
滋賀県立彦根翔西館高等学校

平成28年度
「保護者と教職員の会」総会

日　時：平成28年5月14日（土）午後2時00分～

会　場：増築棟　1　階　　大講堂

＿皇＿＿＿＿＿＿」誌．・．＿＿迭＿…＿二第－

1．開　会　挨　拶

彦根翔西館高等学校校長　　茶　谷　　不　二　雄

2．定　数　確　認

3．「保護者と教職員の会」捻会（協議事項）

（1）　　議長選出

（2）　「保護者と教職員の会」の立ち上げについて経緯説明

（3）　　　　　　　〝　　　　　　の規約について Pl～Pll

（4）　平成28年度「保護者と教職員の会」本部役員体制（案）P12

（5）　　　　〝

（6）　　　　　〝

（7）　　　　〝

（8）　その他

〝　　　　　　新役員代表挨拶（案）

〝　　　　　　事　業　計　画　（案）P13

〝　　　　　　会　計　予　算　（案）P14・15

4．連絡事項
1年学校概要説明会、校舎見学

5．閉　会　挨　拶　　「保護者と教職員の会」副会長



翔西館　PTA・後援会規約（案）

滋賀県立彦根翔西館高等学校「保護者と教職員の会」規約（案）
平成28年　　月　　　日　制　定

第1章　総　　　則

（名　　称）

第1条　本会は、滋賀県立彦根翔西館高等学校保護者と教職員の会（以下、「本会」という。）

と称する。

（事　務　局）

第2条　本会は、事務局を滋賀県立彦根翔西館高等学校（以下「本校」という。）内に置く。

（目　　的）

第3条　本会は、保護者と学校教職員とが連携を密にし、学校教育の運営を助け、教育効果

をあげることを目的とする。

（事　　業）

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）生徒の教育指導についての研修および懇談会の開催に関する事業

（2）生徒の校外生活についての指導に関する事業

（3）地区における教育環境の改善充実を図るための事業

（4）広報に関する事業

（5）その他、目的達成に必要と認める事業

第2章　会　　　員

（会　　員）

第5条　本会の会員は、次のとおりとする。

（1）本校生徒の保護者

（2）本校の教職員

第3章　役　　　員

（役　　員）

第6条　本会に、次の役員を置く。

（1）会　長　　1名

（2）副会長　　3名

（3）専門部長　3名（育成、研修、広報）

（4）幹　事　若干名（教職員を含む）

（5）監　査　　2名

（役員の任務）

第7条　会長は、本会を代表し、校長と協議し、会務を総理する。

2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

3　専門部長は、各専門部の庶務を司る。

4　幹事は、本会の庶務、会計を処理する。

5　監査は、毎事業年度1回、本会の業務及び経理の状況を監査し、その結果について

総会に報告し、意見を述べるものとする。

（監査の兼職禁止）

第8条　監査は、会長、副会長、幹事および地区委員を兼ねてはならない。

（役員の任免）

第9条　会長、副会長、専門部長および監査は、総会において選任および解任する。

2　幹事は、会長が委嘱する。教職員幹事については、校長の推薦による。
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翔西館　PTA・後援会規約（案）

（役員の任期）

第10条　役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2　役員は、任期満了後、新たに役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行うも

