の経理を監査するために監査委員を置く。 

２ 監査委員は，原則として，前年度の本部役員２名からなる。 

３ 監査委員は，総会の承認を受けて，任命される。 

４ やむを得ない事情によって欠員が出た場合に限り，前項に関わらず，後任を運営委員会の議決によって任命する

ことができる。 

５ 監査委員は他の本部役員及び委員会委員を兼ねることができない。 

６ 監査委員の任期は，第１７条の第５項で定める役員と同じ１年間を原則とする。第４項の後任の委員については，

前任の任期を引き継ぐものとする。 

７ 監査委員は再任できない。 

 

＜第１０章 運営委員会＞ 

第２８条 運営委員会の役割は次のとおりである。 

（１）会員と並木小との連絡の窓口の一つとなる。 

（２）各委員会の連絡と調整を行う。 

（３）ボランティアグループの登録，連絡及び調整を行う。 

（４）総会に提出する議案をつくり，また総会から委任された事項を処理する。 

（５）予備費の支出，予算外の収入の受け入れを決定する。 

（６）本部役員や監査委員に欠員が生じた場合の処理にあたる。 

（７）次年度の事業計画案及び予算案を作成し，定期の総会に提案する。 

（８）その他，この会の運営のために必要な事項を審議・対応する。 

２ 運営委員会は，この会に関する重要な事項については，総会に諮り承認を得なければならない。 

第２９条 運営委員会は以下の構成員で組織する。 

（１）本部役員 

（２）各学年委員会の委員長 
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（３）各専門委員会の委員長 

２ 運営委員会は必要に応じて，以下の委員会等を構成員に追加することができる。 

（１）顧問 

（２）選考委員会の委員長 

（３）卒業記念事業委員会の委員長 

（４）臨時委員会の委員長 

（５）総会が特に必要と認めて任命した者 

第３０条 運営委員会の議長は，会長もしくは共同代表のうち１名とする。 

第３１条 運営委員会は定期的に開催する。 

２ 前項のほか，議長もしくは構成員の４分の１以上の要求があったときに運営委員会を開催する。 

第３２条 運営委員会の定足数は構成員の３分の２以上とする。 

２ 運営委員会の議事は出席者の過半数で決する。 

３ 各委員会の委員長は，同じ委員会の委員に限り，運営委員会への代理出席を認める。 

第３３条 次の者は必要に応じて運営委員会に出席し，意見を述べることができる。ただし，議決には参加できない。 

（１）第２９条の第２項の構成員でない委員会の委員長，もしくはその代理 

（２）ボランティアグループの代表者，もしくはその代理 

（３）監査委員 

（４）その他，運営委員会が必要と認めて招聘した者 

 

＜第１１章 総会＞ 

第３４条 総会は，この会の最高議決機関であり，全会員によって構成される。 

第３５条 定期の総会は毎年４月に開催し，次の事項を決議する。 

   （１）前年度の活動報告，決算及び会計監査報告 

   （２）新年度の活動計画及び予算 

   （３）本部役員及び監査委員の選任 

   （４）規約の改正，その他の事項 

２ 臨時の総会は，運営委員会が必要と認めたとき，または会員の１０分の１以上の要求があったときに開催する。 

３ 議長は，会員からの立候補者もしくは運営委員会からの推薦者の中から，総会の議決によって選任する。 

第３６条 総会は，会員の２分の１以上の出席がなければ，開催することができない。ただし，運営委員会が定める手続き

に従い，委任状や議決権行使書等を提出した会員は出席者とみなす。 

２ 総会の出席会員数及び票数は家庭ごとに計数する。 

３ 総会の議事は，この規約の改正に関することを除き，出席者の過半数で決する。 

 

＜第１２章 経理＞ 

第３７条 会計及び事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第３８条 経理は，会費，事業収益，寄付金及びその他の収入をもって，これにあてる。 

第３９条 経理は総会において決議された予算に基づいて行う。ただし，卒業記念事業委員会の事業，文化委員会が行う会

員及び地域を対象とする教育事業，ならびに運営委員会が特に必要と認めた事業は，運営委員会で承認された予

算に基づいて，独立に行うことができる。 

第４０条 決算は，監査委員による監査を経て，総会にて報告され，承認を得なければならない。 

 

