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《 総 会 内 容 》 

 議 事 

（１）令和 3 年度 事業報告 

（２）令和 3 年度 決算報告 

（３）令和 3 年度 会計監査報告 

（４）令和 4 年度 役員選考結果の報告・承認 

（５）令和 4 年度 成隣小学校 PTA 事業方針・計画案 

（６）令和 4 年度 事業計画案 

（７）令和 4 年度 予算案 

 

 

 



日付 日付 日付

4/10　6/25 本部役員会 10/26　12/7 1/24 本部役員会

7/9 全体委員会             運営委員会 休止

3/15 全体委員会

4/27 運営委員会             休止 ＰＴＡ本部主催行事 休止

ＰＴＡ総会               休止 あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止 3/15 運営委員会

10/9 運動会協力（学校） あいさつ安全運動協力(選考委員） 休止

あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止 11/20 学校評議員会 3/25　3/18 卒業式協力参列（小学校・中学校） 欠席

4/6 入学式協力参列（小学校） 欠席 11/23 青少年フェスティバル協力（地区委員会）中止 1/16 たこあげ大会協力（地区委員会） 中止

4/9 入学式協力参列（中学校） 欠席 成隣フェスティバル協力（地区委員会） 中止

昭島市公立小学校ＰＴＡ協議会総会 休止 12/12 たこ作り教室協力（地区委員会） 昭島市公立小学校ＰＴＡ協議会理事会 休止

昭島市公立小学校ＰＴＡ協議会理事会 休止 11/26 昭島市公立小学校ＰＴＡ協議会理事会 1/15 学校評議員会

学校評議員会 休止 昭島市公立小中学校ＰＴＡ協議会

成隣地区研修会      休止                           教育懇談会・懇親会 休止

6/1 ＰＴＡ会費集金         成隣地区委員会総会   休止

昭島市中部地区研修会 休止

― 部会（毎月） 休止 部会（毎月） 休止 部会（毎月） 休止

7/9 第1回全体委員会 あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止 あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止

4/27 運営委員会 休止 10/9 運動会協力（学校） 中止 成隣フェスティバル協力（地区委員会） 中止

― あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止 ＰＴＡ主催行事協力 休止 3/15 運営委員会

PTA総会 休止 学年行事の実施 休止 3/15 全体委員会

ＰＴＡ会費集金 休止 運営委員会 休止 学年行事の実施 休止

― 給食試食会の実施 休止 茶話会の実施 休止

― 学年行事の実施 休止

― 部会（毎月） 休止 部会（毎月） 休止 部会（毎月） 休止

7/9 第1回全体委員会 運営委員会 休止 成隣フェスティバル協力（地区委員会） 中止

4/27 運営委員会 休止 ＰＴＡ主催行事協力 休止 あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止

あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止 10/9 運動会協力（学校） 中止 3/15 運営委員会

ＰＴＡ総会 休止 あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止 3/15 全体委員会

6/26 漢字検定の実施 休止 8/29 漢字検定の実施 中止 1/29 漢字検定の実施 中止

インクカートリッジ活動の推進 休止 インクカートリッジ活動の推進 休止 3/15 インクカートリッジ活動の推進

ベルマーク活動の推進 休止 ベルマーク活動の推進 休止 3/15 ベルマーク活動の推進

― 部会（毎月） 休止 部会（毎月） 休止 部会（毎月） 休止

7/9 第1回全体委員会 ＰＴＡ主催行事協力 休止 成隣フェスティバル協力（地区委員会） 中止

4/27 運営委員会 休止 10/9 運動会協力（学校） 中止 あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止

あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止 第3回 部会 休止 3/15 全体委員会

PTA総会 休止 11/18 学期末、広報誌第一号発行 3/22 学期末、広報誌第二号発行

各種行事撮影 休止 運営委員会 休止 3/15 運営委員会

あいさつ安全運動協力（選考委員） 休止

7/9 第1回全体委員会 委員会（毎月） 休止 部会 休止

4/27 運営委員会 休止 次年度の本部役員選出業務 休止 3/5 全体委員会　新役員の紹介

あいさつ安全運動 休止 ＰＴＡ主催行事協力 休止 3/15 運営委員会

ＰＴＡ総会 休止 10/9 運動会協力（学校） 中止 あいさつ安全運動 休止

あいさつ安全運動 休止 2/21 成隣フェスティバル協力（地区委員会） 休止

運営委員会 休止 次年度本部役員候補者 

2/18 　選出通知の作成および配布

新役員への全体委員会参加通知作成

令和4度総会での新役員の承認
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令和3年度 一般会計決算報告
【自： 令和3年4月1日 ～ 至： 令和4年3月31日】

