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「ＰＴＡのしおり」改定内容について、以下の通りに補足説明いたします。 

１．「ＰＴＡ活動の内容説明」について 

No. 頁 変更箇所 変更理由 

1 1 【できる人が、できるときに、できることを】 駒西小ＰＴＡが目指す

方向性を忘れないよう

冒頭にモットーを追記。 

2 1 １．は じ め に 

本校は・・・その内容の要点を次にまとめますので、ご一読ください。 

「ＰＴＡのしおり」につ

いてまとめた資料であ

り、「ご一読」という文

言は不適切と考えたた

め削除。 

3 1 ２．総 会 

 総会は本ＰＴＡの最高議決機関です。全会員をもって審議し決定し

ていきます。挙がった議案に対し、全会員で審議し議決します。 

何をどうする、という具

体的なことの記載に変

更。 

4 1 ２．総 会 

総会が成立するには、会員の５分の１（委任状を含む）以上の出席

が必要です。総会は全会員の５分の１以上の議決権行使書をもって

成立し、議決はその過半数でこれを決します。但し、ＷＥＢ開催の

場合はこの限りではありません。 

令和 3 年度臨時総会の

議決による開催方法の

変更。 

5 1 ２．総 会 

(4) 会則の改正 

総会で扱える審議内容

に「会則の改正」が書か

れていなかったので追

記。 

6 1 ２．総 会 

(5) その他必要な事項の審議及び議決 

その他の諸問題につい

て柔軟に対応できるよ

うに「その他必要な事項

の審議及び議決」を追

記。 

7 1 事前に定期総会資料を配布提示いたしますので、ご一読いただき内容

をご確認の上、積極的なご意見をお願いいたします。 

ＷＥＢ開催においては

総会資料を配布しない

ため「提示」に変更。ま

た内容をしっかり確認

いただきたいため「ご一

読」という表現を変更。 

8 1 ３．運営委員会 

・・・ 

運営委員会の廃止にと

もない削除。 



9 1 ４３．本部役員の役割と活動 

(5)次年度本部役員及び会計監査の選出活動を行います。 

本部役員推薦委員会の

廃止にともない、本部役

員の活動内容に次年度

本部役員及び会計監査

の選出活動を追記。 

10 2 ５４．常置委員会校外委員会の役割と活動 

駒西小学校ＰＴＡでは、児童の幸福な成長と会員同士の親睦を図

るために、次の常置委員会を設けて諸活動を行います。校外委員

は学校外での児童に関わる活動を扱う委員会です。 

(1)広報委員会 

(ｱ)  ＰＴＡの活動、学校の活動の様子を伝え、会員同士の

意見交流を行うために広報紙【駒】を   定期的に発行

します。 

(ｲ)  広報誌【駒】編集に沿った写真の手配を行います。 

(ｳ)  他校とＰＴＡ広報紙を交換しあい、研修会へ参加する

などして内容の向上に努めます。 

(ｴ)  ＰＴＡ行事の協力を行います。 

(2) 成人厚生委員会 

1. 給食試食会等を行います。 

2. ベルマークの仕分け・集計・発送をし、教育活動への資

金協力を行います。 

3. ＰＴＡ行事への協力を行います。 

(3)校外委員会 

1. (1)全会員の協力により、定期的に登校指導を行いま

す。 

2. (2)児童の通学路の安全に努め、地域の危険な場所の発

見に対応します。 

3. (3)会員や地域の交通安全の意識向上のための活動を行

います。 

4. (4)災害時(地震・台風・水害・大雪等)に学校との連絡

を密にし、通学路の安全に努めます。 

5. (5)子ども１１０番の家の協力家庭へ訪問します。 

6. (6)通学班名簿を作成します。 

7. (7)ＰＴＡ行事への協力を行います。 

広報委員会、成人厚生委

員会の廃止により、校外

委員会の役割と活動の

みの記載に変更。 

11 2 ５．学校支援ボランティア 

駒西小学校ＰＴＡでは、児童の幸福な成長と会員同士の親睦を

図るために、次のボランティアを設けて諸活動を行います。ま

た、年度途中の募集で応募があった場合には、年度途中からの

