
生駒市ＰＴＡ協議会規約 

第 1章 総  則 

 

（名称及び事務局） 

第 1条 本会は、生駒市ＰＴＡ協議会と称し、円滑な運営のために事務局を設ける。 

 

（目的） 

第 2条 本会の目的は次のとおりとする。 

 生駒市の子どもたちの幸せを守り、健全な育成を本旨とする民主的団体として活動

する。 

 ＰＴＡの健全な発展に資するため、各単位ＰＴＡの活動を支援し、ＰＴＡ相互の連絡協

調を図る。 

 ＰＴＡのあり方について研究を深め、ＰＴＡの健全な運営に努める。 

 成人教育活動を盛んにし、社会教育の振興に努める。 

 

（事業の範囲） 

第 3 条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行うこととし、如何なる政治的活動、宗教的

活動並びに営利を目的とした活動やこれらを支持、支援しないこととする。 

 ＰＴＡ活動に関する講演会、講習会、研究会等の開催。 

 ＰＴＡ活動における安全対策の研究、安全対策事業の奨励と実施に関すること。 

 安全対策に関する災害補償制度の運営。 

 その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 

 

第 2章 会  員 

 

（会員） 

第 4条  本会の会員とは、本会を構成する単位ＰＴＡの会員及び第７条に規定する役員をいう。 
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第 3章 代議員、理事、役員 

 

（代議員） 

第 5条  代議員は各単位ＰＴＡを代表し、会員と本会との連携を保ちながら、本会の推進役となる。 

２ 代議員は、各単位ＰＴＡから会長、本部役員（1名）及び校園長の 3名を選出する。 

３ 第 7条に規定する本会の役員は代議員となる。 

 

（理事） 

第 6条  理事は理事会の構成員として本会の運営に当たる。 

２ 理事は、各単位ＰＴＡの会長から選出された役員 2名とする。 

 

（役員） 

第 7条  本会に次の役員を置く。 

 会長    1名 

 副会長    若干名 

 会計    若干名 

 書記    若干名 

 会計監査    2名 

 活動事業実行委員長  1名 

 顧問       若干名 

 

（役員の選出） 

第 8条  役員は、規約細則で定める役員選考委員会において選出し、総会の承認を得る。 

 

（役員の任務） 

第 9条  役員の任務は、次のとおりとする。 

 会長は、本会を代表して会務を総理し、総会、理事会、役員会、安全対策委員会及び        

人権教育推進委員会を招集する。 

 会長は、理事会、役員会、安全対策委員会及び人権教育推進委員会の会議の議長

となる。ただし、理事会及び役員会については副会長にこれを委嘱することができる 

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 
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 会計は、本会の会計事務を処理する。 

 書記は、会議の記録を行い、議事録を整理する。 

 会計監査は、本会の会計を監査する。 

 活動事業実行委員長は、本会が行う活動事業について、企画立案並びに事業運営

を総括する。 

 顧問は、会長及び役員の相談に応じる。 

 すべての役員は本会の名において、政治的活動、宗教的活動並びに営利を目的とし

た活動は行わないこととする。 

 

（役員、理事、代議員の任期） 

第 10条  役員、理事及び代議員の任期は 1 年とする。ただし、後任者が決定するまで、その職務を行

うものとする。なお、再任は妨げない。 

 

（役員、理事及び代議員の欠員補充） 

第 11条  会長が欠員となったときは、役員会において副会長の中から会長を選出し、理事会の承認

を得る。 

２   会長以外の役員に欠員が生じたときは、役員会において選出し、理事会の承認を得る。 

３   理事又は代議員に欠員が生じたときは、その選出母体から補充する。 

4   欠員の補充により選任された役員、理事及び代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

第 4章 機  関 

 

（機関） 

第 12条  本会には、次の機関を置く。 

（１） 総会 

（２） 理事会 

（３） 役員会 

（４） 安全会 

（５） 人権教育推進委員会 

（６） 部会 
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（７） 活動事業実行委員会 

（８） 常任委員会 

（９） 特別委員会 

 

（総会） 

第 13条   総会は、本会の最高議決機関で代議員をもって構成する。 

２ 定期総会は、年 1回とし、決算、事業報告及び役員の承認並びに予算、事業計画、規約の

制定、改廃その他重要議案について審議し、決議する。 

３  臨時総会は、構成員の 2 分の 1 以上の要求があったとき、又は会長が必要と認め、役員

会の承認を得たとき開くことができる。 

４  総会は、構成員の 2分の 1以上の出席によって成立する。 

５  総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 

６  総会の議長は代議員の中から選出する。 

 

