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品川区立上神明小学校ＰＴＡ規約 
 

第１章 名称と事務所 

第 １条 本会は品川区立上神明小学校ＰＴＡと称し、事務所を学校内（二葉４－４－１０）に

置く。 

 

第２章 目  的 

第 ２条 本会は、学校・家庭及び社会と協力して児童の福祉を増進し、会員相互の研修と親睦 

を図ることを目的とする。 

 

              第３章 運営方針 

第 ３条 本会の運営方針は、次の通りとする。 

１． 本会は、自主独立の民主的団体であって、他のいかなる団体の支配・統制・干

渉をも受けてはならない。 

２． 本会は、どの宗派・政党にも属さず、また、選挙活動及び目的を逸脱する営利  

行為等に利用してはならない。 

３． 本会は、目的を同じくする他の社会的諸団体及び機関と協力する。 

４． 本会は、教育の諸問題について意見を交換し、学校の教育活動に協力する。 

ただし、学校管理・人事等について干渉してはならない。 

 

              第４章 活 動 

第 ４条 本会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。 

１． 児童の教育的環境の向上に関すること。 

２． 会員相互の教養と親睦に関すること。 

３． 適正な法律上の手続きによる教育予算の確保に関すること。 

４． その他、本会の目的達成に必要なこと。 

 

              第５章 会 員 

第 ５条 本会は、次をもって会員とする。 

１． 在籍児童の父母、または、これに代わる家族の者とし、1 世帯 1 名とする。（以

下、父母会員と呼ぶ） 

２． 本校の教職員 

 

第 ６条 会員はすべてこの規約のもとにおいて平等な権利と義務を有する。 
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第 ７条 会員は本会の各種会議の構成員に選挙され、また、選挙する資格を有する。 

 

第 ８条 会員は規約を守り会費を納め、また、会の決定に従う義務を負う。 

 

              第６章  会  議 

第 ９条 本会の会議は次の通りとする。 

１． 名 称 

イ．専門部会 

ロ．役員会 

ハ．理事会 

ニ．総会 

２． 専門部会 

イ． 原則として毎月 1 回、部長が招集し、各学級 1 名の専門部部員により構成す

る。 

ロ． 各部員は、学級会員の意志を反映し、年度の活動計画・部予算案の企画・検

討と、業務に当たる。 

３．役員会 

      イ．役員会は、総会・理事会の諮問機関であって、原則として毎月 1 回会長が招 

        集し、会計監査以外の役員で構成し、次の会務を行う。 

（１）総会・理事会の決定事項の推進 

（２）総会・理事会に提出する議案の作成 

（３）活動計画案・予算案並びに決算書の作成 

（４）その他の必要な事項 

４．理事会 

イ．理事会は総会に次ぐ決議機関であって、次の事項を審議する。 

（１）諸規程の改廃 

（２）役員の選出 

（３）更正予算の決定 

（４）その他の運営上必要なこと 

ロ．理事会は随時会長が招集し、役員・理事をもって構成する。 

その成立は、全理事の 3 分の１以上の出席による。議事の決定は出席理事の

過半数の賛成による。議長は理事より選出する。 

ハ．理事 3 分の１以上の同意を得て要求があったときは、会長はすみやかに理事        

会に招集しなければならない。 

５．総 会 

イ．総会は、本会最高の決定機関であって、次の事項を審議決定する。 
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（１）年度決算   （２）規約の改廃   （３）役員の選出 

（４）年度活動計画 （５）年度予算    （６）その他必要事項 

但し、役員の選出について、第１１条１のイ・ロの但し書きによって総会の決

議に代えることができる。 

ロ．総会は、年２回行う。 

役員選出のために３月末までに１回。 

第９条５のイ（１）（２）（４）（５）（６）の事項を決定するために６月末ま

でに１回。 

会長が招集し、その成立の定数は、会員総数（役員を除く）の５分の１以上

（委任状を含む）とし、議案の決定は、出席会員（役員を除く）の過半数の

同意による。議長はその都度選出する。但し、役員・理事は除く。 

      ハ．臨時総会は、次の場合に会長が招集する。 

（１）理事会が認めた時 

（２）会員の５分の１以上の同意を得て要求があったとき。 

 