■ 収入の部 (単位：円)

科目 予算 予算現額 収入済金 備考

前年度繰越金 463,778 463,778 463,778

会費収入 304,000 304,000 304,000 PTA会費１,000円×304口（教員含む）

その他 0 1,443 1,443 利息・記念品代

収入の部　計 767,778 769,221 769,221

■ 支出の部

科目 予算 支出現額 未使用額 使用率 （％） 備考

運営費

市小P協分担金及び渉外費 30,000 0 30,000 0 市小P協分担金・記念行事･事業参加費

入卒記念費 150,000 144,420 5,580 96 名札・通学帽、卒業記念品等

慶弔費 10,000 0 10,000 0 不足が生じた場合は予備費等から充当

緊急時備蓄食糧・備品 15,000 0 15,000 0 備蓄用児童食料（カンパン）

活動費

本部費 50,000 6,710 43,290 13 本部事業費(事務用品等)

学年学級部費 15,000 0 15,000 0 各学年学級活動費

文化部費 15,000 2,234 12,766 15 文化事業費

広報部費 25,000 23,800 1,200 95 ｢成隣｣印刷制作費等

選考委員会費 2,500 1,487 1,013 59 選考活動費

その他

保険料 35,000 32,342 2,658 92 PTA総合保険

積立金 60,000 60,000 0 100 積立金会計へ

周年行事積立金 60,000 60,000 0 100 周年行事特別積立会計へ

予備費 300,278 0 300,278 0

印刷機購入代 0 0 0 - 印刷機代

扇風機代 0 0 0 - 体育館用扇風機代

その他 0 0 0 - 転出に伴う会費返還・その他事業割当等

支出の部　計 767,778 330,993 436,785 43

※各項目の予算に関しては、他の科目間への運用可能とした。

収入計 769,221

支出計 330,993

次年度繰越金 438,228

令和3年度 積立金会計報告

■ 収入の部

科目 令和3年度 決算額 備考

前年度繰越金 360,067

積立金 60,000

利息 9

収入の部　計 420,076

■ 支出の部

科目 令和3年度 決算額 備考

雑支出 0

支出の部　計 0

令和3年度 周年行事等特別積立金会計報告

■ 収入の部

科目 令和3年度 決算額 備考

前年度繰越金 678,900

周年行事積立金 60,000

漢検利益 0

利息 46

収入の部　計 738,946

■ 支出の部

科目 令和3年度 決算額 備考

雑支出 0

支出の部　計 0

上記の通り決算報告いたします。

令和3年3月31日

監査の結果相違ないことをみとめます。

令和3年4月1日



令和４年度 成隣小学校 ＰＴＡ役員会事業方針・計画（案） 

<< 令和４年度スローガン >> 

『PTA の未来は考え方ひとつで変わる。私達保護者は子ども達のためを思っている。だけどその見方はさまざ

まと違う。私達には新しい時代が見えています。今や目の前だけではなく、その先の未来を見ています』 

 

