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ＰＴＡ事務局の適正な事務処理について 

鹿屋市ＰＴＡ連絡協議会 

 

１ 趣 旨 

ＰＴＡはその名称が示すとおり保護者と教職員が連携し，相互の資質向上を図りながら

子どもの健全な育成を実現するという役割を担っている。このことを達成するために各Ｐ

ＴＡはそれぞれの独自性を活かし，その機能を最大限に発揮することが必要となる。 

そのために大きな役割を果たすのが事務局である。ＰＴＡ事務局はＰＴＡ会長の指示に

より事務を遂行するわけであるが，事務局には多くの情報や会員内外からの声や思いが集

まることになる。 

また，単位ＰＴＡは所属する鹿屋市ＰＴＡ連絡協議会や鹿児島県ＰＴＡ連合会，日本Ｐ

ＴＡ全国協議会等とのつながりとともに，地域の各種機関や団体等とのつながりを大切に

し，連携・協力を進めて行くことも重要である。 

このようなことから，事務局担当者は事務的作業を担当するばかりではなく，情報や意

識の共有化を図り，主体形成を促すための，まさに扇の要の位置にあるといえる。すなわ

ち，事務局の動き一つで，各ＰＴＡの組織が円滑に運営されるか否か，各ＰＴＡが持つ潜

在能力を引き出し目的達成のための役割を果たせるか否かを大きく左右することとなる。 

単位ＰＴＡの活性化を図るためにも，事務局においては，十分な議論の場を確保しＰＴ

Ａ会員相互の意識の共有化と連携を図りながら，健全な組織運営が図られるようにする必

要がある。  

 

２ ＰＴＡと各団体との関係図 
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鹿屋市ＰＴＡ連絡協議会 



３ ＰＴＡ独自の事務 

(１) 単Ｐ独自の会合 

※ 会合の設定（日時・内容について関係者との打ち合わせ） 

※ 資料作成 

※ 通知文作成と発送 

・ 役員会 

・ 定期総会（事業報告･決算承認･事業計画・予算審議・役員改選・規約改廃等） 

・ 学級･学年ＰＴＡ 

・ 地区ＰＴＡ 

※ 会の協議内容を会員へ周知する文書作成と発送 

 

（２） 単Ｐ独自の事業 

※ 事業の設定（日時･内容について関係者との打ち合わせ） 

※ 通知文の作成と発送 

・ バザー 

・ 奉仕作業 

・ 新聞発行（ＰＴＡ新聞）に伴う協力態勢づくり 

・ 特別事業（創立記念日･教育講演会・歓送迎会等） 

※ 事業終了のお礼状作成と発送 

 

（３） その他単Ｐの活動 

 

４ ＰＴＡ事務局で取り扱う会計事務 

 

（１） ＰＴＡ予算の作成 

（２） 予算に基づく支出 

（３） ＰＴＡ決算書の作成 

（４） 特別会計の処理 

（５） 現金出納簿の整理 

（６） 預金通帳の取り扱い 

（７） 会費納入（徴収） 

 

５ ＰＴＡ事務局の適正な事務処理について 

（１） 単Ｐから発送する通知文書については，期日･内容を明確にする。 

単Ｐの責任者である会長と事前に連絡をとり，発送文書の内容を会長に知らせる。 

また，会長名で発送する文書は，会長に事前に了解や決裁をしてもらうようにする。 

（２） 役員への通知が確実に本人に届くよう配慮する。 

（３） 会員への文書は，全戸に届くように配慮する。 



６ 単位ＰＴＡと市Ｐ連との連携事務 

 

（１）各種会合等の通知の取り扱いについて  

市Ｐ連からの文書は，研修等については基本的に開催約１月前にメールにて送付します。高校・養護

校に関してはメール送付のうえ，学校へ文書を送付します。（場合によっては，早期に送付することも

あります。） 

その他の文書等は，使送便等にて送付することもありますが，本年度より，その際も全てメールにて

事前にお知らせします。 

 

（２）対象者への取り次ぎについて 

対象者への取り次ぎ及び会合等の参加者の報告をお願いします。また，参加者の報告については，事

業の都度その報告期限内にお願いします。 

 

７ 単位ＰＴＡに参加を依頼する各種事業 

参加依頼人数が□人以下となっている研修等については，学校規模等により参加を希望されない場合，

規定数以下であれば 0 人でも結構ですが，新型コロナウイルス感染対策のため，上限はお守りください。 

また，新型コロナウイルス感染拡大状況により，随時変更する可能性がありますので，通知にご注意く

ださい。 

 

参加依頼数一覧（時間・内容等の詳細は令和２年度末送付の一覧を御確認ください。） 

事業 日付 部会等 依頼数(人) 対象・その他 

小学校及び小・中学校併設

校ＰＴＡ会長・担当役員研

修会 

５/28（金) 

一時自粛 

会長研修会 １ ＰＴＡ会長 

地域との連携 １以下 会長・副会長・専門部長等 

読書活動推進 １以下 会長・副会長・専門部長等 

防犯 １以下 会長・副会長・専門部長等 

広報紙担当者研修会 ３以下 広報紙担当者 

中学及び養護学校ＰＴＡ

会長・担当役員研修会 

６/１（火) 

一時自粛 

会長研修会 １ ＰＴＡ会長 

読書推進 ２以下 会長・副会長・専門部長等 

防犯 １以下 会長・副会長・専門部長等 

広報紙担当者研修会 ３以下 広報紙担当者 

高等学校ＰＴＡ会長・担当

役委員研修会 

６/3（木） 

一時自粛 

会長・及び役員研修

会 
６以下 会長・副会長等 

広報紙担当者研修会 ５以下 広報紙担当者 

   

