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 横浜市立桂小学校 PTA 

※改正時は差し替えページのみ配布しますので各自で 

差し替えをお願いします。卒業時まで大切に保管ください。 
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はじめに 

この冊子は、PTA 全体の概要をまとめたものです。PTA は、PTA 規約に基づいて活動してい

ますが、規約は実際の活動や会員としての心得などにふれているものではありません。 

そこで、皆さまに PTA を身近に感じ、具体的に PTA 活動を理解してほしい、さらに、PTA

活動への積極的な参加・協力のきっかけにしてほしい、という願いからこの冊子を作成しまし

た。 

 

 

 桂小 PTA は 

 桂小 PTA は、子どもたちの幸せと健やかな成長を願って平成 8 年 12 月 17 日に設立され

ました。そして会員誰もが気軽に参加できる PTA をめざして活動してきました。 

しかしながら、設立から 6 年を経て、社会情勢や学校の状況などが変化し、桂小 PTA とし

ても活動の再検討という課題が生じてきました。 

 そこで、平成 13 年度末に全会員へ向けアンケートを実施して、どのような PTA を望んで

いるかを問いました。その結果、全会員の PTA 活動への参加、公平な委員選出、委員の負担

軽減などの意見が多数を占めました。 

平成 14 年度運営委員会では、これらの意見、要望をふまえ、活動や組織などの見直しを図

ってきました。その中で規約の抜本的な改正の必要性を痛感し、規約検討委員会で討議に討

議を重ね、平成 14 年 12 月の桂小 PTA 臨時総会において、改正規約の承認を得ました。さら

に全会員の PTA 活動への参加・委員の負担軽減を主目的に、平成 15 年度には、協力員制度

の見直しを、平成 16 年度には、校外委員の選出を地区から学級へ変更（委員数増加）しまし

た。また、平成 30 年度には、全ての委員選出単位を学級から学年とする変更及び委員数の削

減を行い、現在に至っています。 

しかし、いかに状況が変化し、規約が改正されても、桂小 PTA が、保護者や教職員の方々

と協力し合って「子どもたちの健全な成長」を第一の目的として活動することには変わりあ

りません。桂小 PTA は、可能な限り有意義な活動ができるよう、常に創意工夫と努力を重ね

ていくべきだと考えています。 

 

 

PTA 活動のより詳しい内容は、そのつど PTA からの配布物でお伝えします。会員資格を有

する間は、このガイドを保管し、有効に活用してください。 
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令和３年度          桂小学校        
会員名： 

児童名：           ( － ) 

 児童名：           ( － ) 

 児童名：           ( － ) 

<名札カードの取り扱いについて> 

・各家庭に２枚配布します。 

・桂小敷地内でケースに入れて着用してください。 

・運動中など着用が危険な場合もあり得るので 

 各自で注意してください。 

 ・転出時は学校へ返却してください。 

PART1 会員心得 

１ PTA 会費について 

保護者一世帯（一家庭）あたりの会費は月額 300 円です。8 月を除く 11 ヶ月分が、

年 2 回（6 月と 10 月）学校諸経費とともに銀行口座より自動的に引き落とされます

（総則第 6 章 第 8 条・第 12 条参照）。 

会費の使途については、前期に行われる PTA 定期総会において承認されます。ぜひ

定期総会へご出席ください。 

２ 会員としての協力とお願いについて 

① 会員の来校について 

・ 学校周辺住民の方への迷惑となるので、車での来校はしないでください。 

・名札を着用してください。 

安全上の理由から、桂小敷地内では名札を着用してください。名札カード裏面

の＜名札カードの取り扱いについて＞も熟読ください。名札カードは、転出時に

学校へ返却してください。名札カードは毎年新学期に更新します（毎年色が変わ

ります）。名札カードについての問い合わせは学校までお願いします。 

 

 【名札カード】 

＜表＞              ＜裏＞ 

 

 

