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１１１１    泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ会則会則会則会則 

 

第１章第１章第１章第１章        総則総則総則総則                                                                                                                     

 

（名称・事務所）（名称・事務所）（名称・事務所）（名称・事務所） 

第１条第１条第１条第１条 本会は、県立泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡと称し、事務所を県立泊高等学校内に置く。 

 

（会員）（会員）（会員）（会員） 

第２条第２条第２条第２条 本会は県立泊高等学校定時制課程午前部の在学生の保護者及び本校職員並びに本会の趣旨に賛同する者を

もって会員とする。‘ 

 

（目的）（目的）（目的）（目的） 

第３集第３集第３集第３集    本会は県立泊高等学校定時制課程午前部の教育の向上発展を期し、学校と家庭が一体となり、地域社会の協

力を得て、生徒の福祉をはかると共に会員相互の親睦と教養を高めることを目的とする。 

 

（事業）（事業）（事業）（事業） 

第４条第４条第４条第４条    本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 生徒の教育上の必要な環境整備、美化への協力 

(2) 生徒の保健体育面の事業援助 

(3) 生徒の教養文化面の事業援助 

(4) 生徒の保護並びに生活指導 

(5) 生徒及び会員の福祉厚生 

(6) 会員の研修並びに親睦 

(7) その他、本会の目的達成上必要な諸事業 

 

第２章第２章第２章第２章        機関および会議機関および会議機関および会議機関および会議                                                                                                 

 

（機関）（機関）（機関）（機関）                                                                                                                                                 

第５条第５条第５条第５条    本会に次の機関を置く。                             

(1) 総会 

(2) 評議員会 

(3) 部会 

(4) 年次ＰＴＡ 

(5) 学級ＰＴＡ 

 

（総会）（総会）（総会）（総会） 

第６条第６条第６条第６条 総会は毎年５月に定期総会を開く。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、評議員会において必要とみと

めたときは、臨時総会を開くことができる。なお、緊急を要するときは評議員会をもって総会に代えることができる。

ただし、この場合、次期総会において報告しなければならない。 
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（総会事項）（総会事項）（総会事項）（総会事項） 

第７条第７条第７条第７条 総会においては、次の事項を議決する。 

(1) 会則の制定及び改正 

(2) 会長及び副会長、監事の選任 

(3) 予算及び決算 

(4) 会費等の決定 

(5) 会務の報告 

(6) その他、本会の目的達成上必要な事項 

 

（評議員会）（評議員会）（評議員会）（評議員会） 

第８条第８条第８条第８条 評議員会は、会長が必要と認めたとき臨時に開くことができる。 

 

（評議員会の審議事項）（評議員会の審議事項）（評議員会の審議事項）（評議員会の審議事項） 

第第第第９条９条９条９条    評議員会においては、次の事項を審議する。 

(1) 総会に提出する議案 

(2) 会長、副会長及び監事の候補者の推薦 

(3) 部会及び年次、学級ＰＴＡから具申された事項 

(4) 予算の補正に関する事項 

(5) その他緊急を要する事項の審議決定 

 

（部会）（部会）（部会）（部会） 

第第第第 10条条条条 部会は、総会、評議員会の議決事項の執行に当たり、部長が必要と認めたとき、随時に開くことができる。

なお、部会の職掌は、次のとおりとする 

(1) 総務部 会務の統轄及び予算決算に関すること 

(2) 育成部 生徒、進路等教育環境の改善への協力 

① 生活班 

② 進路班 

(3) 文化広報部 広報誌の発刊、文化活動への企画参加、会員の研修及び福祉厚生 

 

（年次、ホームルームＰＴＡ）（年次、ホームルームＰＴＡ）（年次、ホームルームＰＴＡ）（年次、ホームルームＰＴＡ） 

第第第第 11条条条条 年次・ホームルームＰＴＡは、必要に応じて開くことができる。 

 

第３章第３章第３章第３章        役員役員役員役員                                                                                                                     

 

（役員）（役員）（役員）（役員） 

第第第第 12条条条条 本会に次の役員をおく。 

(1) 会長     １名 

(2) 副会長   若干名 

(3) 監事     ２名（保護者１名、学校職１名） 

(4) 評議員   若干名（各学級から保護者２名以上） 

(5) 幹事     ４名（保護者２名、学校職２名） 
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（役員の選出、任期）（役員の選出、任期）（役員の選出、任期）（役員の選出、任期） 

第第第第 13 条条条条 役員は、次の手続きにより選出し、その任期は２ケ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期

