
 
令和４年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第１回 理事会議事録 
◇日  時     令和４年６月７日(火)１４：００～  

◇場  所     ちえりあ２Ｆ大研修室 

司会: 湯浅副会長 

Ⅰ 出席者 【理事】・中瀬 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》欠席(委任状あり) 

          ・髙原 周作 《豊平》 

          ・湯浅 雅之 《厚別》 

          ・川又 苗穂美《手稲》 

          ・長﨑 教尚 《清田》 

 

      【役員】・中野 吉朗  会長 

          ・湯浅 ひとみ 副会長 

          ・村形 亜佐美 副会長 

          ・五十嵐 佳織 副会長 

          ・壽原 智子  副会長 

          ・辻本  悟  副会長 

          ・熊谷 誠二  副会長 

          ・大牧 眞一  副会長 欠席(委任状あり) 

          ・笹山 雅司  副会長 欠席(委任状あり) 

 

◎「規約」18条第1項の規定により  定足数13名 出席19名（内委任状４） 

 

【監事】・小笠原 宏至        ・小戸田 友香 

 

【事務局】・山本 宏 ・山本 豊 

 

      【各区事務局長】 オブザーバー参加 

 

Ⅱ 理事会 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 本日は各区の事務局長もきて頂いての第1回理事会になります。この理事会あと来年の北海道ブロ

ック札幌大会準備委員会も予定されていますが、今年行われる北海道ブロック北見大会、日Ｐ山形

大会についての見通しについても報告が予定されています。先程、ご説明頂いたキタラの様子を伺

うと吹奏楽を中心に少しずつ活動が再開しているということでした。これまでの活動を見直しなが

らコロナ明けに向けて活動を充実させて行きたいと思います。本日はご検討よろしくお願いします。 

 

３  役員・理事自己紹介 

 

４ 議長選出 及び 議事録署名人指名 

        議長 厚別区 湯浅理事    署名人 手稲区 川又理事 

５  議     事 

１） 経過報告 ※「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。 



 今年度から加除・質問については加えて頂いて、紙面での報告としたい。・・・・了承 

４月 ５日(火) 第８回役員会 14:00～ ちえりあ研修室 

    ６日(水) 小中学校始業式、入学式 

    ７日(木) 幼始業式、中入学式 

    ８日(金) 第８回理事会 14:00～ ちえりあ大研修室 

   １１日(月) 文科大臣表彰市教委提出〆切 

   １２日(火) 共済説明会 15:00～ちえりあ(東、西、南、手稲、清田) 

      １３日(水) 共済説明会 15:00～ちえりあ(中央、北、白石、厚別、豊平) 

   １５日(金) 総会案内発送、学校関係役員決定 

   １９日(火) 総会原稿入稿１ 

   ２０日(水) 第９回役員会 14:00～ ちえりあ研修室 5.6 

         会計監査 10:00～ 

２１日(木) 札幌市中学校体育連盟総会(来賓招かず) 

   ２２日(金) 第１回事務局長会 14:00～ ちえりあ中研修室２ 

   ２５日(月) 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 

   ２６日(火) 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～ 

   ２８日(木) 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 

         R4 年「安全安心なまちづくり」道民の集い 13：00～かでる   湯浅副会長 

   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 

         市 P協総会資料発送 

   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～ 

２５日(水) 教育振興会第１回理事会（欠席） 

２７日(金) 文科大臣表彰道教委審査                   事務局長 

３１日(火) 第１回役員会 14:00～研 5.6 

 

