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１．交野市立藤が尾小学校ＰＴＡ会則

（名称と事務所）

第 １ 条 この会は、交野市立藤が尾小学校ＰＴＡとよび、同校内に置く。

（目的）

第 ２ 条 この会は、会員相互にその立場を尊重して、よりよい教育環境を育ててい

くことと、会員相互の親睦をはかることをめざして必要なる諸活動を行う

こととする。

（会員）

第 ３ 条 会員は、本会の目的に賛同する児童の保護者、及び教職員で構成し、

所定の会費を納めなければならない。

（役員）

第 ４ 条 この会は、会員の中より次の役員を置く。

会長 １名、 副会長・会計 各２名、書記 ３名（うち１名は教職員）

地区委員長 １名、 選挙管理委員長１名

（任期）

第 ５ 条 役員の任期は１年とし、再任することができる。ただし、欠員による

就任の場合は前任者の残り期間とする。なお、同役員を務める場合は

連続２年を限度とする。

（選出）

第 ６ 条 役員選出については、選挙細則に定める。

（総会）

第 ７条 総会は、年１回以上開催し会長が招集する。

ただし、会員の１／３以上の希望があるとき、または会長が必要と認めた

ときは臨時に開催する。

① 総会は、会員の１／３以上の出席（委任状も含む）をもって成立し、議

事は出席者の過半数でこれを決する。

② 総会の議長はその都度選出する。

③ 総会を開くときは、３日前までに必要事項を通知するものとする。

④ 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

会則の改正、予算と決算、会務ならびに事務報告

会費の決定、その他の重要事項

⑤ 社会状況などの影響を受け、会員が会場に集まり総会開催が困難であると

判断した際には、会員による書面決議を行い、その結果を報告することで、

総会が成立するものとする。
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（運営委員会）

第 ８ 条 この会に、執行機関として運営委員会を置く。

その構成は、役員、各種委員会の代表、教職員代表２名とし、

各種委員会の活動に関する事項、総会に関する事項を審議する。

（委員会）

第 ９ 条 この会には、次の委員会をおき、これが活動の中心となるものとする。

常設の委員会は、学級委員会および地区委員会とする。

このほか、その年度の活動方針によって、特別委員会を設置することができる。

（委員の選出）

第１０条 委員の選出は次のとおりとする。

① 各学級は、保護者より互選で２名を選出する。

ただし、特別委員会が設置されるときにはその割当数とする。

② 地区委員は、保護者より互選で各ブロックに選出する。

③ 新委員会、地区委員会には、教職員代表１名が参加する。

PTA運営委員会は、校長・教頭に加え教職員１名が参加する。

④ 各学年の学級委員４名より学年長を１名互選し、学年長は

PTA 運営委員会に出席するものとする。

（会計）

第１１条 この会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

この会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。

（会計監査）

第１２条 １．この会は、会員の中より会計監査を２名置く。

２．会計監査は、この会の会計及び財産を年２回監査する。

３．（令和２年度以降）

任期は２年とし、学年長を務めたものと同等とする。

ただし、運営委員会への出席は免除とする。

４. 選出については、選挙細則に準ずるものとする。

（会計報告）

第１３条 この会の経理状況についての会計報告は、会計監査の証明とともに総会に

報告しなければならない。

（個人情報の取り扱い）

第１４条 この会は、第２条の目的達成の活動のため必要とする個人情報を収集することがある。

１．この会は、取得した個人情報を以下の目的に使用する。

（１） 第２条の活動に関する情報伝達、広報活動等

（２） この会の会費集金、集金事務等

（３） この会の役員および委員の選出

（４） その他、この会が必要と認める活動
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２．この会は、第２条の目的達成のために、以下の団体に必要な範囲内で

個人情報を提供することがある。

（１） この会が加入する PTA 協議会等の包括団体

（２） 交野市教育委員会および藤が尾小学校

（３） 藤が尾小学校区内の自治会

（４） その他、この会が必要と認める社会教育団体等

３．この会は、収集した個人情報の利用および管理について別に細則を定める。

(細則)