第７章 理事・役員・特別会員 

第１０条 理事の選出並びに任務は次の通りとする。 

１． 理事の選出 

イ． 別に定める選考規程に基づき各学級より４名の理事を選出する。前年度学年部

理事は選出理事名を選考委員に報告する。 

２． 理事の任務 

イ． ４名の理事はそれぞれ次の各部に所属する。 

  （１）文化 （２）広報 （３）校外 （４）学年 

ロ．学級会員の連絡及び親睦を図ること。 

ハ．児童の教育問題について研究し、学級教育活動の援助を図ること。 

ニ．理事会・専門部会に出席し、学級会員の意志反映に努めること。 

ホ．学級ＰＴＡを主宰する。 

 

第１１条 役員の選出並びに任務は次の通りとする。選考の方法は別に定める選考規程による。 

１． 役員の選出 

イ． 会長・副会長・書記・会計については、立候補者並びに父母会員の中より選

出した候補者を３月総会において承認する。但し、会員の全員投票によって

総会選出に代えることができる。 

ロ． 専門部長・副部長は、各専門部理事の互選により候補者を選出する。選出さ 

れた候補者を理事会で推薦し、総会の承認を得る。但し、会員の全員投票に 

よって総会選出に代えることができる。 
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ハ． 教職員より選出する役員については、その互選による。 

２． 役員の任務 

 イ．会長  （１名） 

本会を代表し、会務を統括する。 

ロ． 副会長 （３名ないし４名）（父母２名ないし３名、副校長） 

会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。 

ハ．書記  （３名ないし４名）（父母２名ないし３名、教職員１名） 

会長を補佐し、各会議の議事録をはじめ、通知書類の発信・保管、その他

の庶務一般を行う。 

ニ．会計  （３名ないし４名）（父母２名ないし３名、教職員 1名） 

会長を補佐し、本会の金銭出納・会計帳簿の処理並びに保管に当たる。 

ホ．部長  （４名） 

会長を補佐し、各専門部会を主宰すると共に、部員の協力を図りながら、

活動計画・部予算案を作成し、部活動を行う。 

ヘ．副部長  （８名）（父母４名・教員４名） 

部長を補佐し、部の活動を推進する。 

 

第１２条 本会に下記の特別会員を置き、任務は次の通りとする。 

１． 名誉会長 （１名） 

本校の校長は名誉会長となり、諸会議に出席して意見を述べることがで

きる。 

     ２．会計監査 （２名ないし３名） 

一般会員の中より理事が推薦し、理事会において決定する。その任務は、

本会の会計を監査する。但し、諸会議の一般議事には参与しない。 

 

第１３条 理事・役員の任期並びに補充については次の通りとする。 

１． 任 期 

       理事並びに役員の任期は１カ年とする。但し再任はさまたげない。 

役員並びに会計監査については同一役職に連続３カ年を越えないことを原則と

する。但し、必要が生じた場合、総会の承認を得て会長、副会長に限り任期を延

長することができる。 

教職員より選出された役員はこの限りではない。 

２． 補 充 

転出、病気、その他の事由により、理事・役員に欠員が生じた時は、これを補

充するものとし、補充の理事・役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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第１４条 専門部部長・副部長は、学級理事を兼任する。 

 

              第８章 専 門 部 

第１５条 本会の活動部門として、次の専門部を置く。 

１． 学年部  学級学年ＰＴＡの交流と活動の調整を図り、学年に関する行事を主宰

する。 

２． 文化部 会員の親睦を図り、教養を高め、福祉厚生を進めるための研究会・講

演会・講習会・サークル活動等を行う。 

３． 広報部 ＰＴＡ活動の主旨徹底、活動状況・教育関係情報の提供、その他の広

報活動を行う。 

４． 校外部 児童の校外生活の指導、地域環境改善への働きかけ等、地域社会の協

力を得て、その活動を行う。 

 

第１６条 各専門部会への理事の所属は、各学級毎の協議により分担する。 

  

              第９章 会 計  

第１７条 本会の経費は、会費その他の収入であてる。 

第１８条 本会の会費は、別に定める会計処理規程によってこれを処理する。 

第１９条 本会の会員は、活動計画実施に必要な経費を会費として負担する。 

     会費額及び納入方法については、予算案と共に総会に提出し、その承諾を得る。 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとし、年度毎にすべての経 

理状況を示す会計報告書を作成し、総会においてその承諾を得るものとする。 

会計監査は年 1 回以上受けるものとする。 

第２１条 会計は、会員の要求があるときは、随時会計簿を明示しなければならない。 

第２２条 ４月１日以降、新年度総会までの収支については、前年度の実績によって運営するこ

とができる。但し、９０日を越えてはならない。 

 

