和泉市立光明台南小学校ＰＴＡ規約
第１章 名称・事務所
第１条 この会を和泉市立光明台南小学校ＰＴＡと呼ぶ。
第２条 この会の事務所を同小学校内に置く。
第２章 目的
第３条 この会は、保護者と教員が協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかる
とともに、会員相互の教養を高めることを目的とする。
第３章 事業
第４条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
イ) 児童の幸福な成長をはかるための施策
ロ) 会員相互の教養を高めるとともに、交流・融和に寄与する施策
ハ) 学校と家庭との連携・協調をはかるための施策
ニ) その他、会の目的を達成するための施策
第４章 会員の資格
第５条 光明台南小学校に在籍する児童の保護者、並びに同校に勤務する教員は、この会の会員とな
る。会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
第５章 総会
第６条 総会は、全会員をもって構成される最高の議決機関であって、定期総会・臨時総会・文書総
会をもって総会とする。
第７条 定期総会は、原則として年１回４月に開催され、会員の三分の一以上（委任状を含む）の出
席により成立し、委任状を除く出席者の過半数の賛成で議案を議決します。
第８条 臨時総会は、会員の２０分の１以上から開催要求があった場合、または実行委員会が必要と
認めた場合は臨時総会を開催し、成立と議決に関しては定期総会と同様とします。
第９条 文書総会は、議案が前年度の３月１２日までに文書で全会員に提案され、かつ会員の２０分
の１以上による開催請求がない場合は、総会を開催せず、前年度末をもって総会で承認された
ものとみなす。
第６章 委員総会
第 10 条 委員総会は、役員・委員長及び学年委員をもって構成し、必要あるとき、または、構成員
の三分の一以上の要求があった時に開催する。
第 11 条 委員総会は、実行委員会において議決された事項のうち、運営上必要なものに限り協議し、
議決する。
第 12 条 委員総会は、構成員の過半数（委任状を含む）の出席をもって成立し、出席者の過半数
をもって議決する。
第７章 実行委員会及び特別委員会
第 13 条 実行委員会は、本部役員・各委員会の委員長及び校長・教頭をもって構成する。
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第 14 条 実行委員会の任務は、次の通りとする。
イ) 規約並びに総会の決議に従った本会の事業の企画・実行
ロ) 総会に報告する議案及び事業報告書の作成
ハ) 各委員会によって企画された事業の審議・検討並びに調整
ニ) 第１７条による特別委員会の設置
第 15 条 実行委員会は、毎月１回を基準に開催する。また、会長が必要と認めた時、構成員の三分
の一以上の要求があった時に開催することができる。
第 16 条 実行委員会は、構成員の過半数（委任状を含む）の出席をもって成立し、出席者の過半数
をもって議決する。
第 17 条 特定の目的を遂行するために、実行委員会は、特別委員会を設置することができる。その
構成員及び任務については、実行委員会にて決定する。
第８章 役員及び役員会
第 18 条 この会に次の役員を置く
イ) 会 長 １名
ロ) 校 長 １名
ハ) 副会長 ３名
ニ) 書 記 ３名（内１名教員）
ホ) 会 計 ３名（内１名教員）
但し、副会長、書記、会計の定数は基準とし、状況に応じ実行委員会で数名の定数調整がで
きるものとする。
第 19 条 役員の任期は１年とする。役員に欠員を生じ、補充の必要があるときは、実行委員会にお
いて選任する。但し、新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員の再
任については、１回に限り、これを妨げない。
第 20 条 役員会は随時開催し、本会の円滑な運営をはかるために、会全般の会務（事業・渉外・会
計）について検討する。
第 21 条 役員の任務は、次の通りとする。
イ）会長は、会を代表し、会務を統轄し、総会・委員総会・実行委員会及び役員会を召集す
る。
ロ）副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた時は、その代理者となる。