１．  事業方針  

  １）学校、保護者、そして地域とのコミュニケーションを図り安全で安心した学校生活を行える活動をする。 

２）お互いに助け合う事をまずは、大人が見本になり子供たちへ伝えて行く。  

３）本部役員、各専門部役員が相互に協力してのスローガンに即した事業の実施 

２．  本部の事業計画  

 １）事業方針に沿った行事の企画、運営 

 ２）学校行事への協力（運動会・入学式・卒業式）地区行事への協力（青少年フェスティバル・成隣フェステ ィ

バル・たこ作り・たこ揚げ大会）  

３）市小 P 協・地区委員会等との連携（Ｔｅａｍ SEIRIN！！） 

 ４）保護者による「あいさつ・安全運動」の実施と結果の開示  

５）児童の入学・卒業における記念品の贈呈 

６）ＰＴＡ行事等の再検討  

３．  各専門部・委員会の事業計画 

   １）各専門部、委員会の事業検討に際してのお願いと留意事項 

 ① 保護者と学校、そして児童を結ぶことのできる事業内容とする 

 ② 事業の開催日時は原則として授業時間中には行わないものとし、放課後や休日の開催を検討する 

③本部事業及び地区行事、学校行事への協力 

④大まかな実施内容、時期、予算を運営委員会にて発表 

  ＜学年学級部＞ 

・各学年学級での交流を図れるような事業内容の検討 

・ＰＴＡ会費集金 

・学年行事の実施 

・給食試食会の実施 

・茶話会の実施 

＜文 化 部＞ 

・保護者の文化・教養及び体育・レクレーションに関する事業内容の検討（子どもとの体験企画も要検討） 

・教養として漢字検定試験の開催予定（子どもとの体験型企画も要検討） 

・講演会などの開催の場合には、本部との共催も検討 

・インクカートリッジ活動の推進 

・ベルマーク活動の推進 

＜広 報 部＞ 

・ＰＴＡ活動を広くＰＲするとともに、広報誌「成隣」の編集・発行（2 回/年）（6 ページ程度） 

・ＰＴＡ・学校・地区行事への参加による、各活動記録の収集 

注：広報誌は印刷機を使わずに、業者発注です 

＜選考委員会＞ 

・あいさつ・安全運動を通し来年度のスムーズな役員選考の準備と活動 

＊役員選考にあたり、人とのつながりをよくするため 

＊単年学級時 2 日間 場所等再検討 



本部役員会（毎月） 本部役員会（毎月） 本部役員会（毎月）

全体委員会             運営委員会 全体委員会

運営委員会             ＰＴＡ本部主催行事 運営委員会

ＰＴＡ総会               あいさつ安全運動協力（選考委員） あいさつ安全運動協力(選考委員）

ＰＴＡ会費集金         運動会協力（学校） 卒業式協力参列（小学校・中学校）

あいさつ安全運動協力（選考委員） 学校評議員会 たこあげ大会協力（地区委員会）

入学式協力参列（小学校・中学校） 青少年フェスティバル協力（地区委員会） 成隣フェスティバル協力（地区委員会）

昭島市公立小学校ＰＴＡ協議会総会 たこ作り教室協力（地区委員会） 学校評議員会

昭島市公立小学校ＰＴＡ協議会理事会 昭島市公立小学校ＰＴＡ協議会理事会

学校評議員会 昭島市公立小中学校ＰＴＡ協議会

成隣地区委員会総会                             教育懇談会・懇親会

成隣地区研修会      

部会（毎月） 部会（毎月） 部会（毎月）

第1回全体委員会 あいさつ安全運動協力（選考委員） あいさつ安全運動協力（選考委員）

運営委員会 運動会協力（学校） 成隣フェスティバル協力（地区委員会）

あいさつ安全運動協力（選考委員） ＰＴＡ主催行事協力 運営委員会

PTA総会 学年行事の実施 第2回全体委員会

ＰＴＡ会費集金 運営委員会 学年行事の実施

給食試食会の実施 茶話会の実施

学年行事の実施

部会（毎月） 部会（毎月） 部会（毎月）

第1回全体委員会 運営委員会 成隣フェスティバル協力（地区委員会）

運営委員会 ＰＴＡ主催行事協力 あいさつ安全運動協力（選考委員）

あいさつ安全運動協力（選考委員） 運動会協力（学校） 運営委員会

ＰＴＡ総会 あいさつ安全運動協力（選考委員） 第2回全体委員会

漢字検定の実施 漢字検定の実施 漢字検定の実施

インクカートリッジ活動の推進 インクカートリッジ活動の推進 インクカートリッジ活動の推進

ベルマーク活動の推進 ベルマーク活動の推進 ベルマーク活動の推進

部会（毎月） 部会（毎月） 部会（毎月）

第1回全体委員会 ＰＴＡ主催行事協力 成隣フェスティバル協力（地区委員会）

運営委員会 運動会協力（学校） あいさつ安全運動協力（選考委員）

あいさつ安全運動協力（選考委員） 第3回 部会 第2回全体委員会

PTA総会 学期末、広報誌第一号発行 学期末、広報誌第二号発行

各種行事撮影 運営委員会

あいさつ安全運動協力（選考委員）

第1回全体委員会 委員会（毎月） 次年度本部役員候補者 

運営委員会 次年度の本部役員選出業務 　選出通知の作成および配布

あいさつ安全運動 ＰＴＡ主催行事協力 成隣フェスティバル協力（地区委員会）

ＰＴＡ総会 運動会協力（学校） 新役員への全体委員会参加通知作成

あいさつ安全運動 第2回 全体委員会　新役員の紹介

あいさつ安全運動

令和4年度総会での新役員の承認

*今後の感染状況と、緊急事態宣言解除の動向等によって、予定から変更させていただくこともあります。
ご承知おきください。
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令和4年度 一般会計予算（案）
【自： 令和4年4月1日 ～ 至： 令和5年3月31日】