校外委員以外の委員を

廃止し、ボランティアに

より活動を行うため「学

校支援ボランティア」の



活動も可能とします。応募がない場合にはその活動の開催を見

送ります。 

(1)広報誌ボランティア 

ＰＴＡの活動、学校の活動の様子を伝えるための広報誌

【駒】を発行します。 

そのための原稿作成・写真の手配・製作・発行作業を行い

ます。 

(2)ベルマークボランティア 

ベルマークの仕分け・集計・発送に協力します。 

(3)読み聞かせボランティア 

  児童の読書活動の一助として、年に数回協力をします。 

(4)卒業関連対応ボランティア 

  6年生への卒業ファイルの色決め・記念品の選定等を行いま

す。 

(5)ふじみ野市交通安全母の会ボランティア 

  ふじみ野市交通安全母の会主催の活動に協力します。 

(6)その他ボランティア 

  運動会、家庭教育学級等開催やＰＴＡ行事へ協力、及び、地

域との連携も図ります。 

項目を追記、主なボラン

ティアの種類と活動内

容を記載。 

12 2 ６．本部役員推薦委員会 

・・・ 

本部役員推薦委員会の

廃止にともない削除。 

13 3 ６.会計監査の役割と活動 

会計監査は予算が適切に使われたかを調査、確認し会員に報告し

ます。 

(1)決算の監査を行い定期総会へ報告します。 

(2)会計監査は原則として前期と後期に分けて年度末に実施しま

す。（随時会計監査は可能） 

(3)通帳原本と関係書類の照合を必要時期に実施します。 

会計監査を年度末 1 回

の実施に変更。 

通帳原本と関係処理の

照合作業を追記。 

14 3 ８．学級委員会 

・・・ 

学級委員会の廃止にと

もない削除。 

15 3 ９．学級ＰＴＡ 

・・・ 

学級委員会の廃止にと

もない削除。 

会員は「できる人が、で

きるときに、できること

を」のモットーにより、

各自の都合に合わせて

活動参加するものとす

る。 



16 3 ０７．ＰＴＡ会費 

(1) ＰＴＡ会費の金額 

     会費は定期総会で決めます。ＰＴＡ会費は一世帯単位（複数児

童が在籍している場合も一世帯）、年額 2,5002,000円とし

ます。但し、（社）（埼玉県ＰＴＡ安全互助会費 100円を

含む）みます。会費は原則として年額を一括納入します。

但し、金額は定期総会で変更、見直すことができます。 

ＰＴＡ会費改定による

変更。その他補足事項を

追記。 

17 3 ７．ＰＴＡ会費 

2) 会費の集金の方法 

(ｱ) ｢ＰＴＡ会費集金のお知らせ｣及び集金袋を各家庭に配

布します。 

(ｲ) 会費を集金袋にて児童を通して各担任まで提出しま

す。 

(ｳ) 学級委員が集計し、会計(本部役員)へ提出します。 

集金袋を各家庭に配布しますので、児童を通じて担任に提

出してください。 

※詳しいこと詳細は｢ＰＴＡ会計規程｣をご覧ください。 

集金方法の説明を簡潔

な内容に変更。 

18 3 ７．ＰＴＡ会費 

(3) 会計資料の保管と閲覧 

(ｱ) 会計資料作成後、10年間保存します。 

(ｲ) 会員は誰でも、会計資料の閲覧の請求ができます。 

(ｳ) 前項の請求を受けた時、ＰＴＡ本部は閲覧の時期・方

法を指定します。 

会計資料の保管および

閲覧に関するルールの

補足を追記。 

19 3 ８．ＰＴＡ役員（本部役員、会計監査および各委員会の委員）の

選出方法 

  ＰＴＡ役員は本部役員、会計監査及び校外委員正副委員長から構

成され、選出方法はの選び方は｢ＰＴＡ役員選考規程｣に基づいて

行われ、具体的には次の様になっています。 

1. 本部役員 （９～１５１６名）   Ｐ：保護者、Ｔ：教職員 

    ・会長（Ｐ：１名）         ・副会長（Ｐ：２～６７名 Ｔ：

１名） 

    ・書記（Ｐ：２～３名 Ｔ：１名）   ・会計 （Ｐ：２～３名） 

※本部役員については、本部役員推薦委員会が推薦し総会

で承認を得ます。 

(2) 会計監査 （２名） ※本部役員同様に、本部役員推薦委員

