令和３年度

札幌市ＰＴＡ協議会

第９回 理事会議事録
◇日 時

令和４年４月２６日(火)１４：００～

◇場 所

ちえりあ大研
司会: 湯浅副会長

Ⅰ 出席者 【理事】・中瀨 智成 《東》
・橋本 正行 《西》欠席(委任状あり)
・井手 純惠 《南》
・深谷 正史 《北》
・髙橋
聖 《中央》
・安藤 慎也 《白石》
・髙原 周作 《豊平》
・湯浅 雅之 《厚別》
・川又 苗穂美《手稲》
・室谷 亮多 《清田》欠席
【役員】・中野 吉朗
会長
・湯浅 ひとみ 副会長
・村形 亜佐美 副会長
・伊藤 美由紀 副会長
・五十嵐 佳織 副会長
・原
正充
副会長
・佐田 利典
副会長 欠席
・北本 雅人
副会長 欠席
・松本 美和
副会長 欠席
◎「規約」18条第1項の規定により成立しました。
定足数13名 出席15名（内委任状1）
【監事】・小笠原 宏至 欠席
・昆野 幸洋
欠席
【事務局】・山本 豊
Ⅱ 理事会
１ 開 会
２ 会長あいさつ
やっと春になったと思われる今日この頃ですが、西区の交通事故、知床の事故など暗いニュースも
気になるところです。私たちは、引き続き子どもたちのために何が出来るのか考えていきたいと思い
ます。各区においては総会直前の準備にお忙しい中と存じます。例年実施していました総会後の飲食
を交えた情報交換会について、どの区も実施しないということになりました。昨今の情勢に鑑み妥当
な判断だったかなと思っております。今日は最後の理事会になります。ご検討よろしくお願いします。
３ 議長選出 及び 議事録署名人指名 (議長：豊平区髙原理事、署名人：厚別区湯浅理事)
４ 議
事
(1) 経過報告
４月５日(火)
６日(水)
７日(木)
８日(金)
１１日(月)

※「外郭団体への参加報告」をお持ちでしたら、ご提出ください。

第８回役員会 14:00～ ちえりあ研修室
小中学校始業式、入学式
幼始業式、中入学式
第８回理事会 14:00～ ちえりあ大研修室
文科大臣表彰市教委提出〆切

１２日(火)
１３日(水)
１５日(金)
１９日(火)
２０日(水)
２２日(金)
２５日(月)
２６日(火)
２８日(木)

共済説明会 15:00～ちえりあ(東、西、南、手稲、清田)
共済説明会 15:00～ちえりあ(中央、北、白石、厚別、豊平)
総会案内発送、学校関係役員決定
総会原稿入稿１
第９回役員会 14:00～ ちえりあ研修室 5.6
会計監査 10:00～
第１回事務局長会 14:00～ ちえりあ中研修室２
市教委実地調査南区 14:00～
学校保健会理事会・評議委員会(ZOOM)
髙原・湯浅・深谷理事
第９回理事会 14:00～ ちえりあ大研修室＋ZOOM
市教委実地調査西区 14:00～
北海道中学校長会総会
（会長）
市教委実地調査東区 10:00～
総会原稿入稿２

５月 ６日(金) 手稲区 P 連総会 16:00～星置地区センター
会長
市 P 協総会資料最終校正
総会参加者区 P〆切
７日(土) 新役員予定者打合せ 10:00～事務局
９日(月) 三行詩募集開始～6/17
南区 P 連総会 10:00～北海道青少年会館コンパス
会長
１０日(火) 豊平区 P 連総会 16:00～きたえーる
会長
１１日(水) 北区 P 連総会 16:30～サンプラザホール
会長
清田区 P 連総会 13:00～アークシティーホテル
会長
１２日(木) 中央区 P 連総会 16:30～ライフォート札幌
会長
１３日(金) 西区 P 連総会 13:30～八軒会館
会長
白石区 P 連総会 17:30～エミシア札幌
会長
札幌市子どもの権利委員会 zoom
村形副会長
北海道教育振興会総会
伊藤副会長
市 P 協総会資料各区 P 連へ発送
１４日(土) 東区 P 連総会 14:30～ 伏古記念会館
会長
２０日(金) 日 P ブロック協議会
会長
厚別区 P 連総会 17:30～ エミシア札幌
湯浅ひ副会長
２４日(火) 令和４年度 札幌市ＰＴＡ協議会・共済会総会 ロイトン 14:00～
２７日(金) 教育振興会第１回理事会
３１日(火) 第１回役員会 14:00～研 5.6
６月 ７日(火)
１０日(金)
１７日(金)
２１日(火)
２２日(水)
２３日(木)
３０日(木)