・来校の際は、上履きを持参してください。 

PTA 用スリッパも少しですが用意してあります。使用後は元の場所に戻してく

ださい。学校の来客者用スリッパや、コミュニティハウスのスリッパは使用しな

いでください。 

 

② 個人情報の取り扱いについて 

PTA が個人情報を収集する場合は、あらかじめその個人情報の利用目的を明示

し目的以外には使用しません。また PTA では、電話による連絡先の問い合わせを

することはありません。 

③ PTA からのお知らせについて 

PTA 活動についてのお知らせを、「運営委員会だより」として年数回程度の割合

で各家庭へ配布します。これは PTA の運営・活動などの予定と報告を全会員に周
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知するためのもので、学校からの配布物同様、必ず目を通してください。 

 

④ 協力員について 

一人でも多くの会員が PTA 活動に参加できるよう、委員以外の一般会員に講演

会などへの出席をお願いしています。4 月の懇談会やその他の機会に協力員を募集

した際は、ぜひ、積極的なご協力をお願いします。 

なお、学校からお願いされたお手伝いも協力員として募集しています。 

 

⑤ PTA 個人カードについて 

会員が児童一人につき１枚提出するカードで、在学中を通して使用します。会員

が PTA 活動にどのように関わったかを記録し、委員を引き受けるかどうか自己申

告するためのものです。入学・転入時・委員選出の際には、カード記入と提出のご

協力をお願いします。 

 

⑥  ｢防犯パトロール中｣腕章について 

各家庭に 1 つ配布します。防犯意識を高めるためにも、来校時や近隣への外出時

に着用するよう心掛けてください。卒業時、転出時には各自適切に破棄してくださ

い。 

 

⑦ その他 

 PTA 活動中において、特定の政党や宗教の支持、営利を目的とする活動はしない

でください。  
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３ 学校窓口で加入している保険について 

※保険は PTA 活動ではありませんが、児童・保護者加入保険のお知らせとして掲載して

います。 

 

   学校（桂小）を窓口として、児童あるいは保護者は以下の保険に団体加入しています。 

   保険料は、各家庭より学校納入金として納入しています。 

     

① 日本スポーツ振興センターの「災害給付金制度」 

対象：児童 申請窓口：保健室 

学校管理下（登下校を含む）でケガをして受診した場合の、医療費や見舞金を 

給付する制度。横浜市は全員加入。 

 

 

    ② 横浜市安全教育振興会 対象：児童、保護者 申請窓口：副校長先生 

学校管理下外の幼児＊1児童生徒の事故、学校・PTA が主催・共催する事業中の 

事故（保護者の熱中症も含む）、交通事故、学校に登録された学校協力者の活動 

中の事故を補償。 

        

        ＊1 幼児＝特別支援学校 幼稚部 

 

４ PTA 慶弔規定について 

    見舞金などがでます。申請の窓口は副校長先生となります。 

詳しくは PTA 規約をご覧ください。  
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PART2 PTA 活動 

１ PTA 活動を支える委員数について 

   桂小 PTA で直接 PTA 活動に委員として関わっている会員は、全家庭のおよそ 6 分の

1 にあたります。 

【運営委員】  2～6 年の各学年より 2～4 名、計 13 名 

【学年委員】  2～6 年の各学年より 1 名 

【プロジェクト委員】 2～6 年の各学年より 1 名 

【校外委員】  2～6 年の各学年より 2～3 名、計 11 名 

＊  運営委員会が必要性を認めたときには、次年度委員会の名称や選出する委員の

人数が増減する場合があります。 

 

２ 委員選出のルールについて 

 委員の選出には、お互いに思いやりとやさしさ・ボランティア精神をもってのぞんで

ください。 

 

  [運営委員候補者] 

・ 委員候補者は話し合いにより選出します。 

・ 欠席者も選出の対象となります。 

・ 桂小では委員選出に個人カードとポイント制を導入しています。ポイント制につ

いては、委員選出時に配布される手紙をよく読んで確認してください。在校児童

一人につき 1～2 回程度委員として活動します。ただし、運営委員として活動し

た場合は、一度で未就学児を含む一家庭全員分の活動をしたとすることを可能と

します。 

 