第１５条 この会の会則施行上で細則を必要とする場合には、運営委員会で決定する。

（会則の改廃）

第１６条 この会の会則は、総会出席者２／３以上の同意により改正することができる。

附則 この会則は、昭和５３年７月 ２日より施行する。

改正 昭和５７年５月１６日

平成 ３年５月１９日

平成１５年３月 ８日

平成１８年３月１１日

平成２２年４月 １日 一部改正施行する。

平成２５年４月 １日 一部改正施行する。

平成２６年３月１１日 改定一覧表参照

平成２６年５月２１日 改定一覧表２参照

平成３０年５月３０日 改定一覧表４参照

令和 元年１２月５日 改定一覧表６参照

令和 ２年 ６月 改定一覧表８参照

令和 ３年 ５月 改定一覧表10参照

令和 ４年 ５月 改定一覧表12参照



5
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３．交野市立藤が尾小学校ＰＴＡ選挙細則

（根拠）

第 １ 条 この細則は、交野市立藤が尾小学校ＰＴＡ会則第６条に従って定める。

（選挙管理委員会）

第 ２ 条 役員の選出（書記１名の教職員は除く）を行うときは、選挙管理委員会を

設ける。

（構成）

第 ３ 条 選挙管理委員会は、次の代表により構成する。

１．選挙管理委員会委員長は、本部役員の選挙管理委員長、副委員長は、本部役員の

地区委員長とする。また、この他に保護者より24名程度、教職員より２名とする。

２．選挙管理委員長１名、副委員長１名は、ＰＴＡ本部役員として位置づけ、本部役

員と同時期に選出する。

３．選挙管理委員会は、年初に構成し、その任期は１年間とする。ただし、

欠員による就任の場合は前任者の残り期間とする。

（告示）

第 ４ 条 １．選挙管理委員会は、役員選挙の告示を行う。

２．選挙告示期間は、告示の日より７日間とする。

第 ５ 条 選挙管理委員会事務所を藤が尾小学校内に設ける。

第 ６ 条 立候補者又は推薦立候補者は、次の規定の立候補届又は推薦立候補届の書

面に該当事項を記入し、選挙管理委員会に提出することによって、立候補

届又は推薦立候補届が成立する。ただし、推薦立候補に限り本人の内諾を

必要とする。届出期間は選挙告示期間中とする。これ以外は無効とする。

（投票）

第 ７ 条 選挙管理委員会は、立候補者又は推薦立候補者について投票の手続きを行

う。候補者が定員と同数の場合は無投票当選とする。

（開票）

第 ８ 条 開票は公正を期するために、立候補届又は推薦立候補届者が立会人１名を

依頼し開票に立ち会う。開票事務は選挙管理委員会が行う。

第 ９ 条 選挙管理委員会は、選挙に関する一切の事務を行う。

第１０条 選挙管理委員会は、開票結果を発表する。

第１１条 前条によって選出された役員は、４月１日より就任する。

（指名委員会）

第１２条 立候補届がないとき又は定員に満たない時は、選挙管理委員会は、指名委

員会となり、人選を行い、総会にて承認を得るものとする。ただし、推薦

を受ける者の同意を必要とする。

改正 平成 ５年５月２３日

平成 ９年５月１８日

平成１５年３月 ８日

平成２２年４月 １日 一部改正施行する。

平成２４年５月 １日 一部改正施行する。

平成２６年３月１１日 改定一覧表参照

令和 元年１２月５日 改定一覧表７参照

令和 ４年 ５月 改定一覧表13参照
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４．各委員の役割と紹介

学級委員
１． 学年、学級の中で会員の意見、提言等を学校又は教師に伝えるパイプの役割をする。

２． 懇談会、懇親会および新年度委員選出時等において、その司会や企画推進をする。

３． 学年長は、運営委員会に出席して内容を他の学級委員に伝える。

４． アンケート等の回収、結果報告。

５． 給食のより充実を目指して試食会を行い、給食に関しての研修や勉強会を行う。

６． ボランティアを募集し、マラソン大会の見守りを行う。

７． 学級委員は、選挙管理委員を兼ねる。

地区委員
１．地区を把握し、保護者の心の交流と親睦を図り、地域の実態に即応し、家庭、地域、社会学

校との連携を行う。

２．通学路の安全確認、危険箇所の改善などに努める。

３．地区委員会の開催や区連合自治会に参加しながら直接会員の声を聞き、地区活動を推進する。

４．地区委員長・選挙管理委員長は、区連合自治会に出席し連携を取る。

５．地区委員長・選挙管理委員長は、本部役員として運営委員会に出席する。

６．地区委員長は、必要に応じて関係諸団体等に協力する。

７．地区リーダーは、地区委員長・選挙管理委員長を補佐し、それぞれに事故等ある時は、共に

補い合う。

８．地区見守り隊の日程組み。

９．古紙回収の管理。

改正 平成 ６年 １月２２日

平成１５年 ３月 ８日

平成１８年 ３月１１日

平成２０年 ３月 ８日

平成２２年 ４月 １日

平成２５年 ４月 １日 一部改正施行する。

平成２６年 ３月１１日 改定一覧表参照

平成２６年 ５月２１日 改定一覧表２参照

令和 元年 １２月 5日 改定一覧表７参照

令和 ２年 ６月 改定一覧表９参照

令和 ３年 ５月 改定一覧表１１参照

令和 ４年 ５月 改定一覧表１３参照



8

５．PTA本部役員・各学年の委員選出についての細則

１．各学年より学級毎にクラス委員として、学級委員を２名ずつ選出する。

①地区リーダー以外の地区委員はクラス委員との兼任を可能とする。

２．その年度の本部役員・地区リーダーは対象外とする。

３．原則として、児童在学中に１家庭・１児童につき１回以上の本部役員または各学年の委員を

する。

４．前年度、委員であっても今年度選出の対象となる。

５．本部役員経験者であっても今年度選出の対象となる。

（令和 2年度以降）

① 会 長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき対象外となる。

② 副会長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき対象外となる。

③ 書記・会計・地区委員長・選挙管理委員会委員長・ 一期務めた場合、以降の子につき対象

外となる。

（平成 30 年度と 31年度）

① 会 長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき対象外となる。

② 副会長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき対象外となる。

③ 書記・会計・地区委員長・選挙管理委員会委員長・以降６年間は対象外となる（６年以内で

あれば、兄弟・姉妹も含めて対象外となる）

(平成 25 年度から 29 年度の間)

