
 

平成３０年度 大阪府立茨木西高等学校 PTA 総会次第 

 

１、 開会のことば 

２、 会長挨拶 

３、 校長挨拶 

４、 議長選出 

５、 議事 

    ①  1 号議案 平成２９年度事業報告 

    ②  2 号議案 平成２９年度会計決算報告 

              および会計監査報告    

    ③  3 号議案 平成３０年度役員選出 

              新会長挨拶 

    ④  4 号議案 平成３０年度事業計画案 

    ⑤  5 号議案 平成３０年度予算案 

    ⑥  6 号議案 平成３０年度役員・実行委員紹介 

     

 

６、 議長解任 

７、 感謝状贈呈 

８、 閉会のことば 

  

 

続いて「大阪府立茨木西高等学校後援会」総会があります。 

その後、PTA クラス委員の各委員会所属を決定します。 

終了後、学年別懇談会となります。 

 



１号議案

実行委員会 学年委員会 広報委員会 進路委員会 企画委員会 保健委員会 生活指導委員会

4月 22日　第１回実行委員会

5月
19日　ＰＴＡ総会
27日　第２回実行委員会

19日　学年懇談会
27日
　第１回広報委員会

27日
　第１回進路委員会

27日
　第１回企画委員会

14日　クリーン大作戦
27日
　　第１回保健委員会

27日　第１回
　　　　生活指導委員会

6月

9日　体育祭
17日　第１回オープンスクール
17日　授業公開（１２３限）
21日　ＰＴＡ協議会総会

9日　　体育祭
17日　授業公開（１２３
限）

9日　体育祭写真撮影
17日　編集会議

3日
英語検定（校内受験）
10日　進研模試
10日、11日、24日
代ゼミ英語進学講習

9日　企画委員会
14日、15日
　　通学安全指導

7月 1日　第３回実行委員会
20日　　葦若７７号発行
22日　広報誌郵送作業

8日、15日、16日、22日
代ゼミ英語進学講習

8月
18日
第２地区府立高校合同説明会
26日　第４回実行委員会

1～2日　勉強合宿
26日
手作り講習会(陶芸①)

9月
9日　文化祭
30日　第５回実行委員会

9日　文化祭 9日　文化祭写真撮影
16日、23日、30日
代ゼミ英語進学講習

9日　文化祭
　　　　社会見学受付

28日
第１回学校保健委員会

10月

9日　三島地区PTA交流会
ソフトバレーボール大会（会場校）
21日　第２回オープンスクール
28日　ＰＴＡ協議会第２ブロック会議

9日　三島地区PTA交流
会
ソフトバレーボール大会
（会場校）

9日　三島地区PTA交流
会
ソフトバレーボール大会
（会場校）

7日
英語検定（校内受験）
9日　三島地区PTA交流
会
ソフトバレーボール大会
（会場校）
14日
保護者向け進路講演会
7日、21日、28日

9日　三島地区PTA交流
会
ソフトバレーボール大会
（会場校）
28日　ＰＴＡ社会見学

9日　三島地区PTA交流
会
ソフトバレーボール大会
（会場校）

9日　三島地区PTA交流
会
ソフトバレーボール大会
（会場校）

11月
7日～8日　授業公開（４限）
25日　第３回オープンスクール

7日～8日
　　　　授業公開（４限） 12日　クリーン大作戦

7日～8日
　通学安全指導

12月 1日　ＰＴＡ協議会人権啓発研修会 2日　編集会議
2日
手作り講習会(陶芸②)

1月 27日　第６回実行委員会

20日
英語検定（校内受験）
13日、20日、27日、28日
代ゼミ英語進学講習

20日
手作り講習会(とんぼ
玉)

2月
2日　ＰＴＡ協議会研究集会
18日　第４回オープンスクール

2日　編集会議
3日、10日
代ゼミ英語進学講習

22日
第２回学校保健委員会

3月

1日　卒業式
20日　合格者登校　役員会
次年度実行委員選出
4/9　入学式　1年クラス委員選出

1日　葦若７８号発行
24日　広報誌郵送作業

平成２９年度活動記録



















３号議案

学年 組 保護者 役　職
3 4 黒田　勉 会長
3 8 長谷川　嘉奈子 副会長
3 5 松原　稚子 副会長
2 5 山中　和代 会計

竹谷　一雄 会計(事務長)
田邊　史人 書記(首席)

平成３０年度PTA役員(案)