 ６月 ７日(火) 第１回理事会 兼 第３回札幌大会準備委員会 14:00～大研 

    ８日(水) 第１回札幌市環境教育・環境学習基本方針推進委員会 10:00~エルプラザ 

                                      村形副会長 

   １０日(金) 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 

         生涯学習振興財団第１回理事会 ZOOM                会長 



80万事業計画市教委提出予定日 

   １１日(土) 北海道 PTA連合会定期総会 13:00～ポールスター           会長 

   １７日(金) 三行詩〆切、日 P広報紙コンクール〆切 

         学校保健会「研修会」zoom 有               担当監事、理事 

   ２１日(火) 日 P理事会、定期総会、懇親会                                    会長 

   ２２日(水) 日 P研修会                            会長 

   ２３日(木) 「北海道教育の日」総会 ライフォート               山本 

札幌市青少年女性活動協会                  村形副会長 

２４日(金) 学校給食会第１回理事会                   壽原副会長 

   ２７日(月) 社会教育委員会議？                        会長 

   ２８日(火) 市教委表敬訪問、市教委説明会、子ども未来局訪問 (会長、副会長、事務局長) 

   ３０日(木) 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 

     日( ) 札幌市学校保健会理事会                   （担当理事） 

     日( ) 札幌市学校給食会第１回理事会               （担当副会長） 

女性の視点から考える教育フォーラムに向けたオンライン会議  (担当副会長) 

札幌市民憲章推進会議                       (会長) 

日( ) 札幌市特別支援教育振興審議会               (理事) 

         札幌市営企業調査審議会第 1回下水道部会(書面)        （副会長） 

日( ) 札幌市生涯学習財団第２回理事会 ZOOM              (会長) 

    日( ) 札幌市学校給食会理事会・定時評議員会           (担当副会長) 

日( ) さっぽろ市青少年活動協会 評議委員会           （担当副会長） 

   日( ) 北海道学校給食会 評議委員会               （担当副会長） 

   日( ) 札幌市生涯学習振興財団評議員会                     （会長） 
     日( ) 札幌市市民憲章会議                       （会長） 

 
７月 6日(水) 北海道教育振興会第 2回常任理事会・各部会           壽原副会長 

７日(木) 第１回表彰選考委員会 13:30 ちえりあ研修室 

        第２回理事会 15:00 ちえりあ研修室 

１２日(火) 第２回事務局長会議 14:00 ちえりあ研修室                  

１６日(土) 北海道ブロックＰＴＡ協議会 ポールスター    （役員・事務局長・事務長） 

２０日(水) 日Ｐ理事会 

２１日(木) 日Ｐブロック協議会会長会、推進室会議、協議会連絡会       (会長) 

２２日(金) 日Ｐ協議会代表者会、研修会、懇親会 

      三行詩日Ｐ〆切 

２５日(月) 小中学校終業式 

２３日(金) 三行詩日 P〆切 

日( ) 「要望書」に係る幼・小・中の副会長との意見交換会   

日( ) 札幌市営企業調査審議会 第１回下水道部会(ZOOM)          

 

 ８月 ５日(金) 教員採用面接① 

国内研修打合せ 13:30～?                                (会長・事務局長) 

 ６日(土) 教員採用面接② 

 ７日(日) 教員採用面接③ 

１０日(水)～１２日(金) 学校休校日(各区Ｐ連臨時休業日) 

２２日(月) 小学校始業式 

２５日(木) 中学校始業式 

      日Ｐ理事会、山形大会レセプション            (会長、事務局長) 

２６日(金) 日本ＰＴＡ全国大会山形大会①               (役員ほか) 

２７日(土) 日本ＰＴＡ全国大会山形大会②               (役員ほか)    

  日( ) 学校保健会第 1回研究部会～24日 Ｗｅｂ          (担当理事) 



日( ) 札幌の教育を語るフォーラム２１(10:00～11:45オンライン）       (担当副会長) 

日( ) 第１回社会教育委員会                      (会長) 

日( ) 女性の視点から考える教育フォーラム Ｗｅｂ        (担当副会長) 

   日( ) 中央卸売市場「親子料理コンテスト」                   （担当副会長） 

 

９月 ４日(日) 第 69回日Ｐ北海道ブロック研究大会 

北見大会提言区収録① 教育文化会館 

  １０日(土) 北見大会提言区収録② 教育文化会館 

１３日(火) 第 1回役員監事選考委員会 13:30～ちえりあ 

 第３回役員会 15：00～ ちえりあ 

１４日(水) 教育振興会第３回常任理事会・各部会              壽原副会長 

１５日(木) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 埼玉市大会①      (会長、副会長、事務局) 