             第１０章 慶弔並びに見舞・表彰 

第２３条 本会における、慶弔・見舞・表彰については別に定める規程による。 

 

第１１章 個人情報保護 

第２４条 本会の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

「ＰＴＡ個人情報取扱内規」に定め、適正に運用するものとする。 
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               付    則 

第２５条 本規約は、昭和３３年 ４月 １日より施行する。 

     本規約は、昭和３４年 ４月 １日より一部改正し施行する。（第１回） 

     本規約は、平成１１年 ３月１８日より一部改正し施行する。（第９回） 

     本規約は、平成１６年 ３月２３日より一部改正し施行する。（第１０回） 

     本規約は、平成１９年 ３月１３日より一部改正し施行する。（第１１回） 

     本規約は、平成２０年 ３月３１日より一部改正し施行する。（第１２回） 

     本規約は、平成２７年 ３月 ７日より一部改正し施行する。（第１３回） 

     本規約は、平成３０年 ４月 １日より一部改正し施行する。（第１４回） 
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          会計処理規程 

 

第 １条 この規程は、規約第１８条にもとづいて定める。 

第 ２条 会計の処理は、この規程の定めるところによる。 

第 ３条 本会の財産の管理並びに会計全般の処理は、会長の責任において行われる。 

第 ４条 会計に関する直接の責任は会計とする。 

第 ５条 各年度の会計処理は、すべて予算成立に始まり、決算承認により終わる。 

第 ６条 備付帳簿類として、会計は入出金に伴い、現金出納簿を記載して、財産台帳を作成す

る。尚、これらの証憑として支払い請求票の保管も会計が行うものとする。 

第 ７条 支払いに関して受ける納品書・請求書・領収書は、５年間の整理保管を要する。 

第 ８条 予算の更正が必要なとき、及び項目間の流用が必要なときは、役員会にはかって処理

することができる。 

但し、後日理事会の承認を必要とする。 

第 ９条 本会の資金は金融機関に預金し、収入・支出はすべて金融機関を通して行う。 

第１０条 取引銀行並びに届出印鑑（公印）は、理事会の承認を受ける。 

届出の名義は、会長とする。 

第１１条  届出印鑑は、会計が保管する。 

第１２条  会計は、小口現金支払い資金として２万円を手元に保管し、支出することができる。 

第１３条 会費徴収はＰＴＡ会計が担当し、支出は理事会の承認を受け、Ｐ会計とＴ会計が分担

して担当し、予算書の管理をなし、常に緊密なる連絡の上、金銭会計の円滑な運営を

図るものとする。 

第１４条 会計は、次の仕事を担当する。 

     １．届出印鑑（出納補助員の印）並びに銀行預金通帳の管理 

     ２．金銭の出納並びにそれに関する記帳 

     ３．諸帳簿並びに諸票類の管理 

第１５条 会長は、予算の執行状態を常に把握し、収支を監督するものとする。 

第１６条 会計年度末までの未払い金の処理は、翌年度４月１５日までに決済しなければならな

い。 

第１７条 会計は、毎年度、次の書類を翌年度４月３０日までに会計監査に提出し、監査を受け

なければならない。 

     １．第６条、７条の備付帳簿並びに伝票及び証拠の綴り 

     ２．銀行預金通帳、銀行残高証明書、現金 

     ３．繰越金に関する説明書 

     ４．決算書並びに予算書 

     ５．終了年度から新年度に継続事業があるときは、その精算書 
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             付    則 

第１８条 本規程は、昭和３４年１１月 １日より施行する。 

     本規程は、昭和３５年 ５月１１日より一部改正し施行する。（第１回） 

     本規程は、昭和６３年 １月２７日より一部改正し施行する。（第６回） 
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       慶弔・見舞・表彰に関する規程 

 

第 １条 この規程は、規約第２３条に基づいて定める。 

 

慶 祝  

第 ２条 本校の教職員の結婚・出産の場合は祝品として３０００円程度を贈る。 

 

 弔 意 

第 ３条 本会の会員・会員の配偶者とこれに準ずる者・在学児童の死亡の場合は、香典として  

     ５０００円を贈る。 

 

 見 舞 

第 ４条 １．疾病及び負傷を基因とした３週間以上の入院・欠席・休職の場合には、１回を限

度として会員・児童ともに３０００円を贈る。 

     ２．会員の火災に対しては、３０００円より５０００円までの範囲で見舞金を贈る。 

 