は、前任者の残任期間とし、役員任期満了の場合は、後任者の就任までその職務を行うものとする。 

(1) 会長、副会長、監事は評議員会や会員の中から推薦し、総会において決定する。 

(2) 評議員は、各学級から選出する。学級PTAの正副会長は、学級 PTA評議員の中から互選する。 

(3) 各部委員は、評議員と学校職員の中から選出し、委員の互選により正副部長を選出する 

(4) 幹事は、評議員及び学校職員の中から会長が委嘱する。 

(5) 年次ＰＴＡの正副会長は各年次毎の互選により選出する。 

 

（役員の任務）（役員の任務）（役員の任務）（役員の任務） 

第第第第 14条条条条    役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統轄し、会議を招集し議長となる。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。 

(3) 監事は、本会の会計を監査する。 

(4) 評議員は、評議員会を構成し、会務を審議する。 

(5) 各部委員は、委員会を構成し、総会、評議員会の決定事項の執行にあたる。 

(6) 幹事は、本会の庶務会計を処理する。 

 

第４章第４章第４章第４章        会計会計会計会計                                                                                                                     

 

（経費）（経費）（経費）（経費） 

第第第第 15条条条条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。 

 

（会費）（会費）（会費）（会費） 

第第第第 16 条条条条 本会の会費は、総会において決定する。ただし、会費の他に必要に応じて経費を徴収することができる。

会費は、在籍する生徒一人当たり月額５００円とし、二人目からは半額（２５０円）を徴収する。 

 

（会計年度）（会計年度）（会計年度）（会計年度） 

第第第第 17条条条条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

（会計監（会計監（会計監（会計監査）査）査）査） 

第第第第 18条条条条 本会の会計は、毎年監事の監査を受け、評議員会の承認を得て、総会に報告しなければならない。 

 

（帳簿）（帳簿）（帳簿）（帳簿） 

第第第第 19条条条条 本会に次の帳簿を備える。 

(1) 会員名簿 

(2) 会則 

(3) 役員名簿 

(4) 会計簿 

(5) 諸記録簿 

 

第５章第５章第５章第５章        補則補則補則補則                                                                                                                         

 

（会則の改正）（会則の改正）（会則の改正）（会則の改正） 

第第第第 20条条条条 本会則は、評議員会の審議を経て総会の議決により改廃する。 
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第６章第６章第６章第６章        細則細則細則細則                                                                                                                         

 

（会則の施行）（会則の施行）（会則の施行）（会則の施行） 

第第第第 21条条条条    会長は会務を処理するための役員会・評議員会に諮って必要な細則および諸規定を定めることができる。                                         

 

    附則附則附則附則     本会則は、平成２年４月１日より施行する。                     

本会則は、平成７年４月１日より施行する。 

         本会則は、平成９年４月１日より施行する。 

 本会則は、平成 20年４月１日より施行する。                   
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２２２２    泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ表彰規定泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ表彰規定泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ表彰規定泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ表彰規定 

           

第１条第１条第１条第１条 この規定は泊高等学校定時制課程午前部ＰＴＡ会員の表彰について必要な事項を定める。 

 

第２条第２条第２条第２条 表彰は次の各号のいづれかに該当する会員について行うものとする。 

(1) 本校のＰＴＡ会長を務め、ＰＴＡ活動に多大な貢献をしたと認められた者。 

(2) 本校のＰＴＡ役員を通算して３年以上努め、ＰＴＡ活動に顕著な功績があると認められた者。 

(3) 本校のＰＴＡの目的達成のために尽力し、その功績が特に顕著であると認められた者。 

 

第３条第３条第３条第３条    表彰は会長および校長の連名で行う。 

 

第４条第４条第４条第４条    表彰は表彰状または感謝状を贈呈する。ただし、記念品を贈呈することができる。 

 

第５条第５条第５条第５条    被表彰者は選考委員会審査を経て、役員会、評議員会の承認を得て決定する。 

 

第６条第６条第６条第６条    選考委員会は、ＰＴＡ役員として残留する役員を中心に構成する。 

 

第７条第７条第７条第７条    本校ＰＴＡ会員以外の者で本会の活動及び地域の教育活動に顕著な功績があり、その発展に尽力した者を表

彰することができる。 

 前項の場合は第３条から第６条の規定を準用する。 

 

第８条第８条第８条第８条    表彰は原則として毎年定期総会において行う。ただし、特別に必要がある場合には臨時に表彰することがで

きる。 

 

        附則附則附則附則    この規定は平成 20年４月１日から施行する。            
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３３３３    泊高等学校定時制課程午前部同窓会会則泊高等学校定時制課程午前部同窓会会則泊高等学校定時制課程午前部同窓会会則泊高等学校定時制課程午前部同窓会会則    

    

(設置) 

第1条 本会は、県立泊高等学校定時制課程午前部同窓会と称し、本部を泊高等学校定時制課程午前部内に置く。 

 

(目的) 

第2条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。 

    

(会員) 

