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日 時  令和４年４月２８日（木） １０：００ 開始 

 会 場  福岡市発達教育センター（第１研修室） 

     福岡市中央区地行浜２丁目１番６号 

※ ZOOM 併用での開催 

※ 総会にご出席の際には，この資料とスリッパをお持ちください。 

若久特別支援学校 

 

福岡中央特別支援学校 

東福岡特別支援学校 屋形原特別支援学校 

生の松原特別支援学校 博多高等学園 

今津特別支援学校 

南福岡特別支援学校 

福岡市 

福岡市立特別支援学校ＰＴＡ連合会 

総  会  要  項 



1 

 

令和３年度  事 業 報 告 
 

 単Ｐ間の連絡・協議会等により、相互の理解と連帯意識の向上を図ると共に、特別支援 

教育の振興促進及び福祉の増進を目的とし、以下の事業を行う。 

 

１ 各種行事に積極的に参加する。 

２ 機会をとらえ、特別支援教育の理解・啓発に努める。 

３ 特別支援学校間の交流を活性化するためにレクリエーション大会を行う。 

（令和３年度はコロナ禍の対応により YouTube 配信で実施） 

４ 研修会を行う。 

５ 必要に応じて、市教育委員会その他関係機関への要望を行う。 

 

月  日 事  業  名 内      容 

４月３０日（金）

６月１０日（木）

 

６月２６日（土）

６月２３日（水）

 

７月 ８日（木）

７月 ８日（木）

７月２８日（水）

９月 ９日（木）

１０月１４日（木）

１０月  日（ ）

１１月１１日（木）

１２月 ９日（木）

１２月１６日（木）

特Ｐ連総会・歓送迎会 

第１回役員会・理事会 

 

特Ｐ連ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会 

特Ｐ連役員研修会 

（全市一斉オンデマンド形式） 

第１回副会長会 

第２回役員会・理事会 

４年度教育予算要望提出 

第３回役員会・理事会 

第４回役員会 

特Ｐ連研究集会 

第５回役員会・４回理事会 

特別支援教育啓発研修会 

第６回役員会 

総会行事、歓送迎会[今津・福岡中央] 中止 

総会反省内容確認、教育予算要望案、特Ｐ連ﾚｸ、 

役員選考委員会 

オンラインで実施［南福岡・福岡中央］ 

 

 

研究集会、輪番の確認、副会長会の日程調整 

特Ｐ連ﾚｸ反省、４年度教育予算要望、啓発研修会 

市庁舎 

４年度教育予算要望反省、啓発研修会 

啓発研修会連絡・確認 

グループ討議、意見交換   中止 

啓発研修会、今後の開催場所、総会日程確認 

オンライン配信 講師：下山いわ子様 [生松・若久]

啓発研修会反省、総会準備確認、教育予算要望ｽｹｼﾞｭｰﾙ  

１月１３日（木）

１月２０日（木）

２月１０日（木）

 ３月 ３日（木）

４月１４日（木）

 

４月２７日（水）

 

 

 ４月２８日（木）

第７回役員会・５回理事会 

第２回副会長会 

第８回役員会・６回理事会 

第９回役員会 

第１０回役員会（新旧） 

 

第７回理事会（新旧） 

総会の前日準備 

 

特Ｐ連総会・歓送迎会（予） 

４年度スケジュール、５年度教育予算要望審議 

選考委員会報告、４年度担当、理事会時期確認 

４年度スケジュール、５年度教育予算要望審議 

４年度スケジュール、総会、歓送迎会 

４年度特Ｐ連総会確認、教育予算要望審議 

特Ｐ連レク、役員事務引継ぎ 

４年度総会に関する最終確認 

総会会場設営、確認、式次第最終確認 

理事事務引継ぎ 

総会行事、歓送迎会[東福岡] 

 



 

福岡市立特別支援学校ＰＴＡ連合会規約（令和３年１月１４日改正） 

 
  第１章  名称ならびに事務局 
第１条  この会は福岡市立特別支援学校ＰＴＡ連合会と称する。 
第２条  この会の事務局を、原則として会長所属の学校に置く。 
 
  第２章  目的および方針 
第３条  この会は特別支援学校ＰＴＡ相互の連絡提携を緊密にするとともに、福岡市における特別支援教

育の振興を図ることを目的とする。 
第４条  この会は、特別支援教育の発展（進行）促進を本旨とする民主的団体であって、次の方針に従っ

て活動する。 
１.ここの会の目的を達成するために、他の団体および機関と協力する。 
２.こ特定の政党や宗派にかたよることなく、どこまでも子どもの幸せを願う立場に立って活動を進