① 会 長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき対象外となる。

② 副会長 ・ 二期連続で務めた場合、第３子以降対象外となる。

※1 市ＰＴＡ協議会副会長委員会の役員（副会長委員会委員長・副委員長・書記会計・小学校

部会部会長・リーダー）、及び、給食献立作成委員と会長会の委員（広報委員会副委員長）

を経験された副会長は、以降の子につき対象外となる。（平成 25 年度以降の副会長より）

③ 書記・会計 本部役員を二期務めた場合、第三子以降、対象外となる。

６．各委員の長・副の選出について下記の家庭は対象外となる。

◆過去に運営委員会出席経験のある役員、委員。

７．委任状提出の方（未提出も含む）は、委員または長・副の選出の対象となる。

８．クラス委員は学年・学級行事を協力し合い、担任教師と連携して行う。

※各委員別の仕事内容は「各委員の役割と紹介」を参照。

改正 平成２３年４月 １日 ５－②一部改正施行する。

平成２４年４月 １日 ５－①一部改正施行する。

１－①

② 一部改正施行する。

③

８ 一部改正施行する。

平成２５年４月 １日 一部改正施行する。

平成２６年３月１１日 改定一覧表参照

令和元年１２月５日 改定一覧表７参照

令和２年６月 改定一覧表９参照

令和３年５月 改定一覧表１１参照
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６．地区委員の選出について

１．地区委員は各地区よりおよそ８世帯毎に１人選出される。

２．原則として１児童につき１回以上、地区委員をすること。

３．（令和 2 年度以降）本部役員を経験した場合、会長・副会長・書記・会計・地区委員長・選

挙管理委員長は、以降の地区委員を免除とする。

(平成 30 年度から 31 年度の間)

本部役員を経験した場合、会長・副会長は以降の地区委員を免除とし、・書記・会計は地区

委員１回を免除（本部役員に該当する児童か、または該当する児童の在学中に限り、その兄

弟・姉妹に適用可能）とする。

※1 市ＰＴＡ協議会副会長委員会の役員（副会長委員会委員長・副委員長・書記会計・小

学校部会部会長・リーダー）、及び、給食献立作成委員と会長会の委員（広報委員会副委

員長）を経験された副会長は、以降の子につき対象外となる。（平成 25年度以降の副会長

より）

(平成 25 年度から 29 年度の間)

本部役員を経験した場合、会長は以降の地区委員を免除とし、副会長（※1）・書記・会計は

地区委員１回を免除（本部役員に該当する児童か、または該当する児童の在学中に限り、そ

の兄弟・姉妹に適用可能）とする。

※1 市ＰＴＡ協議会副会長委員会の役員（副会長委員会委員長・副委員長・書記会計・小

学校部会部会長・リーダー）、及び、給食献立作成委員と会長会の委員（広報委員会副委

員長）を経験された副会長は、以降の子につき対象外となる。（平成 25年度以降の副会長

より）

４．過去に各委員（長・副）の経験があっても選出の対象となる。

５．各ブロックに、地区リーダー１名を選出し、委員１回経験とし、学年長を務めたものと同等とする。

ただし、運営委員会への出席は免除とする。

６．地区委員の選出について

☆ブロック分け

府営ブロック

公社ブロック

連合ブロック

星田北ブロック

星田北・私部西ブロック

各ブロック分けについては世帯数の推移により、その年の地区リーダーで

偏りの無いように仕分けるものとする。

改正 平成２６年５月２１日 改定一覧表２参照

平成２９年５月２３日 改定一覧表３参照

令和 元年１２月５日 改定一覧表７参照

令和 ３年６月 改定一覧表１１参照

令和 ４年５月 改定一覧表１３参照
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７．ＰＴＡ慶弔内規

１．会員入院の場合

原則として見舞いは行わない。

２．（１）児童入院の場合

３０００円程度の見舞金をもって、これを見舞いとする。ただし、１５日以上入院の場合とする。

（２）長期自宅療養の場合

入院も含めて、１カ月以上自宅療養の場合も見舞いする。

３．会員又は児童死亡の場合

弔旗を掲げる。

ＰＴＡとして香料はせず、供花１基（斎場の相場に合わせる）を行う。

通夜および会葬には、会長、副会長、校長、担任、会員及び児童の所属する組の各委員が参列する。

（注）所属する組の各委員は、原則として香料はしない。

４．会員の１親等尊属の死亡および入院の場合は、原則として行わない。

５．本内規による金品の贈与に対しての一切の返礼は受けない。

６．本内規以外の問題につき必要のあるときは、運営委員会において協議、決定する。

７．本内規は昭和５３年７月５日より適用。〔ただし、２（２）については昭和５４年６月１２日より適用〕

改正 平成１５年３月 ８日

平成１８年３月１１日

平成２２年４月 １日 一部改正施行する。

平成２６年３月１１日改定一覧表参照
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８．個人情報取り扱いに関する細則