九州地区高等学校ＰＴＡ

連合会大会 
６/18（金） 分科会・全体会 

別途 

連絡 

高等学校ＰＴＡ会員 

高校ブロックＰＴＡより依頼 

特別支援教育関係研修会 
７/10（土） 

一時自粛 

グレーゾーンの子ど

もたち 
３以下 小・中・養護学校ＰＴＡ会員及

び，参加を希望する高等学校Ｐ

ＴＡ会員 
支援者のストレスコ

ントロール 
１以下 



参加依頼数一覧（時間・内容等の詳細は令和２年度末送付の一覧を御確認ください。） 

事業 日付 部会等 依頼数(人) 対象・その他 

九州ブロックＰＴＡ研究

大会 
８/21(土) 

北九州市開催 

（参加方法協議中） 
全 12 

希望者 

宿泊・個人負担あり 

鹿屋市青少年育成・家庭教

育講演会 

（鹿屋市主催） 

10/９（土） 講演会 

ＰＴ数の

８％ 

（小・中） 

３％ 

（高・養） 

全ＰＴＡ会員 

鹿屋市より依頼 

保護者研修会 10/22（金） 未定 ２以下 
小・中・高等・養護学校ＰＴＡ

会員 

ＰＴＡ研究大会 
10/27（水） 

10/14（木） 

鹿屋市「親と子の 20

分間読書」運動推進

について 

学校規模に

よる 

（一覧送付済） 

小・中学校ＰＴＡ会員 

参加を希望する養護学校・高等

学校ＰＴＡ会員 

第２回ＰＴＡ会長研修会 11/26（金) 未定 1 ＰＴＡ会長 

鹿屋市人権問題講演会 

（鹿屋市主催） 
12/４（土） 講演 未定 

全ＰＴＡ会員 

鹿屋市より依頼あり 

教育委員会との意見交換

会 

10 月以降を 

調整中 
調整中 1 

小・中学校ＰＴＡ会長 

及び参加を希望する高等学

校・養護学校のＰＴＡ会長 

県ＰＴＡ活動研究委嘱公

開垂水大会 

（垂水市主催） 

２/５（土） 
事例発表 

基調講演 

学校規模に

よる 

（一覧送付済） 

小・中学校ＰＴＡ会員 

 

８ その他，単位ＰＴＡに協力を依頼するもの 

（１） 単位ＰＴＡ実態調査票（令和２年３月に送付済み） 

（２） 輪番による学校種ごとの担当副会長・運営委員・監査人推薦書（令和２年３月に送付済み） 

（３） 優良ＰＴＡ団体表彰推薦書（令和２年３月に送付済み） 

※ 期限を７月 12 日（月）に延期 

（４） 県ＰＴＡ連合会，その他の表彰において推薦等をする際に，団体の過去の財務状況及び，活動目標

等について調査に御協力をお願いすることがあります。 

（５） 広報紙コンクール 

令和４年２月３日（木）に市Ｐ連広報紙コンクールを開催します。 

小・中学校の部は，鹿児島県ＰＴＡ連合会広報紙コンクールの一次審査を兼ね，特別賞を除いた入

賞広報紙を，二次審査に応募します。 

審査にあたっては，令和３年２月～令和４年１月までに２回以上の発行がある広報紙であることが

条件となります。 

また，応募には広報紙が，発行回ごとに２部必要となります。 

（６） 単位ＰＴＡ活動報告 

輪番のＰＴＡに２月中旬締切りで，２か月ほど前に依頼します。 



活動報告には，依頼時に同封するＵＳＢフラッシュメモリを使用し，報告データを５ＭＢ以内のＰ

ＤＦに変換して返送してください。 

※ 令和３年度輪番・・・笠之原小学校・寿小学校・寿北小学校・第一鹿屋中学校・鹿屋東中学校

（令和２年度輪番を変更）・田崎中学校・鹿屋工業高等学校 

 

（７） 県ＰＴＡ連合会からの依頼 

ア 楽しい子育てコンクール三行詩募集 

※ ４月中旬に案内，単位ＰＴＡで取りまとめ，鹿児島県ＰＴＡ連合会に直接送付。 

イ 県ＰＴＡ連合会重点項目及び県Ｐ５つの実践取り組み状況調査（ＰＴＡにおいて取り組みを行っ

たものを記入）※10月頃案内，11月末頃までに報告。（別添洋式１・２） 

事例については，鹿児島県Ｐ連のホームページ（http://kago-pta.net）メニューの活動報告から，

重点運動項目に記載されています。 

 

９ 県Ｐ連・市Ｐ連の負担金について 

規約により５月１日現在，保護者がＰＴＡ会員である児童生徒数で算定することとなっています。負担

金の一覧表や支払い方法についての詳細は、県Ｐ連総会終了後に送付します。 

 

10 市Ｐ連事務局について 

所 在 地：鹿屋市共栄町 20 番 1号 鹿屋市教育委員会生涯学習課内 

電 話：0994-43-2111（内 3690） 

携 帯：080-6454-7769 

メ ー ル：k a n o y a pt a @ ya h o o. c o .j p  

ホームページ：htt ps:/ /kan oyap ta.c om  

勤 務 時 間：平日 9:00～17:00 

※  事務局が常勤ではないため，お急ぎの件以外はメールでの連絡をお願いします。 