第3条 本会の会員は、泊高等学校定時制課程午前部を卒業した者をもって構成する。 

    

(事業) 

第4条 本会は、その目的遂行のために次の事業を行うものとする。 

  (1) 会報、会員名簿の発行 

  (2) 親睦、レクレーション 

  (3) その他、必要と認める事業 

    

(役員) 

第5条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会 長   １名 

(2) 副会長   ２名 

(3) 会 計   １名 

(4) 書 記   １名 

(5) 幹事（各期）２名 

(6) 会計監査  ２名 

    

(役員の選出) 

第6条    役員は、総会においてそれぞれ選出するものとする。 

    

(役員の任期) 

第7条 役員の任期は、２ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。 

    

(機関) 

第8条    本会の機関として総会、役員会を置くものとする。 

    

(総会) 

第9条 総会は、全会員を以て構成し、次の事項を議決し、及び承認するものとする。 

(1) 会則の改正 

(2) 役員の選出 

(3) 予算・決算の審議 

(4) 役員からの報告事項の承認 

総会は、毎年１回会長がこれを開催する。ただし緊急やむをえないときは臨時に開くことができる。 

    

(役員会) 

第10条 役員会は、会計監査を除く全役員で以て構成し、次の事項を審議し執行する。 
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(決議) 

第11条 会の決議は、出席会員の過半数の同意を以てこれを決める。可否同数の場合は、議長がこれを決するものと

する。 

    

(経費) 

第12条    本会の経費は、次の各号より生ずるものとする。 

(1) 入会金（入会金は、1,000円とする） 

(2) 寄附、その他の収入 

 

(会計年度) 

第13条    本会の会計年度は、４月１日より翌３月３１日までとする。 

 

附則 

この規程は、平成3年3月1日から施行する。 

この規程は、平成17年8月31日改正 

この規程は、平成17年9月1日から施行する。 
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４４４４    泊高等学校定時制課程午前部互助会泊高等学校定時制課程午前部互助会泊高等学校定時制課程午前部互助会泊高等学校定時制課程午前部互助会規程規程規程規程    

(名称) 

第1条 泊高等学校定時制課程午前部互助会と称する。 

(目的) 

第2条 本会は、泊高等学校定時制課程午前部の全職員をもって組織し、会員相互の相互扶助及び親睦融和を目的と

する。 

(事業) 

第3条 本会は、次の事業に出資する。 

(1) 会員の親睦会（新年会、月見会、忘年会、スポーツ大会） 

(2) 会員の歓送迎会（歓迎会,転退職送別会） 

(3) 会員に慶事がある場合には、下記の金額を祝儀として贈る。 

① 結婚の時････････               １０,０００円 

② 出産の時････････               １０,０００円 

③ その他の慶事･････            その都度会員にはかる 

(4) 会員に病気又は災害等の事故があったときは、下記の金額を見舞金として贈る。 

① １か月以上の病気休暇のとき････････       ５,０００円  

② １週間以上の入院をしたとき･･･････・      ５,０００円 

③災害又は事故に遭ったとき･･････････     その都度会員にはかる 

(5) 会員に不幸があったときは、下記の金額を香典として贈る。 

①会員死亡のとき      ･････････       ５,０００円と弔花 

②配偶者及びⅠ親等の死亡のとき･･･････       ５,０００円 

③会員同一の戸籍又は同一の所帯の者が死亡したとき･･･５,０００円 

(6) 職域大会における団体の参加料（その都度会員にはかる） 

(7) 職員球技大会の参加料、弁当代の補助 

(8) 茶代、コーヒー代等 

(9) その他会員が必要としたとき（その都度、会員にはかる） 

(役員) 

第4条 本会の役員は、幹事若干名があたる。（会計も含む） 

(1) 幹事は各教科会（事務、養護、司書、助手、用務を含む）の持ち回りとする。 

(幹事) 

第5条 幹事団の順序は次の通りとし、それぞれ前期（４～７月）中期（９～１２月）後期（１～３月）の各期間を

ローテーションで行なうものとする。１グループはあたらない年もある。        

第１グループ･･･英語、商業、司書、事務、用務           

第２グループ･･･数学、理科、実習助手               

第３グループ･･･体育、家庭、養護教諭               

第４グループ･･･国語、社会、芸術                 

(会費) 

第6条 本会の会費は、会費、寄付金、及びその他、収入をもってこれにあてる。 

会費は、月額１,５００円とし、必要やむを得ない場合は、会員にはかり臨時に徴収することができる。 

校長・副校長・事務長は月額５００円（三部に加入のため） 

養護教諭、事務、司書、用務は月額１，０００円を徴収する。 

(会計年度) 

第7条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

附則 

この規程は、平成2年4月1日から施行する。 

この規程は、平成17年9月1日から施行する。 