のとする。

3　任期の途中において役員が交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と

する。

（本部役員会）

第11条　本部役員会は、会長、副会長、専門部長、監査および幹事をもって構成し、本会の

業務執行に必要な事項を合議・決定する。
2　本部役員会は、随時、会長が招集する。

（事務局）

第12条　本会の事務局に次の職員を置き、会務を処理する。

（1）書　記

（2）会　計

（3）係

2　書記は、幹事をもって充て、本会の庶務を司る。

3　会計は、幹事をもって充て、本会の経理を司る。

4　係は、書記および会計の職務を補佐する。

5　事務局職員は、会長が委嘱する。教職員については、校長の推薦による。

第4章　総　　　会

（総会の性格）

第13条　総会は、会員をもって構成し、本会最高の議決機関とする。

（総会の種類および招集）

第14条　総会は、通常総会および臨時総会とする。

2　会長は、会計年度終了後2か月以内に通常総会を招集しなければならない。

3　会長は、必要があると認めるときは、地区委員会の意見を聞いて臨時総会を招集す

ることができる。

4　会員総数の5分の1以上にあたる会員が、会議の目的たる事項および招集の理由を

記載した書面を会長に提出して請求したときは、会長は、遅滞なく臨時総会を招集し

なければならない。

（総会の招集手続き）

第15条　総会の招集は、開催日の1週間前までに会議の目的たる事項、日時および場所を記

載した書面をもって各会員に通知して行うものとする。

（総会の議長）

第16条　総会の議長は、総会において選出する。

（総会の議決事項）

第17条　次の事項は、総会の議決を得なければならない。

（1）規約の変更

（2）事業計画および予算の決定または変更

（3）決算報告の承認

（4）会長、副会長、専門部長、幹事、監査の選任および解任

（5）会費の額の変更

（6）その他、会長が必要と認める事項

（総会の議事）

第18条　総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長は、

これを決定する。

2　議事の表決にあたっては、1家庭1票とする。
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翔西館　PTA・後援会規約（案）