会が推薦し総会で承認を得ます。 

(3) 運営委員 （会計監査は除きます） 

各委員会の廃止にとも

ない役員構成および承

認方法についての記載

を変更。 



・本部役員（９～１４名）    ・常置委員会正副委員長 

（６名） 

・学級委員（各学級×１名）   ・本部役員推薦委員会正副

委員長（２名） 

20 4 43) 常置委員校外委員正副委員長 （正：1 名 副：1名） 

・広報委員・成人厚生委員は各学級ＰＴＡから１名選出

し、正副委員長・書記・会計を互選します。（各１名） 

・校外委員は、各地区の子供会から１～２名を選出し、正

副委員長・書記・会計を互選します。 

 ※正副委員長は校外委員の中から選出します。 

常置委員は校外委員の

みとなったので、正副委

員長の選出についての

みの記載に変更。 

21 4 (5) 本部役員推薦委員 

・・・ 

本部役員推薦委員の廃

止にともない削除。 

22 4 (6) 学級委員 

・・・ 

学級委員の廃止にとも

ない削除。 

23 5 １２．ＰＴＡ組織図 

９．ＰＴＡ組織図 

組織改編にともない図

を変更。 

２．「駒西小学校ＰＴＡ会則」について 

No. 頁 変更箇所 変更理由 

1 6 第 2章        目的及び活動 

第 2条 本会は会員保護者と教職員が協力して、駒西小学校児童の幸

福な成長と会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

会員の説明は第 4 章で

記載されるため、ここで

はまだ使えないことか

ら「保護者と教職員」に

変更。 

2 6 第 3章        活動方針 

3．本会は、学校の諸問題について意見具申等を行うことはある

が、人事及び管理運営に直接干渉しない。 

昨今の小学校で発生し

ている事件、事故の情勢

を踏まえて、学校で起き

うる諸問題について学

校側との協力のもとに

協議し、ＰＴＡとして意

見を出すこともあると

考え記載内容を変更。 

3 6 第 6章        本部役員 

副 会 長  ３～７８名（ 〃 ２～６７名、教職員１名） 

「できる人が、できると

きに、できることを」の

モットーから活動しや

すいように業務分担す

ることを考慮して最大

数を変更。 



4 6 第 6章        本部役員 

第 16 条 就任は４月１日からとする。但し、その年度の定期総会で

承認されるため、就任前の本部会にて仮承認を得てその

年度の定期総会までは仮就任とする。 

役員任期がいつからで

あるかの記載が無かっ

たので 4 月 1日と明記。

また、定期総会が年 1回

（4月）となったことか

ら、役員承認されるまで

の間に新役員候補者が

業務に関われないため、

本部会の仮承認によっ

て活動できるよう追記。 

5 6 第 6章        本部役員 

17 条 本部役員の任務は次の通りとする。 

1. 会長は本会を代表し会務を総理する。また、総会・運営委員

会・常置委員会及び臨時委員会を招集する。を開催する。 

廃止される委員により

開かれる会を削除。 

6 6 第 6章        本部役員 

5. 次年度本部役員及び会計監査の選出活動を行う。 

本部役員推薦委員の廃

止にともない、本部役員

の任務に次年度本部役

員と会計監査の選出活

動を追記。 

7 6 第７章  会議と運営 

第 1718条 本会は会の活動を円滑にするために、次の会議を置くこ

ととき運営する。 

1. 総会 

2．運営委員会 

32. 常置委員会校外委員会 

  4.学級委員会 

5.臨時委員会 

廃止される委員により

開かれる会を削除。校外

委員会のみを記載。 

8 7 第７章  会議と運営 

第 1819条 総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成

する。 

1. 総会は決算・事業報告・本部役員及び会計監査の承認と、予

算・事業計画・会則の改正・その他重要事項を審議する。 