１６日(金) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 埼玉市大会② 

２１日(水) 「北海道教育の日」道民運動推進協議会 幹事会         （事務局長） 

２２日(木) 第３回理事会 14：00～ ちえりあ 

２８日(火) 市Ｐ協セミナー(午前) 

３０日(金) 第３回事務局長会 

     日( ) 社会教育功労者表彰委員会 市教委            

     日( ) 白石区Ｐ連「キタラ音楽鑑賞会」10：00～ 

日( ) 「要望書」総務委員会と市教委の事前打ち合わせ 10:00～  

日( ) 第 1回札幌市小学校及び中学校通学区域審議会       

日( ) 学校保健会第２回理事会                 

日( ) 札幌市社会教育功労者表彰選考委員会  

 

令和５年度総会 

５月２２日(月) ホテルロイトン札幌 
 

２） 日Ｐ・外郭団体・各種委員会報告 

(1)  日本ＰＴＡ全国協議会                      会長 

文科省より「これからの学校と地域とＰＴＡ～コミュニティ・スクール～」の資料がありますので

文科省のホームページよりご覧ください。 

 北九州市でのＰＴＡの任意加入の取り組みについて事例報告がありました。 

・５月２０日(金) 日Ｐブロック協議会代表者会（会長） 

・６月２１日(金) 日Ｐ・総会 

・８月２６日(金) 日Ｐ全国大会動向・・・・・・・・資料1･2P、別紙開催要項 

 山形大会は分科会が全県に広がる分散開催になっています。出来るだけ多く参加して頂きたいと考

えています。分科会は各区単位または各個人にお任せします。そのため例年しています、分科会の報

告交流会の現地での開催はしないことに致します。 

 (2) 北海道ブロックＰＴＡ協議会                     会長 

  ・７月１６日(土) １６：２０ ポ－ルスタ－札幌 

     ・道Ｐ大会動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料3～8P 

 YouTube配信による大会になります。参加費は1000円で期待数が示されています。その期待数を下回

らないようにしたいと思います。しかし、大会主催者の意向で大会視聴については会費納入の如何に

かかわらず会員全員を対象としたいということです。以上のことから大会参加費は区P連及び市P協が

会費の中からまとめて支出することとしたい。・・・・・・・・・・・・・・・ 了承 

 

(3) 委員会                              事務局長長 

          ①〈常設委員会〉第１回委員会                 

６月１０日(金)13：30～ちえりあ・・・資料9P 

      ②〈常設委員会〉委員長・副委員長会              

 ６月３０日(木)13：30～ちえりあ・・・・資料10P 

 ③〈特別委員会〉表彰選考委員会 三行詩、日P表彰選考 



             ７月７日(木)13：30～ちえりあ・・・・資料11P 

 

(4) 外郭団体                             担当役員 

 今年度は派遣外郭団体での協議内容について報告頂きたい。・・・了解 

 

３) 協議・確認事項 

(1) 総会報告・Ｒ４年度運営方針・事業計画等の確認について         会長 

・・・・・資料12～14P、資料「定期総会議案」 

     ・定期総会議事録について 

                  ・・・・・・・・・・・・・・部分修正し了承 

     ・いじめ問題に対するとりくみについて  

                  ・・・・・・具体的方法について検討中：了承 

     ・組織運営改革について  ・・・・・・法人化について学習し理解を深めたい：了承 

     ・R5年度全道大会に向けての体制(詳細は準備委員会において) など 

 

(2)  確認事項について                            会長 

  ・ 副会長の職務代理順 

       湯浅 ⇒ 村形 ⇒五十嵐 ⇒ 壽原 ⇒辻本 

  ・ 常設委員会担当副会長 

       総務（ 辻本 ）、研修（ 壽原 ）、広報（ 村形 ） 

・ 役員・監事選考委員会（事務局長） 

・ 表彰選考委員会（会長・副会長・事務局長） 

      ・ 共済会理事 ( 湯浅 )( 村形 )  ・・・・・・・・・一括承認 

 