■ 収入の部 (単位：円)

科目 令和3年度 予算額 令和3年度 決算額 令和4年度 予算額 備考

前年度繰越金 463,778 463,778 438,228

会費収入 304,000 304,000 299,000 PTA会費1,000円×281世帯 教員18人　計299口　

その他 0 1,443 0 利息・廃乾電池収入・地区委員会より協力金

収入の部　計 767,778 769,221 737,228

■ 支出の部

科目 令和3年度 予算額 令和3年度 決算額 令和4年度 予算額（案） 備考

運営費

市小P協分担金及び渉外費 30,000 0 60,000 市小P協分担金･理事会、事業参加費等

入卒記念費 150,000 144,420 150,000 名札・通学帽、卒業記念品等

慶弔費 10,000 0 10,000 不足が生じた場合は予備費等から充当

緊急時備蓄食糧・備品 15,000 0 15,000 災害時事前協力費（食糧及び備品等）

活動費

本部費 50,000 6,710 100,000 本部事業費（その他行事費・事務用品等）

学年学級部費 15,000 0 30,000 各学年学級活動費

文化部費 15,000 2,234 30,000 文化事業費

広報部費 25,000 23,800 50,000 ｢成隣｣印刷制作費等（外部発注）

選考委員会費 2,500 1,487 5,000 選考活動費

その他

保険料 35,000 32,342 35,000 PTA総合保険

積立金 60,000 60,000 60,000 積立金会計へ

周年行事積立金 60,000 60,000 60,000 周年行事特別積立会計へ

予備費 300,278 0 132,228 転出に伴う会費返還・その他事業割当等

支出の部　計 767,778 330,993 737,228

一般会計繰越金
収入（3年度 決算額） 769,221

支出（3年度 決算額） 330,993

令和4年度 繰越金 438,228

令和4年度 積立金会計予算（案）
■ 収入の部

科目 令和3年度 決算額 令和4年度 予算額 備考

前年度繰越金 360,067 420,076

積立金 60,000 60,000

雑収入 9 0 利息等

収入の部　計 420,076 480,076

■ 支出の部

科目 令和3年度 決算額 令和4年度 予算額 備考

雑支出 0 0

支出の部　計 0 0

積立金繰越金
収入 480,076

支出 0

令和4年度 予算額 計 480,076

令和4年度 周年行事等特別積立金会計予算（案）
■ 収入の部

科目 令和3年度 決算額 令和4年度 予算額 備考

前年度繰越金 678,900 738,946

周年行事積立金 60,000 60,000

雑収入(漢検含む) 46 0

収入の部　計 738,946 798,946

■ 支出の部

科目 令和3年度 決算額 令和4年度 予算額 備考

雑支出 0 0

支出の部　計 0 0

周年行事等特別積立繰越金
収入 798,946

支出 0

令和4年度 予算額 計 798,946

※各項目の予算に関しては、他の科目間への運用可能とする。



 

青少年とともに歩む 

成隣小地区委員会 

市小 P協 

中部ブロック 

昭島市公立小学校 

PTA連絡協議会 

（市小 P協） 

昭島市 

青少年問題協議会 

成隣小PTA及び学校 

市教育委員会 

PTAのしくみ 

 
 
 
 本部役員会（本部役員） 
 
 運営委員会（本部＋正副部長、委員長） 
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[青少年とともに歩む成隣小 
地区委員会] 

  小学校地区ごとに市内１３地

区に組織されています。自治会

や子供会など地域団体の関係

者及び民生・児童委員や青少

年委員 ほか各種委員と一緒

にPTA本部も構成メンバーにな

っています。 

 青少年フェスティバル・スポー

ツ大会・凧上げ大会などの青少

年に関わる様々な活動をしてい

ます。 

 

[昭島市公立小学校 
PTA協議会] 

  市内の小学校 13 校が集ま

って組織されています。 

 学校長や PTA 会長などで

理事会が構成されています。

市への要望書の作成、教育懇

談会など市公立中学校 PTA

協議会と合同で取り組んでい

ます。 

 会長連絡会を開催し、情報

交換や視察研修を行っていま

す。 

 