教職員
教職員



４号議案

実行委員会 学年委員会 広報委員会 進路委員会 企画委員会 保健委員会 生活指導委員会

4月 21日　第１回実行委員会

5月
19日　ＰＴＡ総会
26日　第２回実行委員会

19日　学年懇談会
26日
　第１回広報委員会

26日
　第１回進路委員会

26日
　第１回企画委員会

　　クリーン大作戦
26日
　　第１回保健委員会

26日　第１回
　　　　生活指導委員会

6月

6日　体育祭
16日　第１回オープンスクール
20日　ＰＴＡ協議会総会

6日　　体育祭
16日　第１回オープンス
クール

6日　体育祭写真撮影
　　　編集会議

2日
英語検定（校内受験）
9日　進研模試
代ゼミ英語進学講習

6日　企画委員会
14日、15日、19日、20日
　　通学安全指導

7月
14日　ＰＴＡ協議会第２ブロック会議
第３回実行委員会

20日　葦若７９号発行
　　　　広報誌郵送作業

代ゼミ英語進学講習

8月
22日
第２地区府立高校合同説明会
第４回実行委員会

勉強合宿 手作り講習会

9月
8日　文化祭
22日　第２回オープンスクール
第５回実行委員会

8日　文化祭 8日　文化祭写真撮影 代ゼミ英語進学講習
8日　文化祭
　　　　社会見学受付

10月
三島地区PTA交流会
ソフトバレーボール大会

三島地区PTA交流会
ソフトバレーボール大会

三島地区PTA交流会
ソフトバレーボール大会

6日
英語検定（校内受験）
13日
保護者向け進路講演会
代ゼミ英語進学講習
三島地区PTA交流会
ソフトバレーボール大会

三島地区PTA交流会
ソフトバレーボール大会
ＰＴＡ社会見学

三島地区PTA交流会
ソフトバレーボール大会

三島地区PTA交流会
ソフトバレーボール大会

11月 23日　第３回オープンスクール クリーン大作戦
1日～2日
　通学安全指導

12月 ＰＴＡ協議会人権啓発研修会 編集会議 手作り講習会

1月 第６回実行委員会
26日
英語検定（校内受験）
代ゼミ英語進学講習

手作り講習会

2月
ＰＴＡ協議会研究集会
17日　第４回オープンスクール
28日　卒業式

編集会議
28日　葦若８０号発行

代ゼミ英語進学講習 第１回学校保健委員会

3月
19日　合格者登校　役員会
次年度実行委員選出
4/8　入学式　1年クラス委員選出

広報誌郵送作業

平成30年度事業計画（案）



前年度繰越金 1,732,178 2,358,661 ▲ 626,483

会　費 3,800,000 4,004,000 ▲ 204,000 @4,000円×950名（生徒：888、教職員：62）

雑収入 140,000 339 139,661 文化祭ブックカフェ売上金

計 5,672,178 6,363,000 ▲ 690,822

総務費 332,000 550,000 ▲ 218,000

会議費 35,000 50,000 ▲ 15,000 会議茶菓代

ネットバンキング手数料：64,800（@5,400×12月）

郵送料：5,000、事務用品等：5,000　他

慶弔費 20,000 50,000 ▲ 30,000

交通費 200,000 250,000 ▲ 50,000 ソフトバレーボール開催校分を削減

活動費 1,601,000 2,050,000 ▲ 449,000

茨西ニュース：99,000（@11,000×9回）

葦若：340,000、　広報用物品：10,000　＋α：11,000

体育祭昼食・飲物代：170,000、テントレンタル料：50,000円

文化祭冷風機・冷蔵庫借上料：130,000

文化祭ブックカフェ仕入：140,000⇔歳入連動経費

ソフトバレーボール関係：40,000

卒業式関連（紅白饅頭・花束）：220,000

社会見学費用：150,000

手作り講習：10,000

英検補助：125,000（@500×250名　㉙164名）

模試補助：70,000（(@160＋@190)×200名　㉙160名）

生活指導費 5,000 50,000 ▲ 45,000 通学安全指導傷害保険料

保健衛生費 31,000 150,000 ▲ 119,000 消臭剤等

教育振興費 735,000 1,950,000 ▲ 1,215,000

環境整備費 90,000 600,000 ▲ 510,000

運動部・文化部物品購入：300,000円

ダンス部講師謝金：20,000円　他

図書費 315,000 600,000 ▲ 285,000

PTA協議会会費・入院見舞金負担金：205,000