(3)  Ｒ４年度札幌市ＰＴＡ協議会役員会・理事会開催日程・・・・・資料15P    会長 

                          ・・・・・・・・承認 

(4)  Ｒ４年度 「外郭団体・ 各種委員会派遣」 について・・・・・資料16･17P     会長 

                           ・・・・・・・・承認 

(5)  交通費 (内規) 、事務局長会議等に係わる確認事項について・・資料18･19P   事務局 

・ 個人票・交通費振込口座の記入・・済 

・ 外郭団体への出席と交通費について 

                    ・・・・・・・了承 

(6) 理事会における議長及び署名人の順番について・・・・・・・・・資料20P    会長 

                           ・・・・・・・了承 

   (7) 国内研修 担当役員(五十嵐副会長) 担当事務局長(山本豊事務局次長)    会長 

     ・各区 P 連推薦依頼           ・・・・・・・・・資料 21P 
                           ・・・・・・･・承認 
 国内研の実施要領の参加条件について再度検討し次回理事会において提案する。・・・・了承 
 

(8) 各区 P連総会の様子及び運営計画の交流                  各理事 

東区：定期総会をリアルで開催致しました。南区：30 単 P 中 24 単 P のリアル参加で総会を実施

しました。現在講演会「多様性と性について」を計画中です。北区：感染対策をしてリアル総会を

実施しました。委員会の活動を始めています。中央区：総会と合わせて情報交流会を実施しました。

副会長会を実施し区 Pと単 Pの結びつきの強化を図っていきます。豊平区：きたえーるでリアル総

会を行いました。研修大会について今年度は検討する年といたしました。白石区：リアルで総会を

実施しました。来週、単 P代表者会を予定しています。手稲区：総会は計画通り実施出来ました。

コロナ前のように大きな行事は難しいとは思いますが、工夫した活動を考えています。清田区：ア

ークシティーホテルで総会を実施しました。来週から、各委員会の活動が始まります。厚別区：今

年から初めて平日開催で行いました。現在区 P連行事の企画検討中です。実行委員会組織を充実さ

せていきたい。 

会長より：個人情報保護保険について日 P でも重要視しているものです。是非、各区で広報をお願



いしたい。 
 

(9)  後援承認などその他                         事務局長 

   ①【Ｗｅｂ会議】Ｗｅｂ会議のルール、iPadの設定方法・・・R3配布､新しい方に配布 

  ②【理事会で事前説明】キタラ事業説明、各区での説明も希望・・資料 22･23P 

                                 ・・・・・・了承 

  ③【後援承認】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 24～27P 

  ・「人にやさしい福祉のまちづくりポスター」作品展：社会福祉協議会 

  ・札幌市中学校体育連盟事業 

  ・札幌市青少年読書感想文コンクール 

  ・中学生作文コンクール 

  ④三行詩募集(6/17〆切)にかかわってのお願い・・・・・・・資料 28～31P 

 〆切が迫っています。例年通り出足がよくありません。各区の役員さんへも呼びかけお願いした

い。 

 

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会          ・・・・・・・・・・・・資料 32･33P 

 4 月から 530 件の事故報告を受けています。子どもたちが活動的になってきているようです。審

査委員会に安藤理事と中瀨理事にお願いしたいと思います。・・・・・・・・・・・了承 

② 校長会 

③ 配布物ほか 

 ・安心安全なまちづくりリーフレット 

・朝ごはんのすすめリーフレット 

 ・手作り通信VOL1.11  

 ・交通安全便り、R4北海道暴走族根絶等啓発推進月間の実施について 

 ・その他派遣業務にかかわる連絡文書 

 

 

６ 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） 湯浅 雅之     ㊞ 

 

 

                                          理事     川又 苗穂美     ㊞ 

 