第5章　地区委員および地区委員会

（委　　員）

第19条　本会に地区委員を置く。

（委員の選出）

第20条　地区委員は、年度当初に別に定めるところにより、選挙により選出する。

（委員の任期）

第21条　第10条の規定は、地区委員について準用する。

（地区委員会）

第22条　地区委員会は、会長、副会長、専門部長、副部長、幹事および地区委員（以下、「委

員等」という）をもって組織する。

2　地区委員会は、会長が招集し、原則として毎学期1回開催する。

3　地区委員会の議長は、会長があたる。

4　地区委員会の議事は、選出した委員等の過半数で決する。

（地区委員会の任務）
第23条　地区委員会の任務は、次のとおりとする。

（1）総会に提出する議案の審議

（2）各種の事業実施計画案の作成

（3）本会の運営に関する重要事項の審議

（4）その他、会長が必要と認める事項の審議検討

第6章　専　門　部

（専門部）
第24条　本会に専門部を置き、本会の活動を分掌する。

2　専門部は、地区委員をもって構成する。

3　専門部長は、PTA会長が指名する。副部長は、地区委員の互選により選出する。

第7章　会　　　計

（会計年度）

第25条　本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

（財　　源）

第26条　本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

2　会費は、会員の全部につき均等の額を課する。

3　会費の徴収方法は、別に定める。

（会　　計）

第27条　本会の会計は、総会において議決された予算に基づいて行うものとする。

2　本会の会計について必要な事項は、別に定める。

（決　　算）

第28条　本会の決算は、会計監査を経て総会に報告し承認を受けなければならない。

（目的外支出の禁止）

第29条　本会の経費は、第3条に定める目的の達成以外の目的のために支出してはならない。

第8章　雑　　　則

（簿　　冊）

第30条　本会には、次の簿冊を備える。

（1）記録簿
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翔西館　PTA・後援会規約（案）

（2）生徒、保護者名簿

（3）役員名簿

（4）委員名簿

（5）会費徴収簿

（6）会計簿

（7）その他必要な簿冊

（規約の変更）

第31条　規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決により変更することができる。

（細則の規定および改廃）

第32条　本会の運営に関し必要な細則は、地区委員会において定めることができる。

2　細則を規定し、または改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければな

らない。

附　　則

本会則は、平成28年　月　　日から施行する。

滋賀県立彦根翔西館高等学校「保護者と教職員の会」事務処理規程（案）
制　　定　平成28年　　月　　　日

（目　　的）

第1条　この規定は、滋賀県立彦根翔酉館高等学校保護者と教職員の会の文書、事務等に関

する基本的事項を定め、もって事務処理の効率的かつ円滑な処理を図ることを目的と

する。

（事務の専決）

第2粂　会長は、校長に次の事務を委任する。

（1）会員の出張に関すること。

（2）臨時職員の任免に関すること。

（3）軽易な事項の照会、回答および通知に関すること。

（4）会計事務のうち特に指定する事項以外の処理に関すること。

（5）その他、軽易な事項に関すること。

（会　長　印）

第3条　公文書には、会長印を押すものとする。

2　会長印は、幹事が保守するものとし、保守する場所以外に持ち出してはならない。

3　会長印は、次のとおりとする。

寸法　24ミリメートル×24ミリメートル

字体　樽書

（予算額の流用）

第4条　やむを得ない理由により予算額を流用するときには、会長の承認を得なければなら

ない。ただし、各項の間における流用については、校長に事務を委任することができ

る。
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翔西館　PTA・後援会規約（案）

（予備費の支出）

第5条　予見し得なかった予算外の支出または予算超過の支出には、予備費を充用すること

ができる。

2　予備費の支出は、会長の承認を得なければならない。

（収入金の収入手続）

第6条　会計担当幹事は、収入金をすべて速やかに所定の金融機関に預け入れるとともに、

そのつど金銭出納簿等に記入しなければならない。

（支出金の支払手続）

第7条　会計担当幹事は、支出に関する事項を、そのつど金銭出納簿等に記入しなければな

らない。

（収入金および支出金の整理）

第8条　収入金及び支出金は、収入調書および支出調書により整理しなければならない。

2　収入および支出に関する証書類は、整理して保管しなければならない。

附　　則

この規程は、平成28年　　月　　　日から施行する。

滋賀県立彦根翔西館高等学校「保護者と教職員の会」会費規程（案）
平成28年　　月　　　日　制　定

（趣　　旨）

第1条　この規定は、滋賀県立彦根翔西館高等学校PTA会則第25条の規定に基づき、会費

について必要な事項を定めるものとする。

（会　　費）

第2条　本会の会費は、年額5，000円とする。

2　前項の額は、1家庭についての額を定めるものとする。

3　会費は、毎年度4月と9月に納付するものとし、年額を4月に一括して納付するこ

ともできる。

（会費の減免）

第3条　特別の事情のある家庭については、会長に願い出て会費の減免を受けることができ

る。

（年度途中の入会、退会）

第4条　年度途中で新しく本会の会員となった場合の会費は、会員となった日の属する月か

ら月割をもって徴収するものとする。

2　年度途中で退会した会員の会費は、退会した日の属する月の翌月以降の会費を月割

をもって返還するものとする。

附　　則

1　この規程．は、平成28年　　月　　日から施行する。

2　第2条の2は、学校統合完成までは、3校を1校とみなす。



翔西館　P TA・後援会脱約（案）

滋賀県立彦根翔西館高等学校「保護者と教職員の会」・地区委員
選出規程（案）

平成28年　　月　　　日　制　定

（趣　　旨）

第1条　この規定は、滋賀県立彦根翔西館高等学校保護者と教職員の会規約第20条の規定に

基づく地区委員選出について必要な事項を定めるものとする。

（地区の区分および委員の定数）

第2条　本会の地区の区分および委員の定数は、別表のとおりとする。ただし、地区の区分

および委員の定数はその年の在籍生徒数により変更する。

（地区委員の選出）

第3条　地区委員は、地区の区分により当該地区の会員の互選により選出するものとする。

（選挙の管理等）

第4条　会長は、選挙管理委員会を組織し、選挙管理委員会の長は、委員の互選により選出

するものとする。

2　選挙管理委員会の長は、選挙の結果、地区委員に選出された者にその旨を通知する

ものとする。

（選挙の時期）

第5条　地区委員の選挙は、毎年4月20日までに行うものとする。

付　　則

この規定は、平成28年　　月　　　日から施行する。
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翔西館　PTA・後援会規約（案）

