
Ⅱ 諸 会 則

１ 生徒会会則(別紙)

２ 生徒心得(別紙)

３ 泊高等学校定時制課程(夜間部)PTA会則

(名称･事務所)

第 1条 本会は泊高等学校定時制課程夜間部 PTAと称し、事務所を泊高等学校内におく。

(会 員)

第 2条 本会は泊高等学校定時制課程夜間部在学生の保護者及び本校職員並びに本会の趣旨に賛同する者を

もって会員とする。

第 3条 本会は泊高等学校定時制課程教育の向上発展を期し、学校と家庭が一体となり、地域社会の協力を

得て、生徒の福祉をはかると共に、会員相互の親睦と教養を高め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) 生徒の教育上必要な環境整備、美化への協力

(2) 生徒の保健体育面の事業援助

(3) 生徒の教養文化面の事業援助

(4) 生徒の保護並びに生活指導

(5) 生徒及び会員の福祉厚生

(6) 会員の研修並びに親睦

(7) その他、本会の目的達成上必要な諸事業

(会 議)

第 5条 本会の会議は次のとおりとする。

(1) 総 会

(2) 評議員会

(3) 部 会

(4) 年次 PTA
(5) ホームルーム PTA
(総 会)

第 6条 総会は毎年 5月に定期総会を開く。ただし会長が必要と認めたとき、又は評議員会において必要と
認めたときは臨時総会を開くことができる。なお緊急を要するときは評議員会をもって総会に代える

ことができる。ただし、この場合も次期総会において報告しなければならない。



(総会事項)

第 7条 総会においては、次の事項を議決する。

(1) 会則の制定及び改正

(2) 会長及び副会長、監事の選任

(3) 予算及び決算

(4) 会費等の決定

(5) 会務の報告

(6) その他、本会の目的達成上必要事項

(評議員会)

第 8条 評議員会は、会長が必要と認めたとき随時に開くことができる。

(評議員会事項)

第 9条 評議員会においては、次の事項を審議する。

(1) 総会に提出する議案

(2) 会長、副会長及び監事の候補者の推薦

(3) 部会及び年次、HRクラスに関する PTAから具申された事項
(4) 予算の補正に関する事項

(5) その他、緊急を要する事項の審議決定

(部 会)

第 10条 部会は、総会、評議員会の議決事項の執行にあたり、部長が必要と認めたとき、随時に開くこと

ができる。なお、部会の職務は次のとおりとする。

(1) 総務部 会務の統括および予算決算に関すること。

(2) 施設部 学校教育を女性するための諸施設の整備及び美化に関すること。

(3) 保健体育部 保健体育に関すること。

(4) 文化部 教養文化に関すること。

(5) その他、緊急を要する事項の審議決定

(年次、ホームルーム PTA)
第 11条 年次、ホームルーム PTAは必要に応じて開くことができる。

(役 員)

第 12条 本会に次の役員をおく。

(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名(保護者男女各 1名、学校長)
(3) 監 事 3名(保護者)
(4) 評議員 若干名(各学級から各保護者 2名)
(5) 各部委員 若干名(部長 1名、副部長 2名、内 1名は学校職員)

(役員の選出、任期)

第 13 条 役員は次の手続きにより選出し、その任期は 2 か年とする。ただし、再任を妨げない、補欠役員
の任期は前任期の残任期間とし、役員の任期満了の場合は、後任者の就任まで、その職務を行うも

のとする。

(1) 会長、副会長、監事は評議員会や会員の中から推薦し、総会において決定する。

(2) 評議員は各 HRから選出する。ホームルーム PTAの正副会長は学級 PTA評議員の中から互選する。



(3) 各部委員は評議員と学校職員の中から選出し、委員の互選により正副部長を選出する。

(4) 監事は、評議員及び学校職員の中から会長が委嘱する。

(5) 年次 PTAの正副会長は各年次毎の評議員の互選により選出する。
(6) 年次 PTAの正副会長は各年次毎の評議員の互選により選出する。

(役員の任務)

第 14条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を統轄し、会議を招集し、議長となる。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。

(3) 監事は本会の会計を監査する。

(4) 評議員は評議員会を構成し、総会、評議員会の決定事項の執行にあたる。

(5) 幹事は、本会の処務会計を処理する。

(経 費)

第 16条 本会の会費は総会において決定する。ただし会費の他に必要に応じて他の経費を徴収することが

できる。

(会計年度)

第 17条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、毎年 3月 31日に終わるものとする。
第 18条 本会の会計は毎年監事の監査を受け､評議員会の承認を得て、総会に報告しなければならない。