（目的）

第１条 交野市立藤が尾小学校ＰＴＡ（以下、「この会」という。）が保有する個人情報の適正な管

理と活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、個人情報の

取り扱いについて定めるものとする。

（責務）

第２条 この会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ活動において個人情報の

保護に努めるものとする。

（管理者）

第３条 この会における個人情報の管理者はこの会の会長とする。

２．個人情報の管理者は、個人情報の取り扱う本会会員（以下、「会員」という。）に個人情報

に関する法令及び本規則を遵守し、個人の権利を守るよう、管理監督に努めなければならな

い。

（秘密保持義務）

第４条 個人情報の管理者および個人情報を取り扱う会員は、職務上知ることができた個人情報を

みだりに他人に知らせ、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。

（収集方法）

第５条 この会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人

に明示する。ただし、要配慮個人情報を収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得なけれ

ばならない。

（利用）

第６条 取得した個人情報は、この会の規約に掲げる目的のために利用する。

２．前項以外の目的に利用するときは、利用目的をこの会の会員に通知又は公表する。

（利用目的による制限）

第７条 この会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条第１項の規定による範囲を超えて、個

人情報を取り扱ってはならない。

（管理）

第８条 個人情報は管理者が保管の監督をするものとし、適正に管理する。

２．個人情報の保管は、利用目的のために必要な最低限の期間とし、不要となった個人情報（委

員経験を含む）は毎年度末までに、適正かつ遅滞なく廃棄するものとする。

（保管及び持ち出しなど）

第９条 この会は、個人データを含む書類等の管理を鍵付きの書庫等に保管するなど、適切に行う

よう努める。

２．この会は、個人データを取り扱う電子機器等についてウィルス対策ソフトを入れるなど適

切な状態で保管し、また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワ

ードをかけるなど適切に行うよう努める。
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（第三者提供の制限）

第 10 条 この会は、個人情報の保護に関する法律等の法令ならびに本会規約に掲げる場合を除き、

あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならない。

（第三者提供に係る記録の作成等）

第 11 条 個人情報を第三者に提供したときは、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 12 条 第三者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 13 条 この会は、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 14 条 個人情報データベースの漏えい等（紛失含む）したおそれがある事を把握した場合は、会

員は直ちに管理者に報告しなければならない。

（研修）

第 15 条 この会は、この会の役員に対して、定期的に個人データの取り扱いに関する留意事項につ

いて研修を実施するものとする。

（苦情の処理）

第 16 条 この会は、個人情報の取り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。

附則

本細則は、平成３０年５月３０日より施行する。
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９．本部役員活動費支給について

１．実際にかかった経費の請求は請求用紙に役員氏名金額を記入の上、レシートのコピーまた

は領収書を添付し会計に提出することで支給される。

２．通信費などは通話履歴証明などから請求可能とする。

３．役員活動に対し本総会決議において決定された金額の支給を実施する。（令和２年度役員よ

り支給されるものとする。）

附則

本細則は、令和３年５月より施行する。
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１０．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表

年月日 改定の内容

2014.3.11 改定一覧表の追加

2014.3.11 改定前 改定後

3.PTA 選挙細則

Ｐ5;第 3 条 1.地区委員より 9名、教職員

より 2 名、運営委員会より 2 名の 13

名とする。

4.各委員の役割と紹介

P6;学級委員6. 学年長の中から委員長・

副委員長各 1名・選挙管理委員 2名を

選出する。

運営委員会より 2名を削除し、地区委員

より9名（世帯数により増減有）、教職員

より2名とする。

選挙管理委員２名を削除する。

5.PTA 各学年の委員選出についての細則

P7;7. 委任状提出の方は、委員または長・

副の選出の対象となる。

P8;3. 過去に本部役員・各委員（長・副）

の経験があっても選出の対象となる。

委任状提出（未提出も含む）の方は、

委員または長・副の選出の対象となる。

本部役員を経験した場合、会長は以後

地区委員を免除とし、副会長以下は地

区委員 1回を免除とする。

7.PTA慶弔内規

P8;3.会員又は児童死亡の場合

弔旗 香料 5000 円とする。

ただし、弔旗は供花 1対に代える

事ができる。

PTA として香料はせず、供花 1基（斎場

の相場に合わせる）を行う。
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１１．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表２

年月日 改定の内容

2014.5.21 改定一覧表２の追加

改定前 改定後

2014.5.21 1、PTA会則第 7条(P2)
総会は年 2回以上開催し、会長が招集
する。

④総会に付議する事項は、次のとおり

とする。

役員の選出、会則の改正、予算と決算、

会務ならびに事務報告、会費の決定、

その他の重要事項

総会は年 1回以上開催し、会長が召集する。

役員の選出を削除

4、各委員の役割と紹介（P6）
地区委員

4.地区三役（委員長・副委員長・書記）
は、区連合自治会に出席し連携をとりな

がら委員会全体で夜間の青少年非行防止

パトロール等に努める。

5.委員長・副委員長・書記は、運営委
員会に出席する。

4. 地区三役（委員長・副委員長・書記）・選挙管
理委員長・選挙管理副委員長は、区連合自治会に

出席し連携をとりながら委員会全体で夜間の青少

年非行防止パトロール等に努める。

5. 地区三役（委員長・副委員長・書記）・選挙管
理委員長・選挙管理副委員長は、運営委員会に出

席する。

6、地区委員の選出について（P8）
5. 各ブロックに、ブロック長１名を

選出し、ブロック長は三役（委員長・副

委員長・書記）を兼任する。また、委員

一回経験となる。

☆ブロック分け

府営ブロック

公社ブロック

連合ブロック

星田ブロック

5. 各ブロックに、ブロック長１名、副ブロック
長１名を選出し、ブロック長は三役（委員長・副

委員長・書記）・選挙管理委員長・選挙管理副委員

長を兼任する。また、委員一回経験となる。

府営ブロック→府営団地（1棟～15棟）
公社ブロック→公社・デュアル・藤が尾 1丁目
連合ブロック→藤が尾 3・ 5・ 6丁目・テラス
星田北ブロック→星田北 4丁目・ 5丁目・フォル