別　　表

地区番号 �&霎ikﾂ�定数 

1 �����)(hｧxﾕｨ�YI�ﾋI(hｧxﾕｨ�Y�Y8ﾉ(hｧxﾕｨ*�.h-�+yVﾈ�8潔fｹ&霎b�1名 

2 兔HﾋI(hｧxﾕｨ�X憖>ﾉ(hｧxﾕｨ�Y��I(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

3 �+从�ｸｧx��&霎h��ﾛ)���(抦ｧxﾕｩ&霎b�1名 

4 ���8ﾈ抦ｧxﾕｩ&霎b�1名 

5 ���淫ﾈｧxﾕｩ&霎b�1名 

6 儺hﾚｩ�ﾉ(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

7 儺hﾚｩ(h匯(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

8 ���>ﾈ抦ｧxﾕｨ�X�冽ｨ抦ｧxﾕｩ&霎b�1名 

9 偃�wH抦ｧxﾕｨ�XｵH�(抦ｧxﾕｩ&霎b�1名 

10 儺hﾚｩ(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

11 �韈ﾙ(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

12 ��ﾘ棠(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

13 俟)|y(hｧxﾕｨ�Ydﾉ?ｩ(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

14 僞ﾉ6��ﾉ(hｧxﾕｨ�Xﾍﾈﾌ)��(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

15 �I&ﾙ(hｧxﾕｨ�Y����(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

16 侘�8ﾉ(hｧxﾕｩ&霎h�X蟹8ﾉ(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

17 仗�ﾙJｩJh�8�Ynﾈ��8潔>ﾉ&霎b�1名 

18 仂ｨ��(hｧxﾕｨ�Y��;�(hｧxﾕｨ�Y�H�H圸(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

19 �侏倬ｹ(hｧxﾕｨ�Y{8唔(hｧxﾕｨ�Y*倚y(hｧxﾕｨ�Y?ｩnﾉ(hｧxﾕｩ&霎b�1名 

地区委員合計　19名 

（備考）地区委員の定数は、原則として会員30名を目途に1名とし超える場合は2名とする。
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翔西館　PTA・後援会規約（案）

滋賀県立彦根翔西館高等学校「保護者と教職員の会」旅費支給規程（案）
平成28年　　月　　　日　制　定

（趣　　旨）

第1条　この規定は、滋賀県立彦根翔西館高等学校PTAの会員に関する旅費の支給につい

て必要な事項を定めるものとする。

（旅費の種類）

第2条　旅費の種類は、鉄道費、船賃、車賃、航空賃、日当（→削除）および宿泊料とする。

（旅費支給の対象）

第3条　旅費の支給は、次の各号による旅行とする。

（1）会長の命による会議等への出席またはPTA用務のための旅行

（2）休日における生徒の引率のための旅行で、会長が必要と認める旅行

（旅費計算等）

第4条　旅費計算および旅費請求については、滋賀県旅費支給条例（昭和46年鑑賀県条例第
11号）の規定に準ずるものとする。

付　　則

この規程は、平成28年5月　日から施行する。

滋賀県立彦根翔西館高等学校「保護者と教職員の会」慶弔規程（案）
平成28年　　月　　　日　　制　定

（趣　　旨）

第1条　この規定は、滋賀県立彦根翔西館高等学校PTAの慶弔に関し、必要な事項を定め

るものとする。

（香　　儀）

第2条　本会は、次の場合に香儀を贈るものとする。

1　会員またはその配偶者が死亡したとき

2　生徒が死亡したとき

（額の決定）

第3条　第2条に規定する香儀は、別表のとおりとする。

（表　　彰）

第4条　本会の会長または副会長として2年以上勤めた者が退会するときは、総会の席で感

謝状を贈るものとする。

（そ　の　他）

第5条　前3条に定めるほか必要と認める事項が生じたときは、会長は、地区委員会に諮り

決定する。緊急の場合は、会長は、これを措置し、次回の地区委員会に報告し了承を

得るものとする。

付　　則

この規定は、平成28年5月　日から施行する。

別表

区　　　　　　　分 刳z 

香　儀 ���H檍醜-ﾈ+ﾘ,ﾘ+ｸ,ﾉGｨｿH�(*ｨ��e8+X+ﾘ,h*ｲ�供花一対と10，000円 

2．生徒が死亡したとき 仍�H自��,c���3���冷�
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印西館　PTA・後援会規約（案）

