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第一章 名称と目的 

 

第 １条 この会は「東久留米市立第六小学校ＰＴＡ」と称し、事務所を東久留米市

立第六小学校内におく。 

 

第 ２条  この会は学校と家庭が一体となって児童の幸福のために協力し教育の成

果を助けることを目的とする。 

 

第 ３条 この会は前条の目的のために次の活動を行う。 

 

１．学校と家庭とが相互に連絡をとりあい、子どもたちの教育を高める活   

  動 

２．学校内外の教育的環境整備への協力活動 

３．会員相互の親睦と教養の向上をはかるための活動 

      

第二章   方 針 

 

第 ４条 この会は教育を本旨とする自主独立のもので、他のいかなる団体の支配、

干渉を受けることなく活動する。 

 

第 ５条 この会は、この会の目的を達成するため以外の営利的な活動・宗教的及び

政治的な活動を行わない。 

 

第 ６条  この会は学校及び学区域の教育問題について研究し、それにもとづいて学

校に意見を具申することができる。ただし、学校管理や教職員の人事には

干渉しない。 

 

 第三章   会 員 

 

第 ７条  この会の会員はこの会の趣旨に賛同する東久留米市立第六小学校に在籍

する児童の父母(またはこれに代わる保護者)と教職員とする。 

 

第 ８条 会員はすべて平等の権利と義務を持つ。 

 

第四章   組 織 

 

第 ９条 この会の目的を達するために次の組織を設ける。 

１．総会 

２．運営委員会 

３．役員会（本部） 

       ４．委員会  

①学年代表委員会   ②広報委員会  ③文化委員会 

④地区班委員会   ⑤その他 
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第五章   総 会 

 

第１0条 総会は、この会の最高議決機関であり、全会員で構成され次の事項を行う。 

１．活動報告 

２．決算報告と承認 

３．会則の変更 

４．役員の承認 

５．予算、活動方針の審議と決定 

６．その他重要な事項の審議と決定 

 

第１1条 総会は会員の過半数（委任状を含む）の出席で成立し、議長はその都度選

出する。 

 議事は、出席会員の過半数の賛成をもって決定する。 

 

第１2条   運営委員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。 

 

 第六章   運営委員会 

 

第１３条 運営委員会は総会に次ぐ議決機関とする。 

              運営委員会は会長が招集し、役員及び全学年代表委員、広報・文化の各委

員会正副委員長をもって構成する。これを運営委員とする。 

 

第１４条    運営委員会は運営委員総数の２分の１の出席をもって成立し、出席委員の

３分の２以上の賛成をもって議決する。  

運営委員会は定例会をもち、また役員会が必要と認めた場合は、臨時に開

くことができる。  

 

第１５条 運営委員の任期は１年とする。ただし再選を妨げない。 

 

第１６条 運営委員会は次のことを行う。 

１．総会からの委任事項の審議 

        ２．各委員会からの報告及び連絡調整 

３．役員会、各委員会からの提案審議 

４．役員会からの報告と承認 

        ５．総会に提出する議案の審議 

６．その他緊急及び必要な事項の審議・処理 

 

第七章   役 員 会  

 

第１７条 役員会は次の役員をもって構成する。 

１．会 長   １名 

２．副会長             クラス数に応じた人数 

(書記を兼任)     （別途副会長・会計として教職員各１名以上） 

３．会 計         

４．校外役員   ２名 (別途教職員 1名以上) 
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第１８条 役員会は定められた事項の処理及び関連団体への参加、その他緊急の事項

について協議処理を行う。 

  なお、これらについては、運営委員会に報告して承認を受ける。 

 

第１９条 この会の役員は総会の承認を得て決定する。 

 

第２０条 役員の任期は１年とする。ただし再選を妨げない。 

 

第２１条 役員は次の任務を行う。 

１．会 長    この会を代表し、会務を総括する。 

２．副会長   会長を助け、会長事故あるとき等は職務を代行し、また     

この会の庶務を担当する。 

３．会 計   この会の会計事務を行い、また予算を立て決算の報告を

する。 

       ４．校外役員  東中学校地区青少年健全育成協議会（東中地区青少協）

を担当する。 

 

第八章   委 員 会 

 

第２２条   次の各委員会の委員は、各学年から選出された委員をもって構成し、正副

委員長を以下の通り選出する。 

１．学年代表委員会  委員長    １名 

副委員長    ２名（別途教職員１名以上） 

２．広報委員会   委員長    １名 

副委員長   １名（別途教職員１名以上） 

３．文化委員会 委員長     １名 

            副委員長    １名（別途教職員１名以上） 

４．その他     総会または運営委員会が設置を必要と認めた委員                     

                    会 

  

第２３条 各委員会は、随時必要に応じて会を開き次の活動を行う。 

１．学年代表委員会  クラスと運営委員会の連絡調整、学年行事の企画・ 

運営、役員・委員会の活動補佐、次期役員候補の選

出等     

２．広報委員会     会報等、発行を通しての広報活動 

３．文化委員会   会員の教養を高め親睦を深めるための文化活動 

 