める。 
３.こもっぱら営利を目的とするような行為は行わない。 

 
  第３章  活   動 
第５条  この会は、目的を達成させるため次の活動を行う。 

1.こ各単位ＰＴＡ相互の連絡協調につとめ、会員相互の交流提携を図る。 
２.  心身障がい児の福祉の増進につとめる。 
３.こ特別支援教育の発展向上を促進するための研修と努力をする。 
４.こその他、この目的を達成するために必要な活動をする。 

 
  第４章  組   織 
第６条  この会は、福岡市立特別支援学校単位ＰＴＡの会員をもって組織する。 
     この会に、理事会を置き、理事会は各単位ＰＴＡ会長、副会長および校長で組織する。 
 
  第５章  役員・監事 
第７条  この会に、次の役員を置く。 

１.こ会   長  １名 
      ２.こ副 会 長 ２名 
      ３.こ代表理事 ４名 
      ４.こ校長会会長  １名 
      ５.こ事 務 局 １名 
第８条  役員・監事の選出 

１.こ会長、副会長、代表理事は、理事会において選出し総会の承認を得る。 
２.こ会長は、単位PTA会長、副会長、または、その経験者で、PTA会員の資格を有する者から選出

する。 
３.こ理事は、各単位ＰＴＡの代表として各単位ＰＴＡで選出する。 
４.こ事務局は、会長の在籍校に置き、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 
５.こ監事は、総会においてこれを選出する。 

第９条  役員・監事の任期 
1.こ役員・監事の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし会長は、原則同一役職３年を限度とす

る。  
２.こ会長に欠員を生じたときは、副会長（会長代行）が残任期間の任にあたる。 
3.こ会長を除く役員に欠員を生じたときは、単位PTA で後任を決定し、前役員の残任期間の任に 

あたる。 
３ 



 

第１０条 役員・監事の職務は次のとおりとする。 
1.こ会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
２.こ副会長は、会長を補佐し、会長が事故のある時はこれを代行する。 
3.こ代表理事は、会計や書記など会運営全般の推進にあたる。 
4.こ役員は、会運営全般の推進に当たる。 
5.こ事務局は、会長の指示をうけて会運営、その他の事務に従事する。 
6.こ監事は、この会の事業ならびに経理を監査する。 

第１１条  この会には名誉会長を置くことができる。 
      名誉会長は本会の会長経験者にして役員会・理事会の承認を得て会長が委嘱する。 
      任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

第１２条  この会には顧問を置くことができる。 

顧問は本会の会長経験者にして役員会・理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

      任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

      顧問は会長の要請を受け、会長に対する助言及び会長の補佐をすることができる。 

 
  第６章  会   議 
第１３条  総会 

1.こ総会は、年１回開催することとし、必要により臨時に開催することができる。 
        （但し、理事会において必要と認めたとき） 

２.こ総会においては、下記事項について審議、決議する。 
        ① 規約に関すること   ② 役員の選出および承認に関すること 
        ③ 事業計画の承認           ④ 予算の審議 
        ⑤ 決算報告                 ⑥ その他、必要な事項 
第１４条  役員会 

役員会は、８月を除く毎月開催を原則とし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができ
る。 

第１５条  理事会は、定例会（年３～４回）及び会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。 
 
  第７章  経   理 
第１６条こ 1.ここの会の経営は、各単位ＰＴＡの負担金およびその他の収入をこれにあてる。 
第１６条こ 2.こ各単位ＰＴＡの負担金の納入については、これを別に定める。 
第１７条  この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１８条  会計監査は、年度終了後４月末日までに行なうものとする。 
 
  第８章  付   則 
第１９条  この会と他のＰＴＡ連合会、他団体との連絡を密にするよう会長がその任にあたる。 
第２０条  この規約は、昭和５０年６月２０日より実施する。 
第２１条  特Ｐ連理事を退任された理事（会長、副会長、校長）に対しては感謝状をもって謝意を表する。 
第２２条  第15 条の２について、各単Ｐの負担金は児童生徒１人に対し３００円とする。 

（但し、兄弟姉妹の在籍は一人分とする） 
 
      昭和５２年 ７月 ４日  一部改正 
      平成 ４年 ６月 １日  一部改正 
      平成 ８年 ５月２７日  一部改正 
      平成 ９年 ５月２６日  一部改正 
      平成１１年 ５月１７日  一部改正 