滋賀県立彦根翔西館高等学校　後援会規約（案）
平成28年　　月　　日制定

第1章　総　　　則

（名　称）

第1条　本会は、滋賀県立彦根翔西館高等学校後援会（以下、「本会」という。）と称する。

（事務局）

第2条　本会の事務局は、滋賀県立彦根翔西館高等学校（以下、本校という。）内に置く。

（目　的）

第3条　本会は、学校教育活動の充実発展に必要な援助をすることを目的とする。

（事　業）

第4条　本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（1）教育活動の援助に関すること。

（2）教育環境の整備と充実に関すること。

（3）その他必要なこと。

第2章　会　　　員

（会　員）

第5条　本会の会員は、次のとおりとする。

（1）普通会員　本校の生徒の保護者

（2）賛助会員　特に本会の目的に賛同する者で、理事会の承認を得た者

第3章　役　　　員

（役　員）

第6条　本会に、次の役員を置く。

（1）会　　長　　　　1名

（2）副　会　長　　　若干名

（3）理　　事　　　若干名

（4）会計監査　　　　　2名

（5）庶　　務　　　若干名

（6）会　　計　　　　1名

（役員の職務）

第7条　本会の役員の職務は、次のとおりとする。

（1）会長は、二の会を代表し、会務を総理する。

（2）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる、

（3）理事は、この会の運営について協議し、会務にあたる。

（4）会計監査は、この会の会計を監査する。

（5）庶務・会計は、会長の命を受け、この会の事務を処理する。

（顧　問）

第8条　本会に顧問を置くことができる。

－　9　一



翔西館　PTA・後援会規約（案）

（役員の選任）

第9条　本会の役員は、次の方法で選任する。

（1）会長、副会長、会計監査は、理事会で推挙する。

（2）理事は、本校「保護者と教職員の会」の地区委員および賛助会員の中から選出する。

（3）庶務・会計は、校長の推薦により、会長が委嘱する。

（役員の任期）

第10条　本会の役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

第4章　会　　　議

第11条　本会は、次の会議を行う。

（1）総　会　　原則として年1回開催する。議長は会長があたる。

（2）理事会　　役員をもって構成し、必要に応じて開催する。緊急の場合には、総会に

代えることができる。

2　議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第5章　会　　　計

（財　源）

第12条　本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

2　会費の徴収方法は、別に定める。

（予算・決算の承認）

第13条　本会の予算および決算は、総会の承認を受ける。

（会計年度）

第14条　本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第6章　改　　　正

（改　正）

第15条　この規約を改正するときは、総会の議決を得なければならない。

附　則

この会則は、平成28年　　月　　日から施行する。

徴　収　規　程（案）

平成28年　　月　　　日　制定

第1条　本会の会費は、年額3，000円とする。

2　前項の額は、1家庭についての額を定めるものとする。

第2条　本会の入会金は、入学時に4，000円納入するものとする／
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翔西館　PTA・後援会規約（案）