芸術文化連盟分担金：63,000　他

全国高P連賠償保険⇒学年費

基金積立金 1,000,000 1,000,000 0

予備費 2,000 113,000 ▲ 111,000

計 3,940,000 6,363,000 ▲ 2,423,000

単年度収支差額 0 ▲ 2,358,661 2,358,661 【会費＋雑収入＋預り金】－支出

次年度繰越金 1,732,178 0 1,732,178

進路指導費に一本化

対外活動費 700,000 ▲ 430,000

学習支援費 150,000 ▲ 150,0000

270,000

部活動援助費 600,000 ▲ 270,000

進路指導費 150,000 45,000195,000

330,000

文教費 400,000 ▲ 240,000

事務費 200,000 ▲ 123,000

行事費 600,000 150,000750,000

160,000

平成30年度　ＰＴＡ会計　予算（案）
■収入の部

科目 備　　　　　考
30年度
予算額

増減額
前年度
予算額

預り金 0 00

広報費 700,000 ▲ 240,000

増減額
前年度
予算額

30年度
予算額

77,000

460,000

■支出の部

科目 備　　　　　考

《第5号議案》 



６号議案

学年 組 保護者 役　職
3 4 黒田　勉 会長
3 8 長谷川　嘉奈子 副会長
3 5 松原　稚子 副会長
2 5 山中　和代 会計

竹谷　一雄 会計（事務長）
1 7 田之上　裕子 会計監査
1 3 松宮　佐世子 会計監査

田邊　史人 書記（首席）
3 6 八木　小百合 広報委員長

広報副委員長
2 1 澤田　清美 進路委員長
2 1 山田　由美 企画委員長
1 2 里脇　明美 企画副委員長
3 6 濱　桃子 保健委員長
1 7 川端　保枝 生活指導委員長
1 4 井上　大輔 １年学年委員長
2 8 奥村　由美 ２年学年委員長
3 4 藤井　雅世 ３年学年委員長

中山　哲也 校長
覚前　潔 教頭
坂梨　良太 首席
亀山　司 教務部長
國枝　良弘 PTA係
渡邊　敏朗 PTA係
西村　麻子 PTA係
岩本　佳奈 教諭

平成30年度PTA実行委員

教職員

教職員

教職員
教職員

教職員

教職員

教職員
教職員
教職員

教職員



大阪府立茨木西高等学校ＰＴＡ規約 
（名称） 

第 1条 本会は大阪府立茨木西高等学校ＰＴＡと称し、事務所を本校内におく 

（目的） 

第２条 本会の目的は会員相互の協力により、学校と家庭と社会との関係を緊密にして、それぞれの向上を 

    はかり、学校環境を整備して、生徒の福祉を増進するにある 

（方針） 

第３条 本会は前条の目的を達成するために、教育を本旨とする民主的団体として活動し、他のいかなる団 

    体の支配介入を受けず、また学校の運営や教職員の人事にも干渉しない。 

（会員） 

第４条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者ならびに本校の教職員とする。 

（会計） 

第５条 

    （１） 本会の経費は会費・事業収入および寄付金をもって支弁する。 

    （２） 会費は生徒１名につき、年額４，０００円とし、教職員も同額とする。 

    （３） 本会の経理は総会において承認された予算にもとづいて行われ、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。 

    （４） 会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（役員） 

第６条 本会に次の役員をおく。 

    （１） 会 長 １名（保護者） 

    （２） 副会長 ２名（保護者） 

    （３） 書 記 １名（教職員） 

（４） 会 計 2名（保護者・教職員）  

     役員の任期は 1 ヵ年とし、再任を妨げない。 

（役員の任務） 

第７条 役員の任務は次の通りとする。 

    （１） 会長は本会を代表して、総会および実行委員会を召集し、各種正副委員長および各委員を委嘱する。 

    （２） 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行する。 

    （３） 書記はすべての会合ならびに会の活動状況を記録し、庶務をつかさどる。 

    （４） 会計は本会の会計を処理し、総会において会計報告をする。 

（役員の選出) 