 表 彰 

第 ５条 役員（四役）及び、特別会員（学校側役員―名誉会長・副会長・書記・会計）が退す

る場合には、感謝状を贈る。 

第 ６条 本校の教職員が異動・退職する場合には、記念品を贈る。 

第 ７条 会員以外の学校職員と、規程以外で必要と認めた場合は、理事会を経て決定する。 

第 ８条 この規程については、学級として取り扱わない。 

  

             付    則 

第 ９条 本規程は、昭和３５年 ５月１１日より施行する。 

     本規程は、昭和３９年 ６月１０日より一部改正し施行する。（第１回） 

     本規程は、平成１２年 ５月 ６日より一部改正し施行する。（第６回） 
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PTA個人情報取扱内規 

 

（目的）  

第１条 この内規は、上神明小学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）が取得・保有する個

人情報の適正な取扱いを定めることにより、事業の円滑な運営を図るとともに、個

人情報に関する会員の権利・利益を保護することを目的とする。  

（指針）  

第２条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報保護法に則って運用管理

を行う。活動においても個人情報の保護に努め、法に定める要配慮個人情報（本人

の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他

本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いが生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令に定める記述等が含ま

れる個人情報をいう。）は取り扱わないものとする。 

（周知）  

第３条 個人情報の取扱方法は、総会又は全体会などにより会員に周知する。 

（管理者） 

第４条 個人情報の管理者（以下「管理者」とする。）は、上神明小学校ＰＴＡ会長とす

る。 

  （取扱者） 

  第５条 本会における個人情報の取扱者は、役員及び理事（以下「取扱者」とする。）と

する。 

  （秘密保持義務） 

  第６条 管理者及び取扱者は、職務上知ることができる個人情報をみだりに知らせ、又は

不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（利用目的）  

第７条 本会では個人情報を次の目的のために利用する。  

（１） ＰＴＡ会員間の業務連絡 

（２） 役員・理事・会員名簿等の作成 

（３） 上神明小学校ＰＴＡ執行部が役員、理事選出を行うため  

 （４） 会計処理委託のため、品川区立上神明小学校に第三者提供  

 （５） 同窓会名簿作成のため、品川区立上神明小学校同窓会への第三者提供  

（個人情報の取得）  

第８条 本会が取り扱う個人情報及び利用の同意については、ＰＴＡ会長宛に書面で提出

された氏名、電話番号、メールアドレスなどその他必要とするもので同意を得た事

項とする。     

  ２ 本会は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。 
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（保有個人データの訂正） 

第９条 ＰＴＡは、保有する個人情報について、内容が事実でないことを理由に当該本人

から訂正、追加、削除を求められた場合は、必要な調査を行い、その結果に基づき、

遅滞なくこれに応じることとする。 

  ２ 訂正等を行ったとき、又は訂正を行わない旨の決定をしたときは本人に通知する。 

   ただし、名簿などとして既に配布しているものについては、訂正、削除の連絡をす

ることでこれに代えることができる。 

（同意の取消し）  

第 10 条 会員は、取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目又は

全ての事項について、同意を取り消すことができる。  

  ２ 不同意の申出があった場合、直ちに該当する個人情報を廃棄又は削除しなければ

ならない。ただし、名簿などとして既に配布しているものについては、削除の連絡

をすることでこれに代えることができる。 

   

（管理）  

第 11 条 個人情報は、管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。  

  ２ 不要となった個人情報は、管理者立会いのもとで適正かつ速やかに廃棄するもの

とする。 

（安全確保） 

第 12 条 個人情報の取扱者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。 

（外部への持出等の制限） 

第 13 条 個人情報が記録されている媒体への外部送信、送付又は持ち出しについては、

管理者の指示に従い適切な状態で保管すること。  

（第三者提供の制限）  

第 14 条 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人デー

タを第三者に提供してはならない。  

 （１）法令に基づく場合  

 （２）人の生命、身体又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）国の機関若しくは地方公共団体又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る場合であって、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  

 



 12 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第 15 条 個人情報を第三者（第 14条第 1号から第４号の場合及び都、区役所を除く）に提

供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。 

  １ 第三者の氏名 

  ２ 提供する対象者の氏名 

  ３ 提供する情報の項目 

  ４ 対象者の同意を得ている旨 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第 16 条 第三者（第 14条第 1号から第４号の場合及び都、区役所を除く）から個人情報の