 

第２４条   各委員の任期は１年とする。ただし、再選は妨げない。 

 

第九章 協力員制度 

 

第２５条   全会員が PTA活動を担うよう、協力員制度を設ける。 

 

 第十章   経 理 

第２６条 この会の経理は、会費、その他の収益金をもってあてる。 
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第２７条 会費は一世帯当たり年額１，０００円とする。 

   

第２８条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

 第十一章  会 計 監 査 

 

第２９条 この会の経理を監査するために、２名の会計監査をおく。 

 

第３０条 会計監査は、この会の経理の状況を監査し、総会に報告する。 

 

第３１条 会計監査は、前年度の運営委員の中から、運営委員会において選出する。

任期は１年とし、いかなる会合にも出席することができる。 

 

第十二章  付 則 

 

第３２条   この会則の改正には、総会での出席会員の３分の２以上の同意を必要とす

る。なお、改正議案は、総会の前日までにその内容を全員に通知しなけれ

ばならない。 

 

第３３条   この会則施行のために別に細則を定めることができる。ただし、細則の改

正は、運営委員会において協議され、総会の議決により決定する。 

 

第３４条   この会則及び細則の運用のために別に内規を定めることができる。ただし、

内規の改正は、運営委員会の議決により決定する。 

 

第３５条   この会則は、昭和４９年 ４月２０日より施行する。 
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 以上の会則・付則は 

  昭和４９年 ４月２０日  承  認 

昭和５３年 ２月２７日  改定承認  

昭和５５年 １月２４日  改定承認  

昭和５６年 ５月 ６日  改定承認 

平成 元年 ５月 ９日  改定承認 

平成 ２年 ５月１０日  改定承認 

平成 ５年 ５月 ７日  改定承認 

平成 ７年 ５月 ６日  改定承認 

平成 ９年 ５月１７日  改定承認 

平成１０年 ５月 ２日  改定承認 

平成１３年 ５月１９日  改定承認 

平成１７年 ５月１２日  改定承認 

       平成１８年 ５月１１日       改定承認 

       平成２５年１０月２４日       改定承認 

       令和 ２年 ６月２２日       改定承認 
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細    則 

 

第１条   会員は校内に立ち入る際にＰＴＡ会員証を必ず見えるところに携帯する。 

第２条   総会には全会員が出席しなければならない。やむを得ず欠席する場合には、

必ず役員に委任状を提出する。   

第３条   総会の進行は議長が行う。総会の議案提案は当該年度の役員が行い、役員は

議決に加わらない。 

第４条   運営委員は必ず運営委員会に出席しなければならない。広報・文化の運営委

員がやむを得ず欠席する場合は、代理者を立て、委員としての権限を委譲す

る。なお、各クラス２名の学年代表委員のうち１名がやむを得ず欠席する場

合は委任状を提出し、出席する１名が２名分の権限を持つこととする。また、

やむを得ず２名とも欠席する場合は委任状を提出し、代理者１名を立てなけ

ればならない。 

第５条   運営委員会の進行及び議案提案は当該年度の役員が行い、議決に加わらない。 

第６条   以下の規定により慶弔儀礼を行う。  

１．本校児童の場合 

ａ．死亡弔慰金 １０，０００円 

ｂ．病気で一ヶ月以上欠席の場合の見舞金 ５，０００円 

ｃ．負傷その他の特殊な事情の場合は、役員会の協議により決定する。  

２．会員の場合 

ａ．死亡弔慰金 １０，０００円 

ｂ．災害及び特殊な事情の場合は、役員会の協議により決定する。 

３．本校勤務の職員の場合 

  会員に準ずる。 

４．その他の場合 

  役員会の協議により決定する。 

第７条   以下の規定により協力員制度を運用する。 

      １．役員・委員以外の PTA会員を協力員とする。 

      ２．協力員は、役員・委員の仕事を補佐し、PTAが関わる学校行事等に協力

しなければならない。 

第８条   この細則は、平成１８年 ５月１１日より施行する。 

 

   以上の細則は 

       平成１８年 ５月１１日   承  認             

       平成２９年 ４月２６日   改定承認 

       平成３０年 ５月 ２日   改定承認 

       令和 ２年 ６月２２日   改定承認 

内  規 

 

１．役員選出規定 

次期役員の選出方法と人数は、その活動年度中に運営委員会で審議して決める。ただ

し、任期途中で欠員が出た場合は、該当学年より補選し、任期は前任者の残任期とす

る。 

 

２．委員選出規定 
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①学年代表委員      その活動年度の初めに、各学年から、１クラスの場合は２名、 

           ２クラスの場合は４名を互選により選出する。 

②専門委員      その活動年度の初めに、各学年から、１クラスの場合は１名ま

たは２名、２クラスの場合は２名を互選により選出する。 

                      その後、話し合いにより、広報委員・文化委員に分かれる。 

 

３．校外役員の東中地区青少協の任期は２年とする。              

  

    以上の内規は 

        令和 ４年 ２月１０日     改定承認 

  