第１回理事会 14:00～大研
歓送迎会？
常設委員会全体会、第１回常設委員会(3 交代) 13:30～大研修室
三行詩〆切、日 P 広報紙コンクール〆切
日 P 理事会、定期総会、懇親会
日 P 研修会
「北海道教育の日」総会
第１回委員長・副委員長会議 13：30～大研
第 2 回役員会 15:00～大研

２） 日Ｐ・各種委員会・外郭団体報告等
(1) 日本ＰＴＡ全国協議会など
5 月 20 日にブロック協議会会長会に出向きます。
(2) 北海道ブロックＰＴＡ協議会

会長
会長

北海道ブロック大会の動きが止まっています。ウェブ開催になったということで検討が加えられて
いるようです。
(3) 委員会
①〈常設委員会〉
担当副会長
○ 総務委員会
○ 広報委員会
○ 研修委員会
3 委員会とも新しい報告はありません。
②〈特別委員会〉
事務局長
○ 役員選考委員会
○ 表彰選考委員会
表彰委員会で前回報告した文科省表彰推薦校が道教委の審査まで進んでいます。
(4) 外郭団体等
担当役員・理事
特にありません。
３) 協議・確認事項
(1) 令和４年度総会に向けて
会長
○ 総会議案全体
・・・・・・・・ 別紙資料
資料の通り(修正などあれば連休明けまでに事務局へ連絡願います)・・・・・・・了承
○ 役割分担再確認 ・・・・・・・・ 資料１P
資料の通り
・・・・・・・了承
○ 総会進行要領
・・・・・・・・ 資料 2～6P
資料の通り
・・・・・・・了承
○ 会場想定図
・・・・・・・・ 資料 7P
資料の通り(ホテルの基準があり、例年どおりになりませんが了承願います・・・・・・・了承
(2) 令和２～4 年 PTA 共済会、協議会合同歓送迎会・・・・ 資料 8～11P
会長
2 年間実施できない間に退任された理事・役員の皆さんにご挨拶をいただく会としたい。お酒は出し
ません。食事は基本黙食でお願いします。
・・・・・・・了承
(3) 令和 4 年度外郭団体派遣案
・・・・・・・・・・・ 資料 12～13P
会長
令和 4 年度第 1 回理事会で最終調整します。
・・・・・・・了承
(4) 各区 P 連活動の様子他
各理事
○各区 P 連総会に向けての確認 ・・・・・・・・ 資料 14P
東区：資料の通りですが、交流会は行いません。南区：資料の通り準備を進めています、１単 P2
名で実施予定です。すでに委任状も集まってきています。北区：規約により代議員の数を減らして
行います。中央区：飲食を伴う情報交流会は断念しました。豊平区：委任状を利用して通常各単 P4
名の構成員を 2 名に減じて実施します。厚別区：代議員数本来 5 名のところ 2 名で実施します。手
稲区：せっかく集まる機会なので各単 P 紹介を計画している。飲食はありません。白石区：実施を
検討していた情報交換会は行いません。
(5) 後援承認などその他
事務局長
① 北区 P 連事務局スペース縮小移転のための補助願いについて・・ 資料 15P
実費を区 P と市 P で折半し負担する
・・・・了承
②【後援・広告承認】・・・・資料 16～19P
○札幌市中学校文化連盟事業
○2022 子どもの本 Book フェア・札幌会場
○ 第 36 回児童動物画コンクール
○ 第 24 回親子の市民講座「思春期の心の講演会・相談会」、第 37 回北海道内観療法
懇話会・第 17 回日本臨床内観療法研究会
資料の通り
・・・・了承

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など
① 共済会
総会についてお知らせ。
② 校長会
③ 配布物ほか
５ 閉 会
以上で理事会を閉会する。
署名人

札幌市ＰＴＡ協議会
理事（議長） 髙原 周作

㊞

理事

㊞

湯浅 雅之