PTA規約、後援会規約（案）要点

＜1＞「PTA規約」

1．第6条（役員）

（3）専門部長（および副部長）・‥削除という意見が出ていたが、実態にそぐわない。

（4）幹事…幹事に保護者を入れると言うことで修正。事務局なら、教職員に限定すべき。

2．第7条（役員の任務）

3　専門部長および副部長は、各専門部の庶務を司る（西高11条）旨の文言を新設
「素案」6条に対応する形で新設。

3．第9条（役員の任免）
「役員」に、専門部長、副部長を入れる（第6条に対応）。

2　幹事に教職員のみならず、保護者を入れるという修正に伴い、任免方法も2通り。

4，第11条（本部役員会）

構成メンバーに、専門部長、副部長を入れる（第6条に対応）。
5．第12条（事務局）

5　幹事に教職員のみならず、保護者を入れるという修正に伴い、任免方法も2通り。

6．第17条（総会の議決事項）

（4）専門部長、副部長、幹事の選任・解任について
7．第20条（委員の選出）

2　教職員の会員から地区委員を選出することについて‥潮J除

8．第22条（地区委員会）

構成メンバーに、専門部長、副部長を入れる（第6条に対応）。

9．第24条（専門部）

組織として専門部を設置する根拠規程、選出方法などを新設。

10．第26条（財源）

4　出納員の委任は、地方自治法との整合性の関係から、削除。

＜2＞「会費規定」
1．第2条（会費）および附則2

兄弟姉妹の会費については、同一校とみなすなら、弟・妹は免除（「臨時総会」で検討）

2．第3条（会費の減免）

2　授業料の減免を参考にする旨の文言■・凋j除

＜3＞「地区委員」選出規程

○　鳥居本中学校地区

佐和山中学校区もしくは旭森小学校区と合区。案では選挙区の並び順に佐和山と合区。

＜4＞「後援会規約」
1，役員任期

役員一任

2．卒業後の保護者からの会費

役員は、役員をして頂いた代わりに無料

3．会長・副会長の就任順

役員一任（両校とも、前年度PTA会長→後援会長）

4．第12条（財源）

3　出納員の委任は、地方自治法との整合性の関係から、削除。

一・日　1



平成28年度「保護者と教職員の会」事業計画（案）

月 �?｢�曜日 乖���:���>���vR�場　所 

5 湯�月 ��Y]ｸﾎﾈ�(,hｻ9�X醜,ﾈ檍�igｹYIo�醜橙�本　校 
14 �7��平成28年度「保護者と教職員の会j第1回地区委員会および総会・後援会総会 冏ｸ��ﾕ｢�

6 ���水 ���y�ﾈ�ｩ6�ｨ轌;��本　校 

7 �"�2�土 日 ��cC(��ｽ�Y&霎hﾘ)9乂xﾕ･�D���ﾘy�X檠�Xﾞ9�X檍�����大阪国際会議場／ゲラ ンキューブ大阪／ANAク ラウンプラザホテル大 
6 ��R�【育成】登校指導 冏ｸ��ﾕ｢�

つ ��【広報】「保護者と教職員の会」会報　第1号発行 冏ｸ��ﾕ｢�

25 26 冏ｲ�ｾ��第66回　全国高等学校PTA連合大会　千葉大会 冑ｹ*88�6(5ｨ��4�7�7ｩ)ｨ8ｲ��X8ｨ5ﾘ�ｸ6y8ﾈｹ�7�49hｲ�*8��7ｨ6X8ｸ6ｨ8X�ｸ4��ｸ5��

7－9 途�水 ���y�ﾈ�ｩ6�ｨ轌;��本　校 

′フ �4R�【研修】r保護者と教職員の会」研修旅行 侏ｸﾝﾘﾉ�:)(b�

10 迭�水 ���y�ﾈ�ｩ6�ｨ轌;��本　校 

11 �"�水 ���y�ﾈ�ｩ6�ｨ轌;��本　校 

12 途�水 ���y�ﾈ�ｩ6�ｨ轌;��本　校 
′フ ��【広報】「保護者と教職員の会」会報　第2号発行 冏ｸ��ﾕ｢�

1 ����水 ���y�ﾈ�ｩ6�ｨ轌;��本　校 

2 ���水 ���y�ﾈ�ｩ6�ｨ轌;��本校 

3 ���水 ���y�ﾈ�ｩ6�ｨ轌;��本　校 

月 �?｢�曜日 乂x��ﾕｨ��ﾗ8��饕�場　所 

6 ����土 儺hﾚｮ<I�ﾈｭ俘(ﾕｨ�Y]ｸﾎﾈ�(,hｻ9�X醜,ﾈ檍�hﾚy&ｸ檍�乂yD饅ｩ��k陞��｢�本　校 

7 迭�火 ��ﾈ支ﾝR�長浜バイオ大学ドーム 

7 冦��文化祭（1日目） 兔HﾋI[h嶌蝌ｼh檍ｭ��

8 仞��文化祭（2日目） 冏ｸ��ﾕ｢�

15 18 仞��ﾈ��保護者会 冏ｸ��ﾕ｢�

8 �2�水 俾�棹ﾊyzyThﾚｮ<I�ﾈｭ俘)9乂xﾕｨｧxﾞ)��k陞��本　校 

30 ���文化講演会 �-�+�,ｹ[h嶌7h8�5R�

11 ��b�水 儺hﾚｨ7X8ﾘ6(4霄I:�h柯ｭ8�ﾂ�ひこね文化プラザ 

12 ����火 佗ﾈ��ｭ8�ﾂ�ひこね文化プラザ 

2 ��ﾈ7B� ��ﾘﾘxｧx怏JﾙUﾈ橙�検討中 

3 ���水 ��(ｼh��本　校 
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「保護者と教職員の会」会計予算書（案

1．一般会計

収　入　の　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ､��前年度予算額B ��ﾘ��ﾋ�����ﾄ(�｢�備　　　　考 

会費 ���3ゴ��3����0 ���3ゴ��3����5，000円×370名（保護者337教職員33） 

特別会計繰入金 ���0 ��� 

雑収入 �����0 �����預金利息 

前年度繰越金 ���0 ��� 

合　計 ���3ゴ��3����0 ���3ゴ��3���� 

支　出　の　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　臥 劔冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ､2�前年度予算額D 劔�ﾘ��ﾋ���8�ﾄH�｢�儖X��������ﾖﾂ�

事務費 劔50，000 ����50，000 剴d話代、入学・卒業式花代、郵便代 

人件費 劔260，000 ����260，000 剋末ｱ処理日々雇用職員 

負担金 劔420，000 ����420，000 剋�ﾆ料等納入経費、県高P遵会費，全高l〕避賠償 責任補償制度掛金、清掃委託 

ゞ≡＿＿窪＝‾＝‾三成三三≡‾＝二　雄げ払一・ �� �� �����6ﾘﾅﾈ耳���ﾈ����4ﾈ�h�H�S����X��蓼爾� �� �� ��

PTA一般活動 劔170，000 ����170，000 儕TA役員会、高P連全国、近畿大会参加費， 

PTA各部活動 劔200，000 ����200，000 剄L報誌、育成部、生徒通学指導、研修部 

会員研修費 劔200，000 ����200，000 刮��､修視察経費 

ノ吾 倡y;���xﾙN��剴����3����0 剴����3������刋為X�檍���ﾗXﾜ���､�HﾗR�刋�4ｸ485�985���揵�[b����~r�

教育研究費 劔70，000 ����70，000 刹ｳ員研究会費、色彩検定費 

奨励費（激励金 劔100，000 ����100，000 刹ﾟ畿大会・全国大会出場激励金 

特別教育活動費 劔220，000 ����220，000 刹ｳ員クラブ引率、新開記事データベース購入等 

：瀞 ��(�b� 畔�X��8h�ｨ�b� �� �� 冕宇ｸ4���ﾈ�����拗塵 佻ﾈ�8��������������,C���蓼�b�

＞≠＿－ �� �� �� ���� � �� 

合　計 劔���3ゴ��3����0 剴��3ゴ��3������

2．特別会計

収　入　の　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ､b�前年度予算額E ��ﾘ��ﾋ��派�ﾄX�"�備　　　　考 