(帳 簿)

第 19条 本会に次の帳簿を備える。

(1) 会員名簿

(2) 会 則

(3) 役員名簿

(4) 会計簿

(5) 諸記録簿

(会則の改選)

第 20条 本会則は、評議員会の審議を経て総会の議決により改廃する。

(会則の施行)

第 21条 本会別は、昭和 52年 4月 1日より施行する。

４ 泊高等学校定時制課程(夜間部)同窓会会則

第 1条 本会は泊高等学校同窓会と称し、本部を泊高等学校定時制課程に置く。

第 2条 本会は会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。

第 3条 本会の会員は泊高等学校定時制課程を卒業した者とする。

第 4条 本会は、その目的遂行のために次の事業を行う。

(1) 会報、会員名簿の発行



(2) 親睦、レクリエーション

(3) その他必要と認める事業

第 5条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 会計 1名
(4) 書記 1名 (5) 幹事(各期) 2名 (6) 会計監査 2名

第 6条 役員は総会においてそれぞれ選出する。

第 7条 役員の任期は 2ケ年とする。但し、再任を妨げない。

第 8条 本会の機関として総会、役員会を置く。

第 9条 総会は全会員を以って構成し、次の事項を審議し執行する。

(1) 会則の改正 (2) 役員の選出

(3) 予算･決算の審議 (4) 役員会からの報告事項の承認

総会は毎年 1回会長がこれを開催する。但し、緊急やむをえないときは臨時に開くことができる。

第 10条 役員会は、会計監査を除く全役員で以ってこれを決める。

(1) 本会事業の審議

(2) 総会より委託された事項の執行

(3) 会則による承認を要する事項

第 11条 会合の決議は出席会員の過半数の同意を以ってこれを決める。可否同数の場合は議長がこれを決

する。

第 12条 本会の経費は次の各号より生ずる。

(1) 入会金(入会金は 500円とする)
(2) 会員の会費 500円
(3) 寄附、その他の収入

第 13条 会計係は年 1回会計監査を受け、役員会及び総会に報告し、承認を得るものとする。

第 14条 本会の会計年度は 4月 1日より翌年 3月 31日とする。
附 則 本会の会則は昭和 56年 3月 1日より施行する。

５ 学校評議員に関する規程

（目的）

第１条 この内規は、沖縄県立高等学校評議員設置要項に基づき、学校評議員について必要な事項を定める

ことを目的とする。

（役割）



第２条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。

（委嘱等）

第３条 学校評議員の数は５人以内とする。

２ 学校評議員は、保護者や地域住民の中から、教育に関する識見を有する者を校長が推薦し、沖縄県教

育委員会から委嘱を受けるものとする。

（任期）

第４条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、校長は、学校評議員に関して

特別の事情があるときは、任期満了前に当該学校評議員の任務を解くための手続きを開始することが

できる。

２ 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間

とする。

３ 学校評議員は、３年を限度として再任されることができる。

（秘密の保持）

第５条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

（会議）

第６条 校長は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。

（報償等）

第７条 学校評議員に対する報償費等は、予算の範囲内において支給する。

（その他）

第８条 この内規に定めるもののほか、学校評議員に関して必要な事項は、校長が定める。

附 則 この内規は、平成 12年 12月 16日から施行する。

６ 衛生委員会に関する規程

（目的）

第１条 委員会は、沖縄県立学校職員安全衛生管理規程取扱要綱（以下「要綱」という。）に基づき、必要

な事項を定めるものとする。

（校長の責務）

第２条 校長は、沖縄県立学校職員安全衛生管理規程、労働安全衛生法、政令及び関係省令の趣旨に従い、

職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。

（職員の責務）

第３条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

２ 職員は、校長その他職員の安全衛生に関する事項に携わる者から安全及び健康の確保のための指示又

は指導を受けたときは、これに従わなければならない。



（業務）

第４条 委員会は、要綱９条に基づき次に掲げる事項を調査審議し、校長に意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。
(4) 前３号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

（組織）

第５条 委員会の委員の定数は７人とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 安全衛生責任者（校長）
(2) 衛生管理者
(3) 職員で安全衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者
２ 前項第２号及び第３号に掲げる委員の半数は、職員の過半数で組織する地公法第 52条に規定する職

員団体があるときはその職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては職員の過

半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

３ 第１項３号中の「職員で安全衛生に関し経験を有する者」は、次のとおりとする。

(1) 作業主任者の選任を必要とする所属においては、作業主任者のうちから１人
(2) 安全衛生推進者の選任を必要とする所属においては、安全衛生推進者
(3) その他職場の衛生に関する事項に従事している者