（理事会） 

第 14条  理事会は、総会につぐ議決機関で役員及び理事をもって構成する。ただし、会長が必要と認

めたときは、理事を除く代議員の出席も求めることができる。 

２ 理事会は、1学期に 1回を基本として開催する。ただし、構成員の 2分の 1以上の要求が

あったとき、又は会長が必要と認めたときは、理事会を開くことができる。 

３  理事会は、総会で協議または報告すべき事項及び本会の運営活動の推進についての必

要事項を審議し、決議する。 

４  理事会は、総会の決議事項で急を要すると認めるときは、総会に代わって決議することが

できる。 

５  理事会の議事は、出席する役員及び理事の過半数をもって決する。 

６  前項の規定により総会に代わって決議したときは、会長はその経過及び決議内容を次の   

総会に報告しなければならない。 
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（役員会） 

第 15条  役員会は、役員をもって構成する。 

２  役員会は、理事会に提出する議案その他必要事項を審議する。 

 

（安全会） 

第 16条  安全会は、会員をもって構成する。 

２  安全会には安全対策委員会を置き、ＰＴＡ活動に関する安全対策について協議・実施する。 

３  前項の安全対策委員会は役員をもって構成し、委員長は会長が兼任する。 

 

（人権教育推進委員会） 

第 17条  人権教育推進委員会は、役員をもって構成する。 

２  人権教育推進委員会は、人権教育の推進について協議する。 

３  委員長は、会長が兼任する。 

 

（活動事業実行委員会） 

第 18条  活動事業実行委員会は、活動実行委員長及び理事会において選出された理事をもって構

成する。 

2  活動事業実行委員会は、本会が行う活動事業について、企画立案並びに事業運営を担う。 

 

（部会） 

第 19条  本会に次の部会を置き、本会規約第 2条の目的に沿い、校園に関する事項を協議する。 

      

（校種別部会） 

（１） 幼稚園部会 

（２） 小学校部会 

（３） 中学校部会 

     （校区別部会） 

（１） 生駒中学校区 

（２） 生駒北小中学校・生駒南中学校区 

（３） 緑ヶ丘中学校区 
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（４） 鹿ノ台中学校区 

（５） 上中学校区 

（６） 光明中学校区 

（７） 大瀬中学校校区 

     （地区別部会） 

（１） 北地区 

（２） 中地区 

（３） 南地区 

２   部会の構成、その他必要な事項は規約細則に定める。 

 

（常任委員会） 

第 20条  本会は、次の常任委員会を置き、それぞれの任務を行う。 

（１） 総務委員会       組織運営並びに成人教育に関する事業等の事項。 

（２） 問題委員会       幼児、児童、生徒の健康増進、健全育成対策、健や 

                        かな成長を求める家庭教育についての研究、研修 

                        等の事項。 

（３） 進路対策委員会          幼児、児童、生徒の進路に関する調査研究等の事 

                      項ならびに、本会に所属する PTAを通じてアンケー

トによる問題や要望の調査研究と要望書を作成等

の事項。 

（4）   広報委員会       機関誌発行等、広報に関する調査研究等の事項。 

２   常任委員会の構成、その他必要な事項は規約細則に定める。 

 

（特別委員会） 

第２１条  本会の運営においては特別の必要があるときは、理事会の決議により特別委員会を置くこと

ができる。 

２   特別委員会の運営は常任委員会に準じて行う。 
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第５章 経  理 

 

（経費） 

第２２条  本会の経費は、分担金、補助金、安全会会費、必要に応じて徴収する各種活動参加費、その         

他の収入をもってあてる。 

 

（分担金及び安全会会費） 

第２３条  分担金及び安全会会費は本会の経費の一部をなし、各単位ＰＴＡより徴収する。 

２  分担金及び安全会会費の額及び納入方法については、規約細則で定める。 

３  分担金及び安全会会費の額を変更するときは、総会の承認を要する。 

 

（資産の使途制限） 

第２４条  本会の資産は、第２条の目的達成のため以外に支出してはならない。 

 

（会計年度） 

第２５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。 

 

第 6章 雑  則 

 

（規約細則及び内規） 

第２６条  この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な規約細則及び内規は、この規約に反

しない限り、理事会においてこれを定める。ただし、規約細則については、その結果をすみやか

に代議員に報告しなければならない。 

 