第８条 役員の選出は次の方法で行う。 

    （１） 役員候補者を定めるための指名委員会を設ける｡ 

    （2） 指名委員会の構成は次の通りとする。 

         専門委員会より各 1名（各学年クラス委員より各 1名ずつ）、教職員 2名、実行委員 3名（実 

         行委員の互選） 

    （３） 指名委員会は各役員の候補者および会計監査 2名を指名し、総会において承認を得る。 

（会計監査） 

第９条 本会に 2名の会計監査をおく。会計監査は総会に監査報告を行う。 

（総会） 

第 10条 

    （１） 総会は毎年５月に開催し、役員選出・予算・決算その他重要事項を審議する。 

    （２） 臨時総会は必要に応じ開くことができる。 

    （３） 総会の定足数は会員の５分の１とする。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。議事 

       の決定は出席会員の多数決によるものとする。 

（クラス委員） 

第１１条 各学級に２名のクラス委員をおく。クラス委員は担任教員の推薦により会長が委嘱する。クラス委 

    員は各種専門委員会及び学年委員会に所属し、活動する。 

（専門委員会） 

第１２条 専門委員会は次のとおりとする。 

    （１） 広報委員会 

        広報紙「葦若」を用いてＰＴＡ活動・教育情報等を会員に知らせることにつとめる。 

    （２） 進路委員会 

        進路指導関連の事業を企画･運営し、学校教育活動に協力し、支援する。 

    （３） 企画委員会 

        会員相互の交流を通し、生涯教育の場の基礎づくりにつとめる。 



    （４） 保健委員会 

        生徒保健関連の事業を企画･運営し、学校教育活動に協力し、支援する。 

    （５） 生活指導委員会 

        生活指導関連の事業を企画･運営し、学校教育活動に協力し、支援する。 

    （６） 学年委員会 

        学年主任・各担任教員と連携をとりながら、保護者との連携につとめる。 

     なお、各専門委員会の正副委員長は会長が委嘱する。 

 （特別委員会） 

第１３条 必要に応じて特別委員会をおく。特別委員会の設置および廃止は実行委員会で定める。正副委 

    員長および委員は会長が委嘱する。特別委員会の委員長は委員会の状況を会長に報告するほか必 

    要に応じ委員会の同意を得て事案の提案を会長に具申することができる。 

（実行委員会） 

第１４条 会務の運営のため実行委員会を設ける。 

    （１） 実行委員会は会務の企画・運営・特別委員会の設置および廃止、総会の議案の整理・検討議 

       決事項の執行などの会務をつかさどる。 

    （２） 実行委員会は役員・会計監査・各種専門委員会の委員長および会長委嘱による委員若千 

       名で構成する。 

（改正） 

第１５条この規約は総会出席者の３分の２以上の賛成があれば改正することができる。 

 

付則（１） この規約は昭和５１年４月８日から施行する。 

   （２） この規約について疑義を生じたときは実行委員会の解釈によるものとする。 

 

付則 この規約は昭和６０年４月１日から施行する。 

付則 この規約は平成２年４月１日から施行する。 

付則 この規約は平成５年４月１日から施行する。 

付則 この規約は平成７年４月１日から施行する。 

付則 この規約は平成９年２月６日から施行する。 

付則 この規約は平成１２年６月１日から施行する。 

付則 この規約は平成 20年 5月 17日から施行する。 

付則 この規約は平成 23年 5月 20日から施行する。 



ＰＴＡ慶弔規定内規 

大阪府立茨木西高等学校ＰＴＡ 

１．死亡弔慰金等 

 

 (ア)生徒                        ２０，０００円 

 (イ)生徒の父母または親権者及び教職員          １０，０００円 

 

 ＊死亡弔慰金を辞退されたときは、弔電及び樒一対または供花１基に替える。 

  樒又は供花の費用は、遺族の申し出での金額による。 

 

２．以上の規定によりがたいときは、実行委員会で協議決定する。ただし、急を要する時  

  は、会長が専決して執行し、次回委員会に報告、承認を得るものとする。 

 

３．この規定の改廃は実行委員会で行い、総会に報告するものとする。 

 

 ＊この規定は２００７年４月１日から施行する。 

＊この規定は２０１２年５月１２日から施行する。 



大阪府立茨木西高等学校教育振興基金規定 

（名称） 

１．茨木西高校教育振興基金と称す 

（目的） 

２．この基金の資金は以下の用途にあてる。 

1. 茨木西高校の教育を振興するための事業の費用 

2. 茨木西高校の部活動振興のための費用 

3．茨木西高校生徒への奨学金の費用。ただし、奨学金給付規定については別途定める。 

（資金） 

３．この基金の資金は、平成 20年度末までに積み立てられた、奨学互助会会計をあてる。これに

伴い、奨学互助会会計は廃止する。 

（口座） 

４．この基金を茨木西高校教育振興基金の口座をもって管理する。口座名義人は茨木西高等学校

長をあてる。 

（執行） 

５．この基金の執行については、PTA実行委員会において協議し、総会にて決定し執行する。 

ただし、緊急の場合は PTA実行委員会において承認を得られれば執行を可能とする。 

（会計監査） 

６．この基金の会計監査は、茨木西高等学校 PTA会計監査が行なう。 

（会計報告） 

７．この基金の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。この基金について

の会計状況は、毎年度 PTA総会に報告する。 

附則 平成２１年５月２１日 施行 

 