トゥーナ

星田北・私部西ブロック→星田北 1丁目・ 4丁目・
私部西

第 7条の改定は、2014 年度（平成 26 年度）より適用

3月決算総会は行わず、新年度に決算・予算総会を行う。

各ブロック分けについては、世帯数の推移により、その年のブロック長で

偏りのないように仕分けする。
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１２．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表３

年月日 改定の内容

2017.5.23 改定一覧表３の追加

2017.5.23 改定前 改定後

6、地区委員の選出について（P8）

１．地区委員は各地区より６世帯毎に

１人選出される。

１．地区委員は各地区より８世帯毎に１人選出

される。

１３．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表４

年月日 改定の内容

2018.5.30 改定一覧表４の追加

2018.5.30 改定前 改定後

(新設)

(細則)

第１４条 この会の会則施行上で細則を必要

とする場合には、運営委員会で決定する。

(会則の改廃）

第１５条 この会の会則は、総会出席者２／

３以上の同意により改正することができ

る。

（個人情報の取り扱い）（Ｐ３）

第１４条 この会は、第２条の目的達成の活動のため必

要とする個人情報を収集することがある。

以下略

(細則)（Ｐ４）

第１５条 同左

(会則の改廃) （Ｐ４）

第１６条 同左



17

2018.5.30 （新設）

８．PTA会則・細則改定一覧表

９．PTA会則・細則改定一覧表２

１０．PTA会則・細則改定一覧表３

（新設）

８．個人情報取扱いに関する細則（Ｐ１０～１１）

９．同左（Ｐ１２）

１０．同左（Ｐ１３）

１１．同左（Ｐ１４）

１２．PTA会則・細則改定一覧表４（Ｐ１４～１
５）

１４．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表５

年月日 改定の内容

2019.5.28 改定一覧表５の追加

2019.5.28 改定前 改定後

２．ＰＴＡ組織図（Ｐ5）

ＰＴＡサークル活動

インディアカサークル

ＰＴＡサークル活動 ※平成３１年度より休

止中

インディアカサークル ※平成３０年度活動

終了

2019.5.28 ４．各委員の役割と紹介（Ｐ7）
学級委員

8.ＰＴＡ会費の集計

広報委員

3.校内外を問わず、ＰＴＡ活動に関するニュー
スを広報だよりに反映する。

校外・・・地域行事等

校内・・・運動会、藤小まつり、

インディアカ大会等

保健体育委員

3.会員相互の体育並びに保健・衛生の向上を図
る。（校内インディアカ大会等）

8.（新設）

地区委員

6.選挙管理委員 9名

10.（新設）
10.古紙回収の管理
11.こども 110番の旗の交換及びお礼を持って
いき、次年度の継続の確認をする。

13.（新設）

学級委員

8.ＰＴＡ会費の集計（平成３１年度は検討中）

広報委員

3.校内外を問わず、ＰＴＡ活動に関するニュ

ースを広報だよりに反映する。

校外・・・地域行事等

校内・・・運動会、藤小まつり、

保体主催イベント等

保健体育委員

3.会員相互の体育並びに保健・衛生の向上を

図る。（保体主催イベント等）

8.各クラスのカーテンを洗濯する。

地区委員

6.選挙管理委員 8 名（平成２７年度より）※

追記

10.見守りボランティアの日程組み

11.同左

12.同左

13.見守りボランティアへのお礼を持ってい

き、次年度の継続の確認をする。
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５．ＰＴＡ本部役員・各学年の委員選出につ

いての細則（Ｐ8）
5. ②副会長 二期連続で務めた場合、第３子

以降対象外となる。

③（新設）

※1（新設）

６．地区委員の選出について（Ｐ9）
3.本部役員を経験した場合、会長は以降の地区
委員を免除とし、副会長以下は地区委員１回

を免除とする。※（補足）

※1（新設）

5.各ブロックに、ブロック長 1名、副ブロック
長１名を選出し、ブロック長は３役（委員長・

副委員長・書記）・選挙管理委員長・選挙管理

副委員長を兼任する。また委員一回経験とな

る。

※（補足）

5. ②副会長（※1） 一期務めた場合、以降

の子につき対象外となる。（平成３０年度よ

り）

③書記・会計 本部役員を二期務めた場

合、第３子以降対象外となる。

※1 市ＰＴＡ協議会副会長委員会の役員（副

会長委員会委員長・副委員長・書記会計・小

学校部会部会長・リーダー）、及び、給食献立

作成委員と会長会の委員（広報委員会副委員

長）を経験された副会長は、以降の子につき

対象外となる。（平成２５年度以降の副会長よ

り）

3. 本部役員を経験した場合、会長・副会長は

以降の地区委員を免除とし、・書記・会計は地

区委員１回を免除（本部役員に該当する児童

か、または該当する児童の在学中に限り、そ

の兄弟・姉妹に適用可能）とする。

※1 市ＰＴＡ協議会副会長委員会の役員（副

会長委員会委員長・副委員長・書記会計・小

学校部会部会長・リーダー）、及び、給食献立

作成委員と会長会の委員（広報委員会副委員

長）を経験された副会長は、以降の子につき

対象外となる。（平成 25 年度以降の副会長よ

り）

5.各ブロックに、ブロック長 1名、副ブロック
長１名を選出し、ブロック長は３役（委員長・

副委員長・書記）・選挙管理委員長・選挙管理

副委員長を兼任する。またクラス委員一回経

験（地区委員三役・選挙管理委員長・選挙管

理副委員長に該当する児童に対してのみ適用

（経験した） とする。
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１５．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表６