 ＜選出手順＞ 

① 立候補者＊2から選出します。 

② 立候補者がいない場合は、話し合いで決めます。 

③ さらに選出されない場合は、選出対象者の中から話し合いで決めます。 

④ さらに選出されない場合は、選出対象者の中からくじ引きで決めます。 

⑤ 各学年で承認を受けます。 

 

＊ 不明な点は現運営委員会長（代表）に質問していただき、スムーズに選出が行

われるようにご協力ください。 

 

＊2 立候補の希望を募った時点(個人カードを回収したとき)において選出人数を満た

している場合は、それ以降の立候補は受付しないこととします。  
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[学年委員・プロジェクト委員・校外委員] 

・ 委員選出は話し合いにより選出します。 

・ 欠席者も選出の対象となります。 

・ 桂小では委員選出に個人カードとポイント制を導入しています。ポイント制につ

いては、委員選出時に配布される手紙をよく読んで確認してください。在校児童

一人につき１～２回程度委員として活動します。 

 

 ＜選出手順＞ 

①   立候補者から選出します。 

② 立候補者がいない場合は、話し合いで決めます。 

③ さらに選出されない場合は、選出対象者の中から話し合いで決めます。 

④ さらに選出されない場合は、選出対象者の中からくじ引きで決めます。 

⑤ 各学年で承認を受けます。 

 

＊ 不明な点は現運営委員会長（代表）に質問していただき、スムーズに選出が行

われるようにご協力ください。 
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３ 各委員の選出と役割について 

運営委員会 

① 選出 

1 月の話し合いにおいて、運営委員候補者を 1～5 年の各学年より 2～4 名、

計 13 名選出します。また、6 学年より互選会＊3立会人を 2 名選出します。ただ

し、選出される候補者が 13 名に満たない場合は運営委員会の話し合いにより対

応します。      

なお、選出された運営委員候補者は、互選会において次年度運営委員の役割

などの説明を受けた後、役員、学年委員会・プロジェクト委員会・校外委員会

の各正副委員長、および推進委員＊4となります。 

次年度運営委員候補者は、役割が決まりしだい引継ぎを受けます。会員の 

承認を受け、役員が正式に決定します。 

 

＊3 互選会 

本年度運営委員と次年度運営委員候補者との顔合わせを行い、役割や活動内容

などの説明を受けた後、次年度の役割および活動予定を話し合う集まりです。次

年度運営委員候補者は全学年からの承認を要するため、6 学年より選出された 2

名が互選会立会人として出席します。 

 

＊4 推進委員 

本年度運営委員が、次年度活動に必要と認めた場合に推進委員をおくことが

できます。役割内容により委員の名称は変わることがあります。 

         

②  役割 

運営委員は学校と連携しながら、PTA 活動の企画・運営をします。また、区

P 連＊5・市 P 連＊6 学家地連＊7 学校運営協議会＊8 や地域などの対外的活動にも

参加します。 

運営委員は役員および以下の担当に就きます。 

会長 1 名（P＊91 名）・副会長 2 名（P2 名）（ただし、運営委員会が会長・副

会長の役割分担を必要としない場合は代表 3 名（P3 名）とし名称は便宜的な

ものとする）・会計 3 名（P2 名 / T＊91 名）・書記 3 名（P2 名 / T1 名）・学年委

員会正副委員長・プロジェクト委員会正副委員長・校外委員会正副委員長（・

推進委員） 

役員会の構成は、会長、副会長（または代表 3 名）、会計、書記です。 

運営委員会の構成は、役員、各委員会正副委員長、推進委員、教職員代表で 

す。原則として年数回の会合をもちます。 
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＊5 区 P 連 青葉区 PTA 連絡協議会の略称 