大阪府立茨木西高等学校奨学金給付規定 

（名称） 

１．茨木西高等学校奨学金と称す 

（趣旨） 

２．茨木西高等学校において、優秀な学力、品行方正で卒業する見込みが確実である生徒に対し、

奨学金を給付する。 

（対象者） 

３．趣旨をもとに第三学年担任団が推薦する生徒１名を対象とする。 

（奨学金） 

４．卒業時に、ＰＴＡ会長より５０，０００円を給付する。 

（推薦書） 

５．下記の様式を学校長へ提出する。 

 

３年   組 名前 生年月日：      年   月   日 

推薦理由 

 

 

 

 

 

附則 平成２１年５月２１日 施行 



大阪府立茨木西高等学校国際交流事業委員会設置要綱 

 

（名称） 

第１条 大阪府立茨木西高等学校に国際交流事業委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 委員会は、国際化が進展する中にあって、本校生徒に、諸外国の異なる文化や習慣等につい

ての理解を深め、互いに違いを尊重し共に生きていく資質や能力を育成するとともに、国際

社会において自分の考えや意思を表現できる基礎的な力を育成することを目的とする。さら

に、このような国際理解教育の推進により、本校教育活動の充実に資することを目的とし、

その計画の立案、調整及び運営に当たる。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長、幹事その他若干名をもって組織する。 

２ 委員会の構成員は、次のとおりとする。 

（１）ＰＴＡ役員       ２名 

（２）同窓会役員       １名 

（３）後援会役員       １名 

（４）学   校       ４名（校長、教頭、事務長、教員１名） 

３ 委員長はＰＴＡ会長を、副委員長は教頭をもって充てる。 

４ 幹事には同窓会会長、後援会会長、本校事務長、本校教員１名をもって充てる。 

（任務） 

第４条  委員長は、会務を総括する。 

  ２ 委員長が不在の時は副委員長が代わって会務を行うものとする。 

（監査委員） 

第５条 監査委員は、ＰＴＡ副会長、同窓会役員をもって充てる。 

  ２ 監査委員長は、ＰＴＡ副会長とする。 

（経費） 

第６条 委員会の経費は、毎年同窓会費、ＰＴＡ会計からの繰り入れその他の寄付金をもって充てる

ものとし、国際交流基金口座により管理する。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局を大阪府立茨木西高等学校内に置く。 

  ２ 事務局の構成員は、次のとおりとする。 

      教頭、首席、各学年団より 1 名、校長が必要と認める者１名、（事務長） 

  ３ 事務局長を構成員より 1 名選出する。 

４ 事務局は委員会の次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） 委員会の会議に関すること 

（２） 委員会の資料作成に関すること 

（３） 委員会の活動に関する事務及び連絡調整、必要事項を処理する 

（４） 前各号に掲げるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項 

（会計） 

第８条 委員会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附則 この要綱は、平成２２年５月２２日から施行する。 

   一部改正 平成２４年６月１日 



参考 

 

PTA ｸﾗｽ委員の役割分担 

 

学年委員会は 5 つの各種委員会に分かれて活動します。また、役員 4 名（会長１名・副

会長２名・会計１名）、会計監査（２名）と各委員会の委員長（5 名）・各学年委員長（3 名）

の 14 名＋α（副委員長数名）で実行委員会を組織します。 

所属する委員会はＰＴＡ総会当日に学年委員会で決めていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの活動も年間で５回～８回程度。また、ＰＴＡ全体で春と秋の通学安全指導にも参

加をお願いしております。保護者の皆さんも「茨木西高校」を楽しんでみませんか。 

ご質問・ご相談は 下記までご連絡下さい。 

茨木西高校 PTA 担当 西村先生 電話番号（０７２－６２５－５７１１） 

 

 

 

 

1 年 

保健委員会 

企画委員会 

広報委員会 

社会見学 講習会 講演会等  

広報 

保健関連・地域清掃 

PTA 実行委員会中心に すべての委員会    体育祭・文化祭 

進路委員会 進路講演会・代ゼミ・模試 

生活指導委員会 生活指導・通学安全指導 

2 年  同上 

 

 

 

1 年 

 3 年  同上 

 

 

 

1 年 