年月日 改定の内容

2019.12.5 改定一覧表６の追加

2019.12.5 改定前 改定後

１、ＰＴＡ会則

第３条（Ｐ2）

会員は、在籍する児童の保護者、及び教職員

で構成し、所定の会費を納めなければならな

い。

第４条（Ｐ2）

会長1名、副会長・会計 各2名

書記3名（うち１名は教職員）

第９条（Ｐ3）

常設の委員会は、学級委員会、広報委員会、

保健体育委員会および地区委員会とする。

第１０条（Ｐ3）

委員の選出は次のとおりとする

①各学級は、保護者より互選で３名を選出す

る。

会員は、本会の目的に賛同する児童の保護者、及

び教職員で構成し、所定の会費を納めなければな

らない。

地区委員長 1名、選挙管理委員長 1名を追加

常設の委員会は、学級委員会および地区委員会と

する。

①各学級は、保護者より互選で 2名を選出する。
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１６．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表７

年月日 改定の内容

2019.12.5 改定一覧表７の追加

2019.12.5 改定前 改定後

２．ＰＴＡ組織図

保健体育委員会

広報委員会

サークル活動

保健体育委員会 ※令和 2年度より削除

広報委員会 ※令和 2年度より削除

サークル活動 ※令和 2年度より削除

３．交野市立藤が尾小学校ＰＴＡ選挙細則

第 3条
１．地区委員より 9名（世帯数により増減
有）、教職員より 2名とする。

２．選挙管理委員会の互選により、選挙管

理委員長 1名、副委員長 1名を選出する。

１．選挙管理委員長は本部役員の選挙管理委員長

が、副委員長は本部役員の地区委員長とする。

この他に、保護者より 5名程度、教職員より 2

名で構成する。

２．選挙管理委員長と副委員長は、ＰＴＡ本部役

員として位置づけ、本部役員と同時期に選出す

る。

４．各委員の役割と紹介

学級委員

２．懇談会、懇親会において、その司会や

企画推進をする。

５．学年長は、藤小フェスタ実行委員(仮称)
を兼ねる。

６．学年長の中から、委員長・副委員長各

1名を選出する。
７．アンケート等の回収、結果報告

８．ＰＴＡ会費の集計

（新設）

（新設）

（新設）

広報委員

保健体育委員

２．懇談会、懇親会および新年度委員選出時にお

いて、その司会や企画推進をする。

５．削除する

６．削除する

５．左表の７．

８．削除する

６．給食のより充実を目指して試食会を行い、給

食に関しての研修や勉強会を行う

７．年に 1～2回、ボランティアを募集し、ボラ
ンティアとともにエプロンの点検と補修を行

う。

８．ボランティアを募集し、マラソン大会の見守

りを行う。

委員そのものが廃止のため削除

委員そのものが廃止のため削除

地区委員

１．地区を把握し、会員の心の交流と親睦

を図り、地域の実態に即応し、家庭、地

１．地区を把握し、保護者の心の交流と親睦を図

り、地域の実態に即応し、家庭、地域、社会学
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域、社会学校との連携を行う。

２．通学路の安全確認、危険箇所の改善、

青少年非行防止パトロールなどに努め

る。

４．地区三役（委員長・副委員長・書記）・

選挙管理委員長・選挙管理副委員長は、

区連合自治会に出席し連携をとりなが

ら委員会全体で夜間の青少年非行防止

パトロール等に努める。

５．委員長・副委員長・書記・選挙管理委

員長・選挙管理副委員長は、運営委員会

に出席する。

６．地区委員の中から、選挙管理委員 8名
を選出する。

７．委員長は、必要に応じて関係諸団体等

に協力する。

８．副ブロック長はブロック長を補佐し、

ブロック長に事故等ある時はこれを代

行する。

９．地区見守り隊の日程組み。

１０．古紙回収の管理

１１．子ども 110番の旗の交換及びお礼を
行う。

校との連携を行う。

２．通学路の安全確認、危険箇所の改善などに努

める。

４．地区委員長・選挙管理委員長は、区連合自治

会に出席し、連携を取る。

５．地区委員長・選挙管理委員長は、本部役員と

して運営委員会に出席する。

６．削除

６．左表の７．

７．地区リーダーは地区委員長・選挙管理委員長

を補佐し、それぞれに事故等ある時は、共に補

い合う。

８．左表の９．

９．左表の１０．

１１．削除

５．ＰＴＡ本部役員・各学年の委員選出に

ついての細則

１．各学年より学級毎にクラス委員とし

て、学級委員・広報委員・保健体育委員

を 1名ずつ計 3名選出する。
①地区委員長・地区ブロック長・書記、

選挙管理委員長・選挙管理副委員長以外

の地区委員は、クラス委員との兼任を可

能とする。

２．その年度の本部役員・地区委員三役・

選挙管理委員の委員長・副委員長は対象

外とする。

５．③書記・会計

本部役員を二期務めた場合、第 3子以
降対象外となる。

１．各学年より、学級毎にクラス委員として、学

級委員を 2名ずつ、計 2名選出する。

①地区リーダー以外の地区委員は、クラス委員

との兼任を可能とする。

２．その年度の本部役員・地区リーダーは対象外

とする。

③書記・会計・地区委員長・選挙管理委員長

以降 6年間は、対象外となる(6年以内であれ
ば、兄弟・姉妹も含めて対象外となる)。
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６．地区委員の選出について