＊6 市 P 連 横浜市 PTA 連絡協議会の略称 

＊7 学家地連 奈良中学校区学校家庭地域連携事業実行委員会の略称 

      奈良中学校区の学校、家庭、地域の交流組織をさす  

＊8 学校運営協議会     地域・保護者・有識者などから構成される学校運営改

善を目的として協議する組織  

         ＊9  T/P                      P は保護者、T は教職員  

 

 

  学年委員会 

① 選出 

1 月の話し合いにおいて、1～5 年の各学年より 1 名選出します。選出された

学年委員は、学年委員会に属し、学年委員会正副委員長とともに活動します。 

  

③ 役割 

学年委員は、保護者・子どもたち・学校とのパイプ役として活動します。ま

た、学年・学校行事などへの協力をします。各学年の運営委員候補者の選出や

学校行事、PTA 活動に必要な協力員の取りまとめをします。学年委員会とプロ

ジェクト委員会は合同で活動します。 

 

         

 

 

プロジェクト委員会  

① 選出 

1 月の話し合いにおいて、1～5 年の各学年より 1 名選出します。選出された

プロジェクト委員は、プロジェクト委員会に属し、プロジェクト委員会正副委

員長とともに活動します。 

 

② 役割 

プロジェクト委員会の活動は、会員向け企画の実施と、PTA 活動の様子や、

子どもたちに関わる事柄などを会員へ伝える広報活動です。プロジェクト委員

会と学年委員会は合同で活動します。  
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校外委員会 

 

   １ 校外委員 

校外委員会の活動の目的は、「主に子どもの校外生活の安全を確保すること」

です。スクールゾーン対策協議会＊11 の準備および開催、学援隊と連携して安

全パトロールの取りまとめなど、児童の安全に関わる活動をします。 

  

① 選出 

1 月の話し合いにおいて、1～5 年の各学年より 2～3 名、計 11 名選出します。

選出された校外委員は、校外委員会に属し、校外委員会正副委員長とともに活

動します。 

 

＊11 スクールゾーン対策協議会（年 1 回開催） 

子どもの交通安全と学区域の安全な環境づくりを目的とし、PTA を含む学区

内を中心とした地域住民により、協議会が構成されます。毎年、子どもの校外

生活の安全を見直し、行政機関への要望書提出、自治会との相談など、必要事

項に対応します。 

 

② 役割 

 

・安全パトロール＊13や、朝の交通安全指導を実施します。 

・スクールゾーン対策協議会委員となり、協議会開催に向けて必要な準備を行

います。 

 

＊13 安全パトロール（全会員参加の当番制） 

 

交替で各通学路をパトロールします。安全パトロールの方法・注意点につい

ては、担任より児童を通して配布します。 
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【横浜市立桂小学校 学区】 
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４ 組織図について 

 
         

  

                   

    
総会 

                   

               

                      

                                    
運営委員会     

                      
                      
   役員（会長Ｐ１・副会長Ｐ２（または代表Ｐ３）・会計Ｐ２/Ｔ１・書記Ｐ２/Ｔ１）・（推進委員）・教職員代表(T2)        
                       

                            
   学年委員会   ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会   校外委員会    臨時委員会        
                            

   
正副委員長 

（推進委員） 
  

正副委員長 

（推進委員） 
  

正副委員長 

（推進委員） 
    （推進委員）        

                             
                                    

                          

                                 
   学年委員   ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員   校外委員                 
            ２～６年より                 
   ２～６年より１名   ２～６年より１名   2～3 名、                 
           計 11 名                 
                               

                        
   各学年より選出                  
                        
                        
                        
                                 

                      

                会計監査 

                      

                                      
会    員 

   保護者（Ｐ）      教職員（Ｔ）      
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桂小 PTA のあゆみ 

平成8年(1996年)       4月  1日         開校式 

平成8年(1996年)       4月  5日         第1回 入学式 

平成8年(1996年)     12月 17日         PTA設立、第1回総会 

                 平成9年(1997年)       3月 19日      第1回 卒業証書授与式 

   家庭教育学級  

平成12年(2000年)      4月 25日         第5回 開校記念事業(記念植樹・空撮) 