付則 

（施行期日） 

１  付則１に伴い、従前の生駒市ＰＴＡ協議会規約（平成 28年５月２８日施行） 

 は廃止する 

２  この規約は、令和元年５月２５日から施行する。 

３  この規約は、令和 2年５月２３日から改正する。 
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生駒市ＰＴＡ協議会規約細則 

（役員） 

第１条  役員に関する事項は、次のとおりとする。 

（１） 規約第 8条で定める役員選考委員会は、役員をもって構成する。但し、前年度の本

会会長は除く。 

（２） 役員選考委員会は、規約第 7条の役員を選考するにあたり、原則として本会を構

成する各中学校区から各 1名以上選出するよう努めるものとする。 

（３） 各中学校区から役員を選考する場合、その役員が所属する単位ＰＴＡ会長の所定

の推薦書の提出をもって推薦とする。 

（４） 会長選出は、中学校校区の輪番により、当該中学校校区より選出する。中学校校区

の輪番については別表１ならびに、別表２による。 

（５） 会長推薦者の条件として、単位ＰＴＡでの役員経験が１年以上ある方、会長以外の

推薦者はこの限りではない。 

（６） 顧問は前年度会長が前年度の役員の中から委嘱し、役員選考委員会で選出する。

但し、前年度の本会会長は顧問とする。 

（７） 役員選考委員会は、新年度の会員の中から副会長、会計、書記、会計監査及び活

動事業実行委員長を選出する。 

（８） 書記のうち 1名は事務局長とし、事務局担当校の教頭とする。 

（９） 公職選挙法に定義された公職選挙に立候補した場合、新役員として選出出来な

い。また、役員の場合は、役員の職を辞すること。 

（１０）  公職選挙法に定義された公職に就いている場合は、新会長として選出出来ない。 

（１１）  反社会的勢力を利用、関係している場合、新役員として選出出来ない。また、役員の

場合は、役員の職を辞すること。 

 

（部会） 

第２条 各部会の構成、その他に関する事項は次のとおりとする。 

    （校種別部会） 

（１） 校種別部会は、単位ＰＴＡの会長がそれぞれの該当する校種の部会員となる。なお、

会員の総意に基づき部会員以外の者を招致することができる。 

（２） 各部会において部会員の互選により、部会長、副部会長、部会書記を選出する。 

（３） 各部会には、担当役員が相談役として加わる。 

（４） 各部会は部会長が招集し、議長となる。 

（５） 部会長、副部会長、部会書記、部会員の任期は、規約第１０条を準用する。 
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（校区別部会） 

 校区別部会は、単位 PTA の会長がそれぞれ該当する中学校区の部会員となり、中

学校の会長が部会長となる。 

 各部会には、担当役員が相談役として加わる。 

 各部会は、規約第７条に定める役員を選出するにあたり、本細則第 1 条（２）の規定

に基づき各中学校区から各１名以上選出し、規約第８条に定める役員選考会に推薦

するものとする。 

 部会長及び部会員の任期は、規約第１０条を準用する。 

 

（地区別部会） 

地区別部会は校種別部会と校区別部会を補完する部会とする。 

 

（常任委員会） 

第３条 常任委員会の構成、その他に関する事項は次のとおりとする。 

 常任委員会は、理事、代議員及び各単位ＰＴＡから選出された常任委員で構成する。 

 常任委員会に委員長及び副委員長１名を置き、委員長及び副委員長は、役員会の

推薦により、理事又は代議員の中から選出する。 

 常任委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

 委員長、副委員長及び常任委員の任期は、規約第１０条の規定を準用する。 

 

（分担金及び安全会会費） 

第４条 分担金及び安全会会費の額及び納入に関する事項は、次の通りとする。 

    （分担金） 

（１） 各単位ＰＴＡの分担金は、年額として園児・児童・生徒 1人当たり１２０円とする。 

（２） 分担金は、指定日までに事務局へ納入するものとする。 

 

    （安全会会費） 

（１） 安全会会費は、年額として会員１世帯当たり３0０円とする。 

（２） 安全会会費は、各単位ＰＴＡにて一括して徴収し、指定日までに事務局へ納入するも

のとする。 
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（事務局） 

第５条 事務局に関する事項は、次の通りとする。 

（１） 事務局には、事務局員を置く。 

（２） 事務局は輪番制とする。（規約細則 別表１，２参照） 

 