＜第１３章 細則＞ 

第４１条 この会の運営に関し必要な細則は，この規約に反しない限りにおいて，運営委員会の議決を経て定める。 

２ 運営委員会は，細則を制定し，または改廃した場合には，速やかに文書でその内容を会員に通知し，また次期の

総会で承認を得なければならない。 

 

＜第１４章 改正＞ 

第４２条 この規約は，付則を含め，総会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。ただし，改

正案は，少なくとも総会の１週間前までに，全会員に知らせなければならない。 

 

＜付則＞ 

第１条 この会の会費は，１家庭月額３２０円とする。 

 

【付記】 

１．本会則は，昭和５３年７月１８日から実施する。 

２．本会則は，昭和５４年５月１８日 一部改正（２５条；校外補導部新設） 

３．本会則は，昭和５７年４月２４日 一部改正（２５条；保健体育部廃止，顧問（校長）の明記） 
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４．本会則は，昭和６０年４月２７日 一部改正（２５条；校外生活部に名称変更） 

５．本会則は，昭和６２年４月２５日 一部改正（１６条；副会長３→２名に変更。ただし，必要時には３名にすることが

できる。） 

６．本会則は，昭和６３年４月２３日 一部改正（全面的整備；総会，運営委員会，専門委員会の役割分担の明確化，P連

参加の明文化，卒業記念事業委員会のＰＴＡ委員化，会計監査→事業・会計監査化，等） 

７．本会則は，平成４年２月８日 一部改正（専門委員会の委員数の変更；広報委員会 学級１名→２名，文化委員会 学

級１名→学年２名，選考委員会 ２－５年各学級１名→２－５年各学年２名，卒業記念事業委員会 ６年各学級３名→

６年各学級２名） 

８．本会則は，平成４年４月２４日 一部改正（校外生活委員会の委員数とブロック分け；校外生活委員 各ブロック２－

１名，ブロック分けは，児童数と地域の状況を考慮し，運営委員会で決定する。） 

９．本会則は，平成８年４月２０日 一部改正（文化委員会の活動の変更；家庭教育学級の企画運営を削除） 

１０．本会則は，平成１０年４月１８日 一部改正（運営委員会の構成員 各専門委員会の委員長→各委員会の委員長；卒

業記念事業委員会 ６年各学級２名→６年各学級２名以上） 

１１．本会則は，平成１１年４月１８日 一部改正（運営委員会の構成員 母親委員の追加；組織図の改訂：卒業記念事業

委員会６年各学級２名以上→６年各学級２名以上もしくは６年次より６名以上） 

１２．本会則は，平成１３年４月２１日 一部改正（会費一家庭月額２５０円→３００円） 

１３．本会則は，平成１３年４月２１日 一部改正（学年委員，専門委員，選考委員の人数を細則で定めることにした。） 

１４．本会則は，平成１４年４月１９日 一部改正（母親委員に関する条項の削除） 

１５．本会則は，平成１５年４月１８日 一部改正（１８条；協力会員の位置付けの明文化） 

１６．本会則は，平成１７年４月２２日 一部改正（２２条；役員再任緩和の件，３０条，３２条；監査委員補欠を選出し

ない件） 

１７．本会則は，平成１８年４月２１日 一部改正（会費一家庭月額３００円→３５０円） 

１８．本会則は，平成２３年４月２５日 一部改正（３０条；監査の役割を経理に限定，人数１名→２名，会費一家庭月額

３５０円→３２０円） 

１９．本会則は，平成２５年４月１９日 一部改正（全面的整備；運営機関，役員及び役職の定義，運営委員会の構成員の

位置付けの定義，選考委員会の役割追記，語句の適正化等） 

２０．本会則は，平成２９年４月２８日 一部改正（名称更新：つくば市立桜並木学園並木小学校ＰＴＡ規約。旧第７条を

第７条２とし，第 7条１に“任意参加”を記載。第２７条副会長を２->３名へ。） 

２１．本会則は，平成３０年４月２７日 一部改正（共同代表の導入，顧問の対象者の拡大，役員兼任の柔軟化，役員の任

期上限の延長，専門委員会顧問，協力会員及び相談役の廃止，ボランティアグループの導入，語句の適正化等） 

２２．本会則は，令和３年４月２３日 一部改正（役員の任期の定義，総会の議決権行使書の導入，構成・体裁の整理等） 

 