前年度繰越金 ���0 ��� 

繰入金 ���0 ��� 

雑収入 ���0 ���預金利息 

合　計 ���0 ��� 

支　出　の　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ､��前年度予算額G ��ﾘ��ﾋ��蝿�ﾄx�｢�備　　　　考 

繰出金 ���0 ��� 

予備費 ���0 ��� 

合　計 ���0 ��� 
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1．－般会計

収　入　の　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ､��前年度予算額B ��ﾘ����ﾋ�����ﾄ(�｢�備　　　　考 

会費 ���3����3����0 ���3����3����3，000円×337名 

特別会計繰入金 ���0 ��� 

雑収入 鉄��0 鉄��預金利息 

前年度繰越金 ���0 ��� 

合　　計 ���3����3�S��0 ���3����3�S�� 

支　出　の　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科1日 劔剿{年度予算額C 劔前年度予算額D ��ﾘ����ﾋ���8�ﾄH�｢�劔剩�@　　　考 
克ぷ・海‾丘 劔�偬ﾈ胡�������剪� 剪������¢‥≡ ��� �� 

‾㌻‾：7 劔 剪� 

総務費 劔鼎S��3����剴��450，000 劔劍､ｨﾕｨﾆ���

事務費 劔����3����剴��10，000 劔劍��mX鄧N��

広報費 劔����3����剴��10，000 劔劍ｧxﾕｨ栗>��8ﾟﾈﾆ���

豪産緑薫鉦：■■■■法・＿⊇ 劔��剪� ��� 剪� � � 

笑拉9 � �� �� � 

施設充実費 劔塔��3����剴��80，000 劔劔�ﾙOY4偖ｸ���ﾂ�

機器充実費 劔�3��3����剴��30，000 劔劔OYV��充実 

二＝≡⊆料．畠労■・漉11∴‾≒ここr寺‾戎避■‘一二■≡‾‾二痛三三r‾ 劔��十三や 儿ﾂ�碑 �� 剪�燕 冓���� � �� 

十q 劔劔���� ��

学習活動後援費 劔�����3����剴��100，000 劔劍ｧx-�,ﾈｺI:��ﾈ��JﾙUﾈ檠9佝���

≒1ミ‾1二・＝‾r‾′■亮立法義‾■■ぎ㌻一琵≡1‾二‡三一■⊆一望明・さ：r㌻†；二㌢r｛∫・㌻≡藷・■二■■：・■・‾■‖：・ノ・シ‡戌塗■〔・三一読義範‘、・＝‾ミ‥三 劔��剪� ��� � ��剪� 

ヨ 劍�������ﾆ��� �� �� � �� �� ���� 

クラブ後援費 劔�����3����剴��100，000 劔劔YHｨ�:隍�HﾗX踪�8ｾ��

部活動補助金 劔�����3����剴��111，000 劔劔YHｨ�:霄ﾘ峪N���4�8�986��餔YN��

生徒会活動助成金 劔��#��3����剴��120，000 劔劍ｧx��ﾝX,ﾈ���9��

合　　計 劔�1，011，050 劔0 ���3����3�S��劔� 

2．特別会計

収　入　の　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ､R�前年度予算額F ��ﾘ����ﾋ��嚢�ﾄh�｢�備　　　　考 

前年度繰越金 ���0 ��� 

繰入金 ���0 ���一般会計より積立金 

雑収入 ���0 ���預金利息 

合　　計 ���0 ��� 

支　出　の　都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（蛍付：閂） 

科　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ､r�前年度予算額H ��ﾘ����ﾋ��肺�ﾄ��｢�備　　　　考 

繰出金 ���0 ��� 

予備費 ���0 ��� 

合　　計 ���0 ��� 
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平成 28年 5月 14日(土) 

滋賀県立彦根翔西館高等学校ＰＴＡ総会 

参加者１１０名 