 

 

 

（別表１ ローテーション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑ヶ丘中学校（育） 

大瀬中学校（P） 

上中学校（育） 

生駒中学校（P） 
生駒北小中学校（育） 

生駒南中学校（P） 

光明中学校（育） 

鹿ノ台中学校（育） 
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（別表２ 校区構成表） 

 

生駒市ＰＴＡ協議会地区・校区構成表 

事務局 

担当校年度 
地 区 中学校 小学校 幼稚園 

令和２年度 中地区 光明中学校（育） 生駒台小学校（育） 生駒台幼稚園（育） 

令和３年度 北地区 鹿ノ台中学校(育） 鹿ノ台小学校（育）   

 中地区 緑ヶ丘中学校（育） 
生駒小学校（育） 

生駒東小学校（P） 

なばた幼稚園（育） 
認定こども園生駒幼稚園（育） 

令和４年度 南地区 大瀬中学校（P） 
壱分小学校（P) 

生駒南第二小学校（P） 
壱分幼稚園（P) 

令和５年度 北地区 上中学校（育) 
真弓小学校（P) 

あすか野小学校（P) 
あすか野幼稚園(P） 

令和６年度 中地区 生駒中学校（P) 
俵口小学校（P) 

桜ヶ丘小学校（P) 

俵口幼稚園（育) 

桜ヶ丘幼稚園（P) 

令和７年度 
南地区 

北地区 

生駒南中学校（P) 

生駒北小中学校（育） 
生駒南小学校（P) 南こども園（P) 

＊緑ヶ丘中学校区は、平成 26年、27年の２年連続で担当につき、令和４年度担当を除外します。 
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生駒市ＰＴＡ協議会 災害補償制度運営細則 

 

 

第１条 本会は規約第 3条（３）により災害補償制度の運営に関する細則を定める。 

 

第２条 本会は次の災害補償制度の運営を行う。 

（１） 損害賠償制度 

（２） 傷害補償制度 

 

第３条 災害補償制度の運営を円滑にするために、この制度の全部または一部を損害保険会社に委

託する。 

 

第４条 災害補償制度の取扱い事務局は本会の中に設けるものとする。 

 

第５条 災害補償制度に加入できる会員は、本会を構成する単位ＰＴＡの会員及び規約第７条に規定

する役員をいう。 

 

第６条 災害補償制度の内容については別途に定める。 

 

 

付則 

 この細則は平成 19年 4月 24日から施行する。 
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生駒市ＰＴＡ協議会 見舞金運営細則 

 

第１条 本会は規約第 3条（３）に定める安全対策の一環として「見舞金」に関する細目を定める。 

 

第２条 本会が定める「見舞金」の運営については、生駒市ＰＴＡ協議会安全対策委員会（以下「委員  

会」という。）が総括する。 

 

第３条 本会が定める「見舞金」の対象となる行事とは、次のようなものをいう。 

 生駒市ＰＴＡ協議会または単位ＰＴＡが主催、共催または後援する行事。 

 その他、生駒市ＰＴＡ協議会または単位ＰＴＡが参加協力する行事 

で、委員会が認めたもの。 

 

第４条 本会が定める「見舞金」の対象となる事故とは、前条の行事に参加中の偶然な事故をいい、  

私傷病は除外する。 

 

第５条 本会が定める「見舞金」の対象者は、次のものをいう。（ただし、本会規約第４条に定める会   

員を除く。） 

（１） 生駒市ＰＴＡ協議会または単位ＰＴＡが、第 3 条に定める行事にボランティアとして参

加要請した者。 

（２） 会員の親族。（ただし、生駒市 PTA協議会が運営する他の補償制度の対象者を 

除く。） 

 

第６条 本会が定める「見舞金」の内容は次のとおりとする。ただし、1 事故あたり 30 万円を限度とし、

これを超える場合は委員会が支給内容等について別途協議のうえ決定する。 

（１）  死亡したとき １名につき 3万円 

（２）  入院したとき １名につき 1万円 

（３）  通院したとき １名につき 5千円 

 

第７条 本会が定める「見舞金」の支給等に関わる事務手続きについては、別途定める。 

 

第８条 本細則に定めのない疑義またはその他問題が生じたときは、委員会で審議し速やかに解決を

はかるものとする。 

 

 

付則 

 この細則は平成 2２年 5月 29日から施行する。 

 