総会の審議対象として

「会則の改正」を追記。 

9 7 第７章  会議と運営 

第 19 条 運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、本部役員・常置

委員会正副委員長・本部役員推薦委員会正        副委員長・学級

委員をもって構成する。 

・運営委員会は、原則として総会の決定に基づき会の運営にあ

たる。 

各種委員会の廃止によ

り運営委員会の役割を

本部役員が担うことか

ら削除。 



・運営委員会は、各種活動の企画、会務の連絡、その他の事項

等について審議決定する。 

・運営委員会は、運営委員の過半数の出席により成立する。 

・運営委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同

数の場合は議長の決するところによる。 

10 7 第７章  会議と運営 

第 20 条 本会は第３条の活動及び事業を行うため、次の常置委員会

校外委員会及び学校支援ボランティアを設ける。 

・広報委員会 

・成人厚生委員会 

・校外委員会 

・臨時委員会 

各委員会の廃止による

記載の変更、新たに設け

る学校支援ボランティ

アを追記。 

11 7 第７章  会議と運営 

第 21 条 広報委員会及び成人厚生委員会は、学級ＰＴＡから選出さ

れた委員と教職員をもって構成し、必要 

      事項の企画を行い執行する。 

広報委員会及び成人厚

生委員会の廃止にとも

ない削除。 

12 7 第７章  会議と運営 

第 23 条 学級委員会は、学級ＰＴＡから選出された委員と教職員を

もって構成し、学級ＰＴＡとの連絡調整と必要事項の企画を行い執

行する。 

学級委員の廃止にとも

ない削除。 

13 7 第７章  会議と運営 

第 2422条 学級ＰＴＡは学級の全会員をもって構成し、各会員は次

の任務ことを行うこととする。 

1. 学級と家庭との密接な連携を図り、児童の教育に関する意見

の交換を行うに努める。 

2. 学級経営に対して協力・援助を行うに務める。 

3. 運営委員会との意思の疎通を図る。 

3. 募集されたボランティア活動に可能な範囲で参加し、学校

運営に対して協力・援助に努める。 

学級委員の廃止にとも

ない学級ＰＴＡという

組織単位を無くし、各会

員が「できる人が、でき

るときに、できること

を」のモットーにより、

ボランティアとしてＰ

ＴＡに関わっていただ

きたい考えから記載を

変更。 

14 7 第７章  会議と運営 

第 25 条 臨時委員会は、会長または運営委員会が必要と認めたとき

設置する。 

運営委員会の廃止にと

もない削除。 

15 7 第７章  会議と運営 

3. 顧問および相談役は必要に応じて運営委員会に出席するこ

とができる。但し、運営委員会の議決権は有さないもの

とする。 

運営委員会の廃止にと

もない削除。 



16 7 第 8 章  本部役員推薦委員会及び会計監査の選出活動 

第 2825条 本会は本部役員及び会計監査を選出するために本部役員

推薦委員会を設ける。の選出は本部役員が行う。 

第 29 条 本部役員推薦委員会は学級ＰＴＡから選出された委員で構

成し、選出に必要な一切の業務を行う。 

但し、本部役員・常置委員・学級委員及び第６学年の会

員・会計監査・顧問・相談役は本部役員推薦委員にはれ

ない。 

第 3026条 本部役員推薦委員会は本部役員及び会計監査を総会に推

薦し、承認を得る。 

第 3127条 本部役員及び会計監査に欠員があったときは運営委員会

で臨時総会で承認を経て補充することができる。但し、

補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 

第 3228条 本部役員推薦委員会に本活動は業務規程を別に定める。 

本部役員推薦委員会の

廃止ともない、記載内容

の見直しと変更。 

また、運営委員会の廃止

により、本部役員及び会