提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。 

  １ 第三者の氏名 

  ２ 第三者が個人情報を取得した経緯 

  ３ 提供を受ける対象者の氏名 

  ４ 提供を受ける情報の項目 

  ５ 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要） 

（情報開示等） 

第 17 条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、

法令に沿ってこれに応じる。 

（漏えい時等の対応） 

第 18 条 個人情報を漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合は、直ち

に管理者に報告する。 

（苦情の処理） 

第 19 条 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。 

 

付    則 

第 20 条 この内規は、平成３０年４月１日から施行する。 
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         選考規程 

 

              第１節 総 則 

第 １条 この規程は、規約第１０条並びに第１１条に基づいて定める。 

第 ２条 理事・役員の選考は、規約に定められた事項のほか、この規程によって行う。 

第 ３条 理事・役員に欠員が生じたとき、又、臨時に改選を行うときはこの規程に準じて行う。 

 

              第２節 役員（四役）の選出 

第 ４条 本会の会長・副会長・書記・会計（以下四役と呼ぶ）の選出に向けての業務は、現四

役および現役員（部長・副部長）、教職員（一名以上）が行う。 

     （以下臨時選考委員と呼ぶ） 

第 ５条 四役選出業務は次の通りとする。 

《立候補ならびに決定に関する業務》 

① 引き続き四役に残る現四役の決定 

② 立候補者選出 

・立候補用紙作成・配布、立候補者の確認 

        ・会長の立候補者が２名以上の場合 

          選挙を実施し、投票及び開票、当選の確認と発表を行う。 

③ 立候補者および引き続き四役に残る者によって、新四役に不足が生じた場合、

推薦により四役候補を選出する。 

・推薦用紙の作成・配布・選出者の確認 

・互選により役職の確定 

④ その他、四役の選出に必要なこと 

第 ６条 次の特別免除制度を設ける。 

１． 四役の業務遂行が特に困難であると思われる父母会員は、四役選出の対象者か

らの免除（特別免除）を申し出ることができる。 

２． 特別免除の申し出が受け入れられた場合、当該会員を四役選出の対象者から除

外する。申し出受け入れの判断は会長・校長・副校長の三者で行う。 

３． 特別免除制度の利用を希望する会員は、会長・校長に書面又は直接申し出る。 

 

              第３節 理事の選出 

第 ７条 規約第１０条第１項の定めによって理事を選出するときは、次の各項によるものとす

る。 

１．各学級ごと互選により選出し、学級別届出用紙記入の上、提出するものとする。 

 

              



 14 

第４節 役員の選出 

第 ８条 規約第１１条第１項のイ、ロの定めによって、父母会員の中より役員を選出するとき

は次の各項によるものとする。 

     １．立候補者の資格 

      ①四役に立候補する会員は (イ) 会員であって (ロ) 会費を完納し (ハ) 連続

して同一の役職に３ヶ年をこえないものとする。但し、必要が生じた場合、総会

の承認を得て会長、副会長に限り任期を延長することができる。 

      ②部長・副部長は前項の（イ）（ロ）（ハ）のほか、（ニ） 既にその年度の理事とし

て選出され、且つ理事会が推薦した者とする。 

２．選挙 

      ①立候補者及び推薦者が同一の役職に複数 (定員以上) いる場合は選挙を行う。 

       （イ）規約第１１条第 1項のイ・ロによって選出する場合は、父母会員に投票用

紙と投票用の封筒を投票日の 2日前までに配布しなければならない。 

       （ニ）総会で選出する場合は、出席した父母会員のみに配布その場で選挙する。 

      ②投票者は候補者の中から各役員毎に適任であると思われる者を選出し、所定の封

筒に入れて、各担任を通して副校長に提出することとする。 

      ③教職員の中から選出する役員は、教職員の互選によって決定するものとする。 

 

付    則 

第 ９条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

     本規程は、昭和３７年 ３月１４日より施行する。 

     本規程は、昭和４７年 ３月 ７日より一部改正し施行する。（第１回） 

     本規程は、昭和５８年 ５月１４日より一部改正し施行する。（第６回） 

     本規程は、平成１９年 ３月１３日より一部改正し施行する。（第７回） 

     本規程は、平成２０年 ３月３１日より一部改定し施行する。（第８回） 

     本規程は、平成２３年 ５月１４日より一部改定し施行する。（第９回） 

     本規程は、平成２７年 ３月 ７日より一部改定し施行する。（第１０回） 