３．本部役員を経験した場合、会長・副会

長（※1）は以降の地区委員を免除とし、
書記・会計は地区委員 1回を免除（本部
役員に該当する児童か、または該当する

児童の在学中に限り、その兄弟・姉妹に

適用可能）とする。

※1 平成 30年度以降の副会長と、市ＰＴ
Ａ協議会副会長委員会の役員（副会長委

員会委員長・副委員長・書記・会計・小

学校部会部会長・リーダー）及び、給食

献立作成委員と会長会の委員（広報委員

会副委員長）を経験された副会長は、以

降の子につき対象外となる。（平成 25年
度以降の副会長より）

５．各ブロックに、ブロック長 1名、副ブ
ロック長 1名を選出し、ブロック長は三
役（委員長・副委員長・書記）・選挙管

理委員長・選挙管理副委員長を兼任す

る。また、委員 1回経験とする。

３．（令和 2年度以降）本部役員を経験した場合、
会長・副会長は以降の地区委員を免除とし、書

記・会計・地区委員長・選挙管理委員長は、以

降 6年間につき、地区委員を免除とする。
(平成 30 年度から 31 年度の間)

本部役員を経験した場合、会長・副会長は以降

の地区委員を免除とし、・書記・会計は地区委

員１回を免除（本部役員に該当する児童か、ま

たは該当する児童の在学中に限り、その兄弟・

姉妹に適用可能）とする。

※1 市ＰＴＡ協議会副会長委員会の役員（副

会長委員会委員長・副委員長・書記会計・小学

校部会部会長・リーダー）、及び、給食献立作

成委員と会長会の委員（広報委員会副委員長）

を経験された副会長は、以降の子につき対象外

となる。（平成 25 年度以降の副会長より）

(平成 25 年度から 29 年度の間)

本部役員を経験した場合、会長は以降の地区委

員を免除とし、副会長（※1）・書記・会計は地

区委員１回を免除（本部役員に該当する児童

か、または該当する児童の在学中に限り、その

兄弟・姉妹に適用可能）とする。

※1市ＰＴＡ協議会副会長委員会の役員（副会長

委員会委員長・副委員長・書記会計・小学校部

会部会長・リーダー）、及び、給食献立作成委

員と会長会の委員（広報委員会副委員長）を経

験された副会長は、以降の子につき対象外とな

る。（平成 25 年度以降の副会長より）

５．各ブロックに、地区リーダーを選出し、委員

1回経験とする。

※上記改定は、令和２年度より適用とする



23

１７．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表８

年月日 改定の内容

2020.6 改定一覧表８の追加

2020.6 改定前 改定後

１、ＰＴＡ会則

(会計監査)

第１２条 ２.（Ｐ3）

会計監査は、この会の会計及び財産を年３回

監査する。

会計監査は、この会の会計及び財産を年２回監査す

る。

１８．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表９

年月日 改定の内容

2020.6 改定一覧表９の追加

2020.6 改定前 改定後

４、各委員の役割と紹介

学級委員(P7)

９．(新設)

５．PTA本部役員・各学年の委員選出について

の細則(P8)

５．本部役員経験者であっても今年度選出の

対象となる。

①会 長 ・ 一期務めた場合、以降の子に

つき対象外となる。

②副会長 ・ 一期務めた場合、以降の子に

つき対象外となる。

③書記・会計・地区委員長・選挙管理委員会委員

長・ 以降６年間は対象外となる（６年以内であ

れば、兄弟・姉妹も含めて対象外となる）

９．学級委員は選挙管理委員を兼ねる。

５. 本部役員経験者であっても今年度選出の対

象となる。

（令和 2年度以降）
①会 長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき

対象外となる。

②副会長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき

対象外となる。

③書記・会計・地区委員長・選挙管理委員会委員

長・ 以降６年間は対象外となる（６年以内であ

れば、兄弟・姉妹も含めて対象外となる）

（平成 30年度と 31年度）
①会 長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき

対象外となる。

②副会長 ・ 一期務めた場合、以降の子につき

対象外となる。

③書記・会計 本部役員を二期務めた場合、第三

子以降、対象外となる。

(平成 25 年度から 29 年度の間)

①会 長 ・ 一期務めた場合、以降の子につ

き対象外となる。

②副会長 ・ 二期連続で務めた場合、第３子
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以降対象外となる。

※1 市ＰＴＡ協議会副会長委員会の役員（副会

長委員会委員長・副委員長・書記会計・小学校

部会部会長・リーダー）、及び、給食献立作成

委員と会長会の委員（広報委員会副委員長）を

経験された副会長は、以降の子につき対象外と

なる。（平成 25 年度以降の副会長より）

③書記・会計 本部役員を二期務めた場合、第三

子以降、対象外となる。

１９．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表１０

年月日 改定の内容

2021.5 改定一覧表１０の追加

2021.5 改定前 改定後

１、ＰＴＡ会則

（総会）

第 ７条 ⑤

新設

（委員の選出）

第１０条

③ 委員会は、代表２名を互選で選出する。

④ 委員会には、教職員代表２名が参加する。

④ 新設

(会計監査)

第１２条 3.（Ｐ3）

任期は２年とし、委員を務めたものと同等と

する。

⑤ 社会状況などの影響を受け、会員が会場に集

まり総会開催が困難であると判断した際には、

会員による書面決議を行い、その結果を報告す

ることで、総会が成立するものとする。

③ 削除

③ 新委員会、地区委員会には、教職員代表１名が参

加する。PTA運営委員会は、校長・教頭に加え教職員１

名が参加する。

④ 各学年の学級委員４名より学年長を１名互

選し、学年長は PTA 運営委員会に出席するもの

とする。

（令和２年度以降）

任期は２年とし、学年長を務めたものと同等とす

る。
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２０．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表１１