 



 １３ 

生駒市ＰＴＡ協議会 安全対策補助金運営細則 

 

第1条 本会は、規約第 3 条（３）に定める安全対策の一環として「安全対策補助金」に関する細

則を定める。本会が定める「安全対策補助金」の運営については、生駒市 PTA 協議会安

全対策委員会（以下「委員会」という。）が総括する。 

 

第2条 本会が定める「安全対策補助金」の対象となる行事とは、次のようなものをいう。 

（1）単位 PTAが主催、共催または後援する行事。 

（2）その他、単位 PTAが参加協力する行事で、委員会が認めたもの。 

 

第3条 本会は、前条に定める行事の実施に際して、本会会員及び園児・児童・生徒の安全を確保

するため、あるいは健康被害を防ぐことを目的として、単位 PTA が講じる措置または対策

に対して、「安全対策補助金」を支給するものとする。 

 

第4条 本会が定める「安全対策補助金」は、第 3 条に定める行事につき 1 万円を限度とする。ま

た、「安全対策補助金」の支給は、原則として、1年に 1回とする。 

 

第5条 本会が定める「安全対策補助金」の支給等に関わる事務手続きについては、別途定める。 

 

第6条 本細則に定めのない疑義またはその他問題が生じたときは、委員会で審議し速やかに解

決をはかるものとする。 

 

 

付則  この細則は平成 20年 5月 31日から施行する。 
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生駒市 PTA協議会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇総会 

（代議員） 

 単位 PTA会長      …27名 

 単位 PTA本部役員   …27名 

 校園長                  …27名 

〇理事会 

（理 事） 

単位ＰＴＡ役員         …5４名 

校園長会代表          … 2名 

 

〇安全会・・・安全対策委員会 

〇人権教育推進委員会 

〇部  会・・・校種別部会  1)幼稚園部会 2)小学校部会 3)中学校部会 

 地区別部会  1)北地区 2)中地区 3)南地区 

校区別部会  1)生駒中 2)生駒南中、生駒北小中 3)緑ヶ丘中 

4)鹿ノ台中 5)上中 6)光明中 7)大瀬中 

〇活動事業実行委員会 

〇常任委員会・・・総務委員会 ・教育問題委員会 

進路対策委員会 ・広報委員会 

〇特別委員会 

  

奈良北高校・生駒高校 

〇役員会 

（役 員） 

会長  …1名 

副会長  …若干名 

会計  …若干名 

書記  …若干名 

会計監査  …2名 

活動実行委員長 …1名 

顧問  …若干名 

 

事務局 
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単位 PTA 

【幼稚園 8校】 

なばた幼稚園育友会 

生駒台幼稚園育友会 

南こども園 PTA 

認定こども園生駒幼稚園育友会 

俵口幼稚園育友会 

あすか野幼稚園 PTA 

桜が丘幼稚園 PTA 

壱分幼稚園 PTA 

 

【小学校 11校】 

生駒小学校育友会 

生駒南小学校 PTA 

生駒台小学校育友会 

生駒東小学校 PTA 

真弓小学校 PTA 

俵口小学校 PTA 

鹿ノ台小学校育友会 

桜が丘小学校 PTA 

あすか野小学校 PTA 

壱分小学校 PTA 

生駒南第二小学校 PTA 

 

【中学校 7校】 

生駒中学校 PTA 

生駒南中学校 PTA 

緑ヶ丘中学校育友会 

鹿ノ台中学校育友会 

上中学校育友会 

光明中学校育友会 

大瀬中学校 PTA 

 

【小中一貫校 1校】 

生駒北小中学校育友会 

 

 

生駒市ＰＴＡ協議会 事務局 

住 所 ：〒６３０－０２５７ 

生駒市元町１－６－１２ 生駒セイセイビル内 

T E L ／ F A X ： ７４－１１２６ 

ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ ： ptaikoma@m3.kcn.ne.jp 

ホ ー ム ペ ー ジ ： https://ptaikoma.wixsite.com/ptaikoma 

勤  務  日 ： 原則として月・水・金 

AM9：30～1３：00 

 

※学校休校日はそれに準じ休業とさせていただきますが、留守番電話にしておりますので、 

学校名・お名前を入れておいていただければ、こちらからご連絡させていただきます。

mailto:ptaikoma@m3.kcn.ne.jp
https://ptaikoma.wixsite.com/ptaikoma


 