   横浜市 PTA 連絡協議会、青葉区 PTA 連絡協議会に加入 

   家庭教育学級 

平成14年(2002年)    奈良中学校区 PTA 交流会開催担当校  

   奈良中学校区ふれあいコンサート開催担当校 

                                12月 10日       PTA 臨時総会（改正規約の承認） 

平成15年(2003年)    横浜市ＰＴＡ連絡協議会常置委員（事業･研修）                               

平成16年(2004年)     創立10周年記念事業準備委員会の設置と協力 

平成17年(2005年)   創立10周年記念事業（空撮・祝賀会など）                

平成18年(2006年）        青葉区ＰＴＡ交流会校外分科会担当校 

               ＊平成15～18年度 家庭教育学級は毎年実施 

平成19年(2007年)      奈良中学校区ふれあいコンサート開催担当校 

          10月 31日     桂小学援隊発足 

平成20年(2008年)       家庭教育学級開催担当校 

                  奈良中学校区ＰＴＡ交流会開催担当校 

平成21年(2009年)    6月             桂小おやじの会発足 

平成23年(2011年)   11月  家庭教育学級開催担当校 

平成24年(2012年)    2月            創立満15周年記念品寄贈 

平成24年(2012年)         横浜市ＰＴＡ連絡協議会常置委員（事業･研修） 

平成24年(2012年)   10月               奈良中学校区 PTA 交流会開催担当校 

平成26年(2014年)  10月 23日        創立20周年記念事業準備委員会の設置と協力 

平成26年(2014年)  11月   4日     奈良中学校区 親の学び・家庭教育支援事業開催担当校   

平成27年（2015年）  10月 18日       福祉と文化の集い開催担当校 

平成27年（2015年）  11月   7日      桂小20周年記念事業（空撮・祝賀会など） 

平成27年（2015年）  12月  9日       奈良中学校区 交流会開催担当校 

平成29年（2017年）          青葉区 PTA 連絡協議会 会計担当校  

 11月 21日    奈良中学校区 親の交流の場づくり事業開催担当校 

平成30年（2018年）   12月   3日    奈良中学校区 交流会開催担当校 

令和元年（2019年)   10 月 20日    福祉と文化の集い開催担当校 
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桂小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則 

 

 

（目的） 

第１条 桂小学校ＰＴＡ（以下、「本会」という。）が保有する個人情報の適正な取り

扱い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、ＰＴＡ役員名簿及びその他の個人情報データベース（以下、単に「個

人情報データベース」という。）の取扱いについて定めるものとする。 

（責務） 

第２条 本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 本会における個人情報データベースの管理者は、ＰＴＡ会長（代表）とする。 

（取扱者） 

第４条 本会における個人情報データベースの取扱者は、ＰＴＡ運営委員とする。 

（秘密保持義務） 

第５条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、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６条 本会は、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。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あら

かじめ本人の同意を得る。 

（利用） 

第７条 取得した個人情報は、次の目的のために利用する。 

（1） ＰＴＡ発行の各種文書の送付 

（2） 「防犯パトロール」「こども110番」等に関する名簿の作成  

（3）  協力員活動に関する名簿の作成 

（利用目的による制限） 

第８条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利

用目的 の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

（管理） 

第９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。 

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。 
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 （保管及び持ち出し等） 

第10条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィ 

ルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。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

ど適切に行うこととする。 

（第三者提供の制限） 

第11条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者 

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な場合 

（3）公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（4）国の機関も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 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第12条 個人情報を第三者（第11条第1号から第４号の場合及び県、市役所、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13条 第三者（第11条第1号から第４号の場合及び県、市役所、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14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15条 個人情報データベースを漏えい等（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ＰＴＡ会長（代表）に報告する。 
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（研修） 

第16条 本会は、ＰＴＡ役員に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意 

事項について、研修を実施するものとする。 

（苦情の処理） 

第17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。 

（改正） 

第18条 本会の「桂小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則」は、総会において改正する。 

 

附則 

 本規則は、平成29年5月30日より施行する。 

 

 