年月日 改定の内容

2021.5 改定一覧表 11の追加

2021.5 改定前 改定後

４．各委員の役割と紹介

学級委員

７．年に 1～2回、ボランティアを募集し、
ボランティアとともにエプロンの点検

と補修を行う。

８．ボランティアを募集し、マラソン大

会の見守りを行う。

９．学級委員は、選挙管理委員を兼ねる。

５．PTA本部役員・各学年の委員選出につい

ての細則(P8)

５．本部役員経験者であっても今年度選

出の対象となる。

（令和 2年度以降）
③書記・会計・地区委員長・選挙管理委員

会委員長・ 以降６年間は対象外となる

（６年以内であれば、兄弟・姉妹も含めて

対象外となる）

６．地区委員の選出について

３．本部役員を経験した場合、会長・副会

長は以降の地区委員を免除とし、書記・会

計・地区委員長・選挙管理委員長は、以降

6年間につき、地区委員を免除とする。

９.（新設）

9． PTA 会則・細則改定一覧表

10. PTA 会則・細則改定一覧表 2

11. PTA 会則・細則改定一覧表 3

12. PTA 会則・細則改定一覧表 4

（令和２年２学期よりエプロンが個人購入に変

更となったため）削除。

７．左記の８

８．左記の９

５. 本部役員経験者であっても今年度選出の対

象となるが、以下の条件を優先するものとする。

（令和 2年度以降）
③書記・会計・地区委員長・選挙管理委員会委員

長・ 一期務めた場合、以降の子につき対象外と

なる。

６．地区委員の選出について

３．本部役員を経験した場合、会長・副会長・書

記・会計・地区委員長・選挙管理委員長は、以降

の地区委員を免除とする。

９.本部役員活動費支給について

１．実際にかかった経費の請求は請求用紙に役員

氏名金額を記入の上、レシートのコピーまたは

領収書を添付し会計に提出することで支給さ

れる。

２．通信費などは通話履歴証明などから請求可能

とする。

３．役員活動に対し本総会決議において決定され

た金額の支給を実施する。（令和２年度役員よ

り支給されるものとする。）

10. 左記の９

11. 左記の 10

12. 左記の 11
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13. PTA 会則・細則改定一覧表 5

14. PTA 会則・細則改定一覧表 6

15. PTA 会則・細則改定一覧表 7

16. PTA 会則・細則改定一覧表 8

17. PTA 会則・細則改定一覧表 9

13. 左記の 12

14. 左記の 13

15. 左記の 14

16. 左記の 15

17. 左記の 16

18. 左記の 17

２１．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表１２

年月日 改定の内容

2022.5 改定一覧表 12の追加

2022.5 改定前 改定後

１、ＰＴＡ会則

(会計監査)

第１２条 ３.（Ｐ3）

（令和２年度以降）任期は２年とし学年長を

務めたものと同等とする。

（令和２年度以降）任期は２年とし学年長を務めた

ものと同等とする。ただし、運営委員会への出席は

免除とする。

２２．ＰＴＡ会則・細則改定一覧表１３

年月日 改定の内容

2022.5 改定一覧表 13の追加

2022.5 改定前 改定後

３、交野市立藤が尾小学校ＰＴＡ選挙細則

(P6)

第３条

１．選挙管理委員会委員長は、本部役員の選挙

管理委員長、副委員長は、本部役員の地区委員

長とする。また、この他に保護者より５名程度、

教職員より２名とする。

４、各委員の役割と紹介

学級委員(P7)

３．学年行事の手伝い。

４．学年長は、運営委員会に出席して内容

を他の学級委員に伝える。

第３条

１．選挙管理委員会委員長は、本部役員の選挙管理委

員長、副委員長は、本部役員の地区委員長とする。ま

た、この他に保護者より２４名、教職員より２名とす

る。

３．削除

３．左表の４
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５．アンケート等の回収、結果報告。

６．給食のより充実を目指して試食会を行

い、給食に関しての研修や勉強会を行

う。

７．ボランティアを募集し、マラソン大会

の見守りを行う。

８．学級委員は、選挙管理委員を兼ねる。

６、地区委員の選出について(P9)

５．各ブロックに、地区リーダー１名を選出し、

委員１回経験とする。

６．地区委員の選出について

☆ブロック分け

府営ブロック→府営団地（１棟～１５棟）

公社ブロック→公社・デュアル・藤が尾１

丁目

連合ブロック→藤が尾３・５・６丁目・テ

ラス

星田北ブロック→星田北 4丁目・５丁目・
フォルトゥーナ

星田北・私部西ブロック→星田北１丁目・

４丁目・私部西

４．左表の５

５．左表の６

６．左表の７

７．左表の８

５．各ブロックに、地区リーダー１名を選出し、委員

１回経験とし、学年長を務めたものと同等とする。

ただし、運営委員会への出席は免除とする。

☆ブロック分け

府営ブロック

公社ブロック

連合ブロック

星田北ブロック

星田北・私部西ブロック

各ブロック分けについては世帯数の推移により、

その年の地区リーダーで偏りの無いように仕分

けるものとする。