第６条 校長は、衛生委員会における議事で重要なものにかかる記録を作成して、これを３年間保存しなけ

ればならない。

第７条 校長は、衛生委員会委員を指名したときは、遅滞なく衛生委員会委員選任報告書（第２号様式）を

総括安全衛生管理者に提出し、衛生委員会の会議を開催したときは、会議終了後２週間以内に衛生委

員会開催状況報告書（第３号様式）を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

第８条 会議は、年３回程度開催するものとする。

附 則 この規程は、平成 12年４月 17日より施行する。

７ 家庭教育支援会議に関する規程

（名称）

第１条 この組織は、沖縄県立泊高等学校家庭教育支援会議（以下、「支援会議」という。）と称し、事務局

を校内に置くとする。

（目的）

第２条 支援会議は、本校定時制課程午前部ＰＴＡ、定時制課程夜間部ＰＴＡ及び通信制課程校友会を中心

として、家庭教育に困窮している保護者に対して積極的な支援を行い、生徒の犯罪や非行を未然防止

することを目的とする。



（構成）

第３条 支援会議の構成員（以下「委員」という。）は、次のとおりとする。

(1) 校長 (2) 副校長 (3) 教頭
(4) 生徒指導主任 (5) ＰＴＡ会長 (6) ＰＴＡ副会長
(7) ＰＴＡ生徒指導委員長 (8) ＰＴＡ母親代表者 (9) 民生児童委員
(10) 自治会長 (11) 警察官 (12) 青年団関係者
(13) 学識経験者 (14) 教育相談（係） (15) その他特に必要なもの

２ 支援構成員は、次のとおりとする。

午前部 夜間部 通信制課程

(1)校長 ○

(2)副校長 ○

(3)教頭 ○ ○ ○

(4)生徒指導主任 ○ ○ ○

(5)ＰＴＡ会長 ○ ○

(6)ＰＴＡ副会長 ○ ○

(7)ＰＴＡ生徒指 ○ ○

導委員長

(8)ＰＴＡ母親代 ○

表者

(9)民生児童委員 ○

(10)自治会長
(11)警察官 前島交番所長

(12)青年団関係者 ○

(13)学識経験者 ○

(14)教育相談（係） ○

３ この他、支援会議の下に支援チ－ムを結成し家庭教育を支援する。

（任期）

第４条 委員の任期は、毎年４月１日から翌年の５月のＰＴＡ総会までとする。

（役員）

第５条 支援会議に次の役員を置く。

(1) 顧問 （１人）：本校校長

(2) 会長 （１人）：午前部ＰＴＡ会長

(3) 副会長（２人）：夜間部ＰＴＡ会長
：通信制課程校友会会長

(4) 書記 （１人）：夜間部ＰＴＡ副会長

（任務）

第６条 役員の任務は、次のとおりとする。

２ 会長は、会を代表し会務を総括する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は会長を代行する。

４ 書記は、会長の指示により支援会議の事務を処理する。

（支援会議）



第７条 支援会議は、定例会議と臨時会議とし、会長がこれを招集する。

２ 定例会議は、原則として毎月第１月曜日に開催し、学校と地域との情報交換を行い、次の事項につい

て決定する。

（１）支援対象、支援の内容・方法

（２）支援会議の内容により編成する。支援チ－ムの担当者。

３ 支援会議は、校長を通じて会議に必要な情報の提供、学校職員及び関係者の会議への出席を求めるこ

とができる。

４ 支援チ－ムの支援結果報告を受け、その結果を分析・評価して新たな支援の方法等を決定する。

（支援チ－ム）

第８条 支援チ－ムは、支援会議の決定により必要に応じて編成する。

２ 支援チ－ムは、各ＰＴＡ及び校友会の生徒指導委員会や学校の生徒指導部との連携のもとに、必要に

応じて外部の専門機関の協力を得て、次のような支援活動を行う。

(1) 家庭教育で困っている保護者への積極的な声かけと相談への対応及び支援
(2) 問題行動のある生徒に対する声かけと相談
(3) 泊高等学校周辺の巡回指導

（守秘義務）

第９条 委員は、プライバシ－の保護に関し、支援会議の取り組みで得た個人情報に対して守秘義務を負う。

（報告と指導）

第 10 条 会長は、支援会議の活動について、校長を通じて教育委員会に定期的に報告を行うものとする。

附 則 この規程は、平成 12年 12月 16日より施行する。