細則 

＜第１章 委員会＞ 

第１条 各学年委員会は，原則として各学級より２名ずつ選出された学級代表委員と学級担任によって組織する。 

第２条 各専門委員会及び専門委員は，次の人数で組織する。 

（１）広報委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって組織する。 

（２）文化委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって組織する。 

（３）校外生活委員会は，各学年１名，全体として６名程度選出された委員によって組織する。 

第３条 選考委員会は，原則として６年を除く各学年より１ないし２名，全体として６名程度選出された委員によって組織

する。 

第４条 卒業記念事業委員会は，６年生の保護者会員によって組織する。 

第５条 臨時委員会は，必要に応じて設置し，その名称・任務・委員等はその都度定める。 

第６条 臨時委員会は，その任務を終了したときに解散する。 

＜第２章 会員の入退会＞ 

第７条 本規約第５条に定める会員となる資格を有するものは自由意思で入退会できる。 

第８条 会員の加入期間は年度毎の１年間（４月～翌年３月）を単位とする。ただし，転入，転出その他の事情が生じた場合

はその限りではない。 

第９条 入会については次の手続きによる。 

（１）新入生又は転入生の保護者は，別に定める入会辞退届を提出する場合を除き，児童の入学又は転入をもって入会

とする。 

（２）会員でない在校生の保護者は，前年度の入退会手続期間において，別に定める入会届の提出をもって入会とする。 

第１０条 退会については次の手続きによる。 

（１）在校生の保護者は，前年度の入退会手続期間において，別に定める退会届の提出をもって退会とする。 

（２）卒業生又は転出生の保護者については，児童の卒業又は転出をもって退会とする。 

第１１条 児童の進級時に，入会は自動的に継続する。 

第１２条 入退会の手続きの取り扱いについては運営委員会で別途定める。 
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＜第３章 ボランティアグループ＞ 

第１３条 ボランティアグループの構成員は原則として本会の会員に限る。ただし，並木小が承認した場合に限り，当該ボラ

ンティアグループ活動の範囲内で，会員でない者を構成員とすることができる。 

第１４条 ボランティアグループは前年度２月に運営委員会に登録を届け出て承認を得ることとする。 

第１５条 ボランティアグループの活動報告及び決算並びに活動計画及び予算は定期の総会の承認を得ることとする。 

 

【付記】 

１．この細則は，平成１３年４月２１日から施行する。 

２．この細則は，平成１４年４月１９日 一部改正（母親委員に関する条項の削除） 

３．この細則は，平成１７年４月２２日 一部改正（広報委員会，文化委員会委員数の変更） 

４．この細則は，平成１９年４月２０日 一部改正（広報委員会，文化委員会，校外生活委員会，選考委員会委員数の変

更） 

５．この細則は，平成２５年４月１９日 一部改正（第１章の章名変更，監査委員の委員数の記述の追加） 

６．この細則は，平成３０年４月２７日 一部改正（第２章 会員の入退会，第３章 ボランティアグループ の追加） 

７．この細則は，令和２年１２月１２日 一部改正（第４章 総会 の追加） 

８．この細則は，令和３年３月６日   一部改正（ボランティアグループに係る第１３条の改正） 

９．この細則は，令和３年４月２３日  一部改正（規約改定に伴う第４章 総会 の削除） 

 

 

 
 

桜並木学園つくば市立並木小学校ＰＴＡ組織図 

ボランティアグループ

読み聞かせ・図書・インターネット・お下がり交換会・日本語・並木小お手伝い隊

選考委員会 原則として，６学年を除く各学年から１～２名，全体で６名程度

卒業記念委員会 ６年生の保護者会員より選出（定数の規定なし）

臨時委員会 必要に応じて設置

総

会

運
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委

員

会

本

部

役
員
（
全
体
で
９
名
以
上

）

会長 １名， 副会長 １～２名

もしくは

共同代表 ２～３名

書記 ２～３名（うち教職員１名）

会計 ２～３名（うち教職員1名）

ボランティア担当 １～２名

顧問 １～３名（うち学校長１名）

学年委員会 原則として，各学級の保護者２名と学級担任１名

専
門
委
員
会

広報委員会 原則として，各学年１名，全体で６名程度

文化委員会 原則として，各学年１名，全体で６名程度

校外生活委員会 原則として，各学年１名，全体で６名程度

監査委員 ２ 名（原則として，前年度本部役員より選出）

PTA会員（教職員を含む）
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