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横浜市立北綱島特別支援学校ＰＴＡ会則 

 

 

  第一章 総則 

 

第 １条  この会は、横浜市立北綱島特別支援学校ＰＴＡと称し、事務所を横浜市立北

      綱島特別支援学校内（横浜市港北区綱島西５－１４－５４）に置く。 

 

第 ２条  この会は、次の事項を目的とし、その目的を達成するために諸事業を行う。 

１） 児童生徒の福祉および教育的環境の整備をはかる。 

     ２） 地域社会との交流をはかり、障害児に対する地域社会の理解と協力を得

        ることに努める。 

     ３） 保護者・教職員それぞれの立場で、会員相互の教養を高め、資質の向上

        をはかる。 

 

第 ３条   この会は、障害児教育を本旨とする団体として、次の方針に従って活動する。 

１） 児童生徒の教育並びに福祉のために活動する他の団体や機関と協力する。 

２） いかなる宗教団体・営利的事業や政治団体をも支持しない。 

 

 

  第二章 会員 

 

第 ４条  この会は、横浜市立北綱島特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者、又は

それに代わる保護者、並びに在職する教職員を会員とする。 

 

第 ５条  会員は、すべて平等な権利と義務を持ち、会の運営に関するすべての活動に

      参加でき、自由に意見を述べることができる。 

 

 

  第三章 事業 

 

第 ６条  この会の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １） 保護者を対象とする研修会・見学会等の事業 

     ２） 会報の発行 

     ３） 学校行事への参加 

     ４） 高等部卒業後の進路先開拓のための事業 

 

 

  第四章 役員および会計監査委員 
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第 ７条  この会に、次の役員および会計監査委員をおく。 

１） 会長（１名）

２） 副会長（３名）（内、１名は副校長 また本会の代表は副校長とする）

３） 会計（３名）（内、１名は教職員）

４） 書記（２名）

５） 会計監査委員（２名）

６） 顧問（１名 年度によっては新役員で話し合いの上顧問を置かない事も

出来る。） 

第 ８条 １） 会長は、会を代表し、会務一般を統括するとともに その責任を負う。 

２） 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。

３） 会計は、会の会計処理ならびに財産管理に当たる。

４） 書記は、本会の記録および庶務を行う。

５） 会計監査委員は、年度末に会計を監査し、その結果を総会に報告する。

６） 顧問は、ＰＴＡ活動が円滑に活動できるように必要な助言を行う。

第 ９条  役員等の任期は、次のとおりとする。 

１） 役員および会計監査委員の任期は一ヶ年とし、総会から翌年の総会まで

とする。ただし、役員および会計監査委員の再任はこれを妨げない。

２） 顧問は、前ＰＴＡ会長がその任に当たるが、やむをえず出来ない場合は

前副会長が顧問となる。

第１０条  役員の選出については、別に定める。 

  第五章 組織 

第１１条  この会に、次の機関をおく。 

１） 総会

２） 役員会

３） 学級・成人委員会

４） 広報委員会

５） 進路委員会

６） ふれあって北綱島実行委員会

７） 特別委員会

① キャマラード後援会

② これからの北綱島を考える会

８） 全体会
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  第六章 総会 

第１２条  総会は、この会の最高議決機関であって、全会員で構成する。 

第１３条  次の事項は、総会に付議しなければならない。 

１） 会の活動方針および予算・決算に関すること

２） 規約の改正に関すること

３） 役員および会計監査委員の選出に関すること

４） その他会長が必要と認めたこと

第１４条  

第１５条  

第１６条  

定期総会は、毎年二回、会長が招集する。 

会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。 

総会は、全会員の二分の一以上（委任状を含む）の出席で成立し、議決は、出

席者の過半数の同意を必要とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定期総会ならびに臨時総会は、出席による開催困難な際は、書面総会開催とす

ることができる。書面開催においては、書面による回答の提出、または電磁的

手段を用いた回答を以って出席とする。 

総会には、円滑な運営のためその都度出席会員中より互選で次の担当をおく。 

１） 議長  １名 

２） 副議長 １名

３） 書記  １名 

  第七章  役員会 

第１７条  役員会は、会長、副会長、会計、書記、顧問で構成する。 

第１８条  役員会は、総会およびＰＴＡ活動が円滑にできるように企画、立案、調整、

懸案事項の検討を行う。 

  第八章  委員会の任務 

第１９条  各委員会の任務は次のとおりとする。 

１） 学級・成人委員会は、学級活動を推進させるとともに、会員相互の交流・

親睦及び情報交換や、教養の向上を図るための成人教育を行う。

２） 広報委員会は、本会の活動を報告するとともに、他校のＰＴＡ等との情

報交換を通して、理解啓発を行う。

３） 進路委員会は、生徒の進路に関する情報を交換するとともに、進路先と

の連携を図りながら、進路の充実についての活動を行う。

４） ふれあって北綱島実行委員会は秋に行われる地域交流を目的とした活動
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を計画し催す。 