平成１３年 ５月１７日  一部改正 
      平成１５年 ５月２１日  一部改正 

４ 



 

 
平成１９年 ５月１８日  一部改正 
平成２０年 ５月１６日  一部改正 
平成２４年 ５月１１日  一部改正    
平成２５年 ５月１０日  一部改正 
平成２７年 ５月 ８日  一部改正 
平成２８年 ５月 ６日  一部改正 
平成２９年 ５月 ２日  一部改正 
平成３１年 ４月２６日  一部改正 
令和 ３年 １月１４日  一部改正 

 
 

慶 弔 規 定 
   

第１条  福岡市立特別支援学校ＰＴＡ連合会は、本会が連携する各種団体関係者の慶弔にあたり、 
      次に決める手順に添って慶弔の意を表すものとする。 
 
第２条  慶事、弔事があった場合、その都度、役員会並びに理事会に諮り決定する。 
第２条 緊急の場合には、会長、副会長と校長会長で決定し、事務局で支出。その後、役員会、理事会に報

告し承認を受けるものとする。 
平成１９年５月１８日より施行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
５ 



６ 

 

   令和 4 年度  事 業 計 画 （案） 
 

 単Ｐ間の連絡・協議会等により、相互の理解と連帯意識の向上を図ると共に、特別支援 

教育の振興促進及び福祉の増進を目的とし、以下の事業を行う。 

 

１ 各種行事に積極的に参加する。 

２ 機会をとらえ、特別支援教育の理解・啓発に努める。 

３ 特別支援学校間の交流を活性化するためにレクリエーション大会を行う。 

４ 研修会を行う。 

５ 必要に応じて、市教育委員会その他関係機関への要望を行う。 

 

月  日 事  業  名 内      容 

４月２８日（木） 

６月 ９日（木） 

６月２５日（土） 

６月 ●日（●） 

 

７月 ●日（●） 

７月１４日（木） 

７月 ●日（●） 

９月 ８日（木） 

１０月１３日（木） 

１０月 ●日（●） 

１１月１０日（木） 

１１月２１日（月） 

 

 

 

１２月 ９日（木） 

１月１２日（木） 

１月 ●日（●） 

２月 ９日（木） 

 ３月 ９日（木） 

特Ｐ連総会（ハイブリッド） 

第１回役員会・理事会 

特Ｐ連ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会 

特Ｐ連役員研修会 

（全市一斉オンデマンド形式） 

第１回副会長会[福岡中央] 

第２回役員会・理事会 

5 年度教育予算要望提出 

第３回役員会・理事会 

第４回役員会 

特Ｐ連研究集会 

第５回役員会・４回理事会 

特別支援教育啓発研修会 

 

 

 

第６回役員会 

第７回役員会・５回理事会 

第２回副会長会 

第８回役員会・６回理事会 

第９回役員会 

総会行事 

総会反省内容確認、教育予算要望案、特Ｐ連ﾚｸ、役員選考委員会 

オンラインで実施［今津・福岡中央］ 

 

 

研究集会、輪番の確認、副会長会の日程調整 

特Ｐ連ﾚｸ反省、5年度教育予算要望、啓発研修会 

市庁舎 

５年度教育予算要望反省、啓発研修会 

啓発研修会連絡・確認 

グループ討議、意見交換 

啓発研修会、今後の開催場所、総会日程確認 

会場：福岡市民会館 大ホール  

講師：NPO法人ニコちゃんの会 代表理事 森山 淳子 様、

NPO 法人しぶたね 理事 清田 悠代 様 

[南福岡・生の松原]

啓発研修会反省、総会準備確認、教育予算要望ｽｹｼﾞｭｰﾙ  

５年度スケジュール、６年度教育予算要望審議

選考委員会報告、５年度担当、理事会時期確認

5年度スケジュール、6年度教育予算要望審議

５年度スケジュール、総会、歓送迎会 

４月１３日（木） 

 

４月２７日（木） 

 

４月２８日（金） 

第１０回役員会（新旧） 

 

第７回理事会（新旧） 

総会の前日準備 

特Ｐ連総会・歓送迎会（予） 

５年度特Ｐ連総会確認、教育予算要望審議 

特Ｐ連レク、役員事務引継ぎ 

５年度総会に関する最終確認 

総会会場設営、確認、式次第最終確認、理事事務引継ぎ 

総会行事、歓送迎会[屋形原・東福岡] 

 