計監査の欠員補充は臨

時総会による承認に変

更。 

17 7 第 10 章  会則・規程・細則の改正及び廃止 

第 3430条 この会則は総会の審議事項とすることができる。総会成

立のための全会員の５分の１以上の議決権行使書のう

ち、その過半数の賛成をもって改正することができる。 

ＷＥＢ総会においては全会員の３分の１以上の異議が

なければ改正することができる。 

その場合、改正案を改正案は総会の１週間前までに会

員に提示しなければならない。 

第 3531条 本会の運営に関して必要な規程・細則は、運営委員会本

部会の議決を経て定める改正及び廃止することができ

る。必要に応じて臨時総会の議案とすることもできる。 

令和 3 年度臨時総会の

議決による開催方法の

変更、及び、運営委員会

廃止にともなう内容の

見直しと変更。 

３．「規程及び細則」について 

３．１ 「駒西小学校ＰＴＡ役員選考規程」 

 本部役員推薦委員、学級委員、広報委員、成人厚生委員、運営委員の廃止にともない、記載内容の見直

しと変更を行いました。 

 「１児童につき原則１回」役員に就くルールを廃止するため、特典としての「役員免除」という考え自

体が無くなることから、新たな役員への「選出対象外」という表現に変え、本人が望めば再任も可能とす

る旨を追記しました。 

尚、過去のＰＴＡ役員経験者においては、「1児童につき原則 1回」のルールにより特典権利を得てい

ることを踏まえ、将来同じルールが復活した場合に備えて今後もＰＴＡ役員経験者（本部役員・会計監査

含む、Ｒ１年度までのＰＴＡ各委員会の正副委員長経験者・すべての兄弟姉妹でＰＴＡ役員経験者、Ｒ２

年度以降の校外正副委員長）は一定期間記録を残します。 

３．２ 「駒西小学校本部役員選出活動の業務規程」 

 本部役員推薦委員の廃止にともない、本部役員が選出活動を行う内容に変更しました。 



３．３ 「駒西小学校ＰＴＡ役員及び校外委員の細則」 

 本部役員推薦委員、学級委員、広報委員、成人厚生委員、運営委員の廃止、及び、「１児童につき原則

１回」役員に就くルールの廃止により、記載内容の見直しと変更を行いました。 

 第１条において、こすもす学級に在籍する児童の保護者においてはご家庭の負担等を考慮し、ＰＴＡ役

員選出の対象外とすることを追記しました。 

 第２条の「諸活動の係」はボランティア制に移行するため削除しました。 

第４条として新たに、校外委員および校外委員正副委員長の位置づけ、及び、選出方法についての記載

を追記しました。 

３．４ 「駒西小学校ＰＴＡ慶弔規程」 

 個人情報保護法の施行および改正にともない、個人情報の取扱いが非常に厳しくなりＰＴＡ本部役員の

負担も重くなることから、慶弔規程そのものを廃止します。 

３．５「駒西小学校ＰＴＡ旅費規程」 

 運営委員会の廃止にともない、ＰＴＡ本部会により承認する方法へ変更します。 

３．６ 「駒西小学校ＰＴＡ会計規程」 

 ＰＴＡ会費について、トライアル期間を経てＰＴＡ活動全体の効率化、委員会廃止による諸活動の縮小

などから、会費を下げても問題無いことがわかりましたので、トライアル期間中に設定した金額にする

こととしました。 

 第４条において、年度途中の転入者・転出者における納入・返金はなしとしました。会員数による見込

み額から年度の予算組みをしており、転入・転出に応じて予算を増減する性質のものではないというこ

とと、銀行等のサービス体系が変わり小銭の入出金に手数料が発生することも一因となっていますこと

をご理解願います。 

 第５条において、学級委員は廃止したため記載を削除しました。 

会費の使い道の記載が無かったため、新たに第５条として明記しました。 

３．７「駒西小学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則」 

 個人情報保護法の改正により、駒西小学校ＰＴＡも個人情報取扱い事業者に該当することとなったため、

個人情報取扱規則を新たに設けることとしました。 

以上 

  / 

 