５） 特別委員会

① キャマラード後援会は、社会福祉法人キャマラードの物品斡旋に協

力する。また法人の催しに協力して交流を図る。

② これからの北綱島を考える会は、本校のこれからのあり方について

児童生徒の教育の充実を目的とした活動を行う。

第２０条  各委員会は、年度当初に年間予定を立案し、それに従って活動する。 

第２１条  委員会には、全会員が所属し、活動を行うこととする。 

第２２条  各委員会の所属及び委員長、副委員長の選出については、次のように行う。 

１） 委員会の所属については希望によるが、調整が必要な場合には会長、副

会長が調整を行う。

２） 委員長については、互選で決める。決めるに当たっては、自己推薦があ

る場合については自己推薦を優先する。

３） 副委員長については、委員長が指名する。

４） 委員長の再任については、妨げない。

  第九章  全体会 

第２３条  全体会は、役員会が運営し、次の活動を行う。 

１） 役員会、ＰＴＡ活動および各委員会活動の報告

２） 学校からの情報提供

３） 会員相互の情報交換

  第十章  会計 

第２４条  この会の経費は、会費、寄付金、事業収入、その他の収入を持ってあてる。 

なお会計に関する細部については、別に定める。 

第２５条  会費は、一世帯につき、月額３００円とする。ただし、８月と３月は除くも

のとする。 

第２６条  この会の予算は、総会に提案し承認を得なければならない。但し、予算の補

正を必要とする場合には、その都度役員会でこれを合議する。 

第２７条  この会の決算は、総会に報告し承認を得なければならない。 
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  第十一章  慶弔 

 

第２８条  会員および児童生徒の慶弔については、次の通り定める。 

     １） 祝い金 

① 教職員の結婚祝い金           ３，０００円 

② 会員の出産祝い金            ３，０００円 

       ③ 教職員の転退任          花束（３，０００円） 

 

２） 弔慰金 

       ① 会員                供花又は花輪一基 

       ② 児童生徒              供花又は花輪一基 

 

     ３） 病気等見舞金 

             ① 会員が連続３０日以上入院した場合    ３，０００円 

       ② 児童生徒が連続３０日以上入院した場合  ３，０００円 

 

    ４） 災害見舞金                ３，０００円 

 

５） 慶弔に関する細部については、別に定める。 

 

第十二章 個人情報取り扱い規則 

 

第２９条 この会は個人情報取り扱い規則を守り活動する。なお、個人情報保護法規則に

関する細部については別に定める。 

 

 

 附則 

    この会は、昭和６０年４月１３日に設立する。 

この会則は、昭和６０年４月１３日より施行する。 

 

１  平成 ５年 ４月１５日 一部改正 

２  平成 ７年 ３月 ２日 一部改正 

３  平成 ８年 ５月 ８日 一部改正 

４  平成１４年 ５月 ２日 一部改正 

５  平成１８年 ５月２２日 一部改正 

６  平成１９年 ４月２４日 一部改正 

７  平成２４年 ２月１０日 一部改正 

８  平成２８年 ７月１２日 一部改正 
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９  平成２９年 ２月 ３日 一部改正 

１０ 平成２９年 ４月２７日 一部改正 

１１ 平成３１年 ４月 １日 一部改正 

１２ 令和 ２年 ２月 ４日 一部改正 
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役員の選出に関する細則 
【会則第１０条による】 

 

１） 役員会で役員の選出について検討を行うが、原則として次のような手順で選出を行

う。 

 ① 会長、副会長については、役員及び各委員会委員長、副委員長の中から推薦する。

推薦では、他者推薦だけではなく、自己推薦を認める。 

 ② 推薦数の上位の方及び、自己推薦の方から相互に話し合いの中で決する。決定に

当たっては、役員が立ち会いを行う。  

 

２） 役員等においては、在学中に各委員とともに３回はその任を担うように努める。３

回の任のうち、役員は会長、副会長、会計、書記、会計監査だけでなく、各委員会

の委員長も含めることとする。 

 

 

附則 

この細則は、平成１８年５月２２日より施行する。 

１ 平成２９年 ３月 ３日 一部改正 

 

 

 

 

 

 

慶弔に関する細則 

【会則第２８条（５）による】 

 

１） ＰＴＡ会則以外に検討を要する懸案事項が生じた場合は、役員会で決定する。 

 

２） 会員が一年間において連続３０日以上の入院がある場合は、その都度、お見舞い金

を用意する。 

 

３） 教職員の親族の葬儀については、会長、副会長に連絡するが、会員への連絡は行わ

   ない。 

 

 

附則 

この細則は、平成１８年５月２２日より施行する。 
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会計に関する細則 
【会則第２４条による】 

 

１ 本会の会計は、一般会計と特別会計で構成する。 

２ 一般会計は、会員からの会費を収入とする。 

３ 一般会計は、第２条、３条に規定したＰＴＡ活動を円滑に行うことを目的とした支出

とする。 

４ 特別会計は、ふれあって北綱島バザー等のＰＴＡ活動に対する収益を収入とする。 

５ 特別会計は、原則としてふれあって北綱島の運営費として支出し、必要に応じて児童

生徒に直接還元される教育活動の支援に対して支出できるものとする。特別な事業に

かかわる分担金等に対しては、総会の決定をもって支出ができる。 

６ 一般会計の繰越金に余剰金が出たときは、総会の承認を得て特別会計に繰り入れるこ

ともできる。 

７ ＰＴＡ渉外活動における交通費、役員・委員長・代表の通信費、補助費等は総会の承

認を得た費用について一般会計より支出できる。 （平成２９年４月１日より施行） 

 

 

 

 

 

個人情報取り扱い規則に関する細則 
【会則第２９条による】 

 

北綱島特別支援学校ＰＴＡ個人情報取扱規則 

 

（目的） 

第１条 北綱島特別支援学校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会長、副会長、委員長、

代表とする。 

（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
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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）会費集金、管理、その他の文書の送付 

（2）会員名簿、委員会名簿の作成 

（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、適性に管理する。 

２ 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。 

（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（前条第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（前条第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。 
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  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会長に報告する。 

（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。（毎年度4月の総会時に読み上げと資料配布） 

（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「北綱島特別支援学校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。 

 