ハ）書記は、各種集会を通知し、その議事及びその他本会全般の活動状況を記録・保管する。
ニ）会計は、会計事務を処理し、財産を管理する。
第９章 委員会
第 22 条 この会に次の委員会を置き、各委員会は、事業の企画・実行にあたる。
イ) 広報委員会
ロ) 生活指導委員会
ハ) 保健体育委員会
ニ) 文化委員会
第 23 条 委員会は、選出された学年委員並びに委員長と担当教員若干名をもって構成する。但し、
役員の出席も可とする。
第 24 条 学年委員の役割は、次のとおりとする。
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イ) 保護者間の交流及び先生との連携をすすめる。
ロ) 第２２条のイ、ロ、ハ、ニの各委員会の事業活動を担当する。
ハ) ＰＴＡ事業活動を分担、協力する。
第１０章 会計監査
第 25 条 この会の経理を監査するため、２名の会計監査を置く。会計監査は、会計監査を行い、そ
の結果を総会に報告する。
第１１章 会計
第 26 条 この会の経理は、会費・寄付金及びその他の収入によって支弁される。
第 27 条 この会の会計は、総会において議決された予算に基づいて行う。
第 28 条 この会の決算は、会計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 29 条 この会の会計年度は、毎年２月１日から翌年 1 月３１日までとする。
第 30 条 この会の会員は、総会で決定された会費を納めなければならない。
第 31 条 徴収方法及び金額は、総会で決定する。また、特別の事情があると、会長、副会長が判断
した場合は、会費を免除あるいは減額する。
第１２章 その他
第 32 条 役員・会計監査委員・委員長並びに学年委員の選出については、「役員等選出規定」に定
める。
【付則】
（１）この規約の改正については、総会の承認を得なければいけない。
（２）この規約は、平成１５年４月２８日から実施する。
（３）和泉市立光明台南小学校ＰＴＡ規約改正年月日
・昭和５７年 ４月３０日
・昭和６１年 ５月 ９日
・平成 元年 １月２１日
・平成 ２年 ３月 １日
・平成 ３年 ５月１７日
・平成 ５年 １月２７日
・平成１０年 ５月１６日
・平成１５年 ４月２７日
・平成１８年 ４月２２日
・平成２３年 ２月 ８日
・平成２５年 ３月１１日
・平成２５年１２月１４日
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役員等選出規定
第１章 役員・会計監査・委員長の選出
第１条 役員・会計監査・委員長に立候補する会員は、立候補届に所定事項を記入し定められた期日
までに選挙管理委員会に届出るものとし、届出期間は選挙管理委員会で定めるものとする。
第２条 立候補がない場合には、選挙管理委員会を推薦委員会に切り換え、役員・会計監査・委員長
の推薦活動をすすめる。
第３条 選挙管理委員会（推薦委員会）は、本部役員と各委員長及び教員２名で構成する。
第４条 選挙管理委員会（推薦委員会）は、年度内に本部役員・会計監査・委員長を選出し、会員に
報告しなければならない。
第５条 役員・会計監査・委員長の立候補が定数内、または、立候補がなかった場合は紙上にて信任
投票を行う。（臨時総会での信任も可とする） なお、信任は投票総数の過半数を必要とする。
第６条 役員・会計監査・委員長の立候補が定数以上の時は、会員の紙上投票により決定する。
第２章 学年委員の選出
第７条 年度当初までに、各学年から定数の学年委員を選出する。なお、その選出方法と定数に
ついては、実行委員会で決定する。
【付則】
（１）この規定の改正については、実行委員会の承認を得なければならない。
（２）この規定は、平成１６年度の役員選出より実施する。
（３）役員等選出規定の改正年月日
・昭和５７年 ４月３０日
・昭和６１年 ５月 ９日
・平成 元年 １月２１日
・平成 ２年１２月１５日
・平成 ３年 ５月１７日
・平成 ５年 １月２７日
・平成１２年１２月 ２日
・平成１５年 ４月２７日
・平成２５年 ３月１１日
・平成２５年１２月１４日
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