[昭島市公立・小中学校 PTA

協議会中部ブロック] 

市内の瑞雲・清泉中学校と中

神・光華・武蔵野・つつじが丘・

成隣小 PTA で組織されていま

す。 

講演会や懇談会などの研修

や情報交換などを行っていま

す。 
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第一章   総  則 

第 一 条   （名称） この会は、成隣小学校 PTA という。 

第 二 条   （事務局） この会の事務局を成隣小学校におく。 

第 三 条   （目的） この会は、保護者と教師が協力して、たがいに教養を高め、学校と家庭と社会に

おける児童の幸福な成長をはかることを目的とする。 

第 四 条   （方針） この会は、次の方針によって活動する。 

       １ 児童の教育ならびに福祉のために活動による諸団体および諸機関と協力する。 

       ２ 特定の宗教や政党に関する活動や、もっぱら営利を目的とするような行為を行わない。 

       ３ 学校の管理運営ならびに人事には干渉しない。 

第 五 条   （事業） この会の目的を達成するために、次の事業を行なう。 

       １ 会員の文化教養に関する各種事業 

       ２ 児童の健全育成に関する事業 

       ３ 教育に関する理解と協力のための事業 

       ４ その他、この会の目的を達成するために必要な事業 

 

     第二章   組  織 

第 六 条   （会員） この会の会員は、本校の児童の保護者またはこれに代わる者および教職員とす

る。 

第 七 条   （会と部） この会の事業を計画・審議・運営するために役員会・運営委員会・委員会・専門

部会をおく。 

          専門部は、学年学級部・文化・広報の各部とする。 

第七条の二  （会員の責務） 教職員を除く会員は、１児童が在学中に 1回以上は、何らかの役職を担う

よう努める。 

 

             第三章   役員および会計監査 

第 八 条    （役員・会計監査の構成） この会に、次の役員および会計監査をおく。 

          会長 １名、副会長 ４名、（うち 1名に副校長）、書記 ２名以上、会計 ３名以上（うち１名

は、教職員）、会計監査 ２名、役員補佐任意。 

第 九 条    （役員の任務） 

       １  会長はこの会を代表し、会務を総轄する。 

       ２  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその会務を代行する。 

       ３  書記はこの会の庶務を担当し、必要事項の記録をとり、その保管にあたる。 

       ４  会計はこの会の経理を担当し、出納簿の管理、および予算の執行にあたる。 

       ５  役員補佐はＰＴＡの補助を目的とし選出については本部がおこなうものとし 

          会長の判断で人数調整と役員会招集を決めることが出来る。また本校の児童の 

          保護者以外も可とする。 
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第 十 条    （役員の選出） 役員の選出は、選考委員会において会員中より選考する。 

第十一条     (役員の任期) 役員の任期は、定期総会から翌年の定期総会までとする。但し再任は妨

げない。 

          補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。 

第十二条    （会計監査の任務） 会計監査は経理会計を監査し総会で報告をする。 

第十三条    （会計監査の選出・任期） 会計監査の選出と任期は、役員に準ずる。 

 

     第四章   会  議 

第十四条    （会議） 会議は、総会・委員会・運営委員会・役員会・専門部会とする。 

第十五条    （総会） 総会は年 1 回（定期）に会長が召集し、決算の承認・役員及び会計監査の選出

および承認・予算審議・会則の制定および改廃・その他重要な議決を行なう。ただし、会

長または委員会が必要と認めた場合、もしくは、全会員の５分の１以上の要求があった場

合は、会長は臨時総会を召集しなければならない。 

             総会は委任状含め、会員（世帯数）の５分の１以上の出席によって成立する。 

          議決は委任状含め、出席会員の過半数による。 

第十六条    （委員会） 委員会は、役員および専門部委員をもって構成し、議案により会計監査およ

び選考委員会委員の出席を求めることができる。委員会は必要に応じて会長が召集し、

事業の調整・総会の準備・その他、重要議案の審議にあたる。 

          会務の遂行上、その事情によっては、委員会をもって総会にかえることができる。この場

合、全会員に周知して、意見を求める手段を講じ、次の総会で報告しなければならない。 

第十六条の二  （運営委員会） 運営委員会は、役員・専門部会および選考委員会の部長および副部

長をもって構成し、議案により会計監査の出席を求めることができ、各専門部の事業の調

整および決定を行なう。 

第十七条    （役員会） 役員会は役員および校長をもって構成し、会務についての企画・立案・調整

および緊急事項の処理にあたる。 

なお、会長の判断で各月の役員会の開催の日程の変更中止追加を行う事が出来る。

事業の運営にあたっては、会計監査の協力を求めることができる。 

校長はすべての会合に出席して意見を述べることができる。 

第十八条    （専門部会） 専門部会は各学級より選出された委員をもって構成し、部長１名・副部長２

名を互選する。 

          部会は各専門部ごとに設け、必要に応じて開くことができる。 

          専門部の構成と任務は次のとおりとし、各専門部および選考委員会は相互に協力して、

事業の運営に努めるものとする。 

       １ 学年学級部 各学級より選出された委員（１名）をもって構成し、各学級・学年活動の推進・

連絡に関する活動にあたる。 
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       ２ 文  化  部 各学級より選出された委員（１名）をもって構成し、会員の文化・教養および

体育・レクリエーションに関する活動にあたる。 

       ３ 広  報  部 各学級より選任された委員（１名）をもって構成し、会報の編集発行・その他

会の広報活動にあたる。 

 

第五章   会計経理 

第十九条    （経費） この会の経費は、会費・事業収益金および寄付金、その他をもってあてる。 

第二十条    （会費） 会費は総会の議決をもって定め、その年度の予算に基づいて微収する。転入

の場合については、転入の翌月より月割り額を微収する。 

          また転出者には、転出する月までの月割り額を微収するものとし、前納金がある場合は、

転出者の申し出により、返金するものとする。 

            なお、月割り額の算定に当たっては、1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

第二十一条  （予算・決算） 予算は定期総会の議決によって成立し、決算は会計監査を経て、総会の

承認を得るものとする。 

第二十二条  （会計年度） 会計年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 

 

     付  則 

一、 この会則の施行に必要な細則は別に定める。 

二、 この会則は、平成８年４月２０日（総会の日）より実施する。 

三、 この会則は、平成９年から平成３１年の改正付則略。 

 

     慶弔規定 

一、 保護者および保護者に代わる会員と児童に対する規定 

１ 在学児童死亡弔慰金              １０，０００円 

       ２ 会員死亡弔慰金                 １０，０００円 

       ３ 児童傷病見舞金（入院三週間以上）       ３，０００円 

二、 教職員会員に対する規定 

       １ 教職員死亡弔慰金               １０，０００円 

       ２ 教職員の配偶者死亡弔慰金          ５，０００円 

       ３ 教職員傷病見舞金（入院３週間以上）     ３，０００円 
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三、 火災・水害等、非常災害の場合は、その都度、役員会において協議決定する。 

四、 その他この規定にない事項で必要のあるときは、役員会において協議決定する。 

五、 この規定の改廃は委員会による。 

六、 この規定は、平成９年１０月２７日より実施する。 

 

 

役 員 選 考 規 程 

平 成 ９ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 

成隣小学校選考委員会 

 

第１  役員の選考については、選考委員会を組織して、その活動を行なうものとする。 

第２  選考委員会の構成を次の通りとする。 

    １ 各学級１名 

    ２ 本部役員より２名（副校長を含む） 

第３  選考委員の選出は、専門部の選出と同時に行なう。 

第４  選考委員会は委員長１名、副委員長２名を互選する。 

第５  役員の選考のうち会長及び副会長は、全会員からの自薦及び他薦を募り、書記、会計及び会

計監査については自薦を募る。 

第６  選考委員会は推薦および自薦に基づいて交渉して、役員の選考をする。この場合、選出され

た役員の選出学級については、その役員の意思を尊重し、選考委員会が調整するものとする。

また安全指導に関する活動にあたる。 

第７  書記、会計および会計監査については、３月中に翌年度の役員および会計監査のいない学

級から役員候補者１名を選出することができるものとする。 

また、書記、会計及び会計監査の選出に際しては、原則として、同学年で 2 名以上の役員

及び会計監査が選出された場合は、その学年で役員候補者を選出しないものとする。 

ただし、選考の都合上、止むを得ない場合はこの限りではない。 

第８  学級から選出された役員候補者の役職については、選考委員会の調整により決定する。 

第９  選考委員会は、選出された役員の報告を年度末の全体委員会に報告する。 

第 10 この規程の改廃は、選考委員会による。 

 

付   則 

一、 この規程は、平成９年１０月２７日から実施する。 

二、 この規程は、平成１９年３月１７日から実施する。 

三、 この規程は、平成２１年４月１日から実施する。 


