
 
令和４年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第２回 理事会議事録 
◇日  時     令和４年7月７日(木)１５：００～  

◇場  所     ちえりあ２Ｆ大研修室＋Ｗｅｂ開催 

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(代理：永田ふみ区P連副会長) 

          ・井手 純惠 《南》 

          ・深谷 正史 《北》 

          ・髙橋  聖 《中央》 zoom出席 

          ・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》 

          ・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 欠席(委任状あり) 

          ・大牧 眞一  副会長 zoom出席 

          ・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２） 

 

【監事】・小戸田 友香 

 

【事務局】・山本 宏 ・山本 豊 

 

Ⅱ 理事会 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 本日は議案がてんこ盛りですので、会議の進行のなかで説明させていただきます。 

 

３ 議長選出 及び 議事録署名人指名 (議長：手稲区川又理事、署名人清田区長﨑理事) 

 

４  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。 

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 

さっぽろ水道サービス協会第 2回理事会           五十嵐副会長 

   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                                         会長 

   ２２日(水) 日 P研修会,新旧理事引継ぎ会、懇親会                会長 

         札幌市営企業調査審議会交通部会(Web)            湯浅副会長 

   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評議員会              村形副会長 



２４日(金) 札幌市学校給食会第１回理事会        湯浅、壽原副会長、小戸田監事 

同定時評議委員会                      五十嵐副会長 

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

         札幌市の設置する都市公園の指定管理者選定委員会        川又理事 

   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 

 
７月 １日(金) 学校保健会研究全体会（zoom）                髙原理事 

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 

本日  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 

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、協議会懇親会            役員、事務局長 

      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 

２８日(木) 「要望書」に係る幼・小・中の副会長との意見交換会     （関係副会長） 

 

 ８月 ５日(金) 国内研修打合せ 13:30～?                                (会長・事務局長) 

 ６日(土) 教員採用面接① 

 ７日(日) 教員採用面接② 

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、運営打合せ会、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) 

         札幌の教育を語るフォーラム 22（オンライン） 

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

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

    ５日(月) 社会教育功労者表彰委員会                   壽原副会長 

    ６日(火) 子育てを深めるみんなの教育フォーラム(10:20～中島中)     壽原副会長 

  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 さいたま市大会①     会長、副会長、事務局 

１６日(金) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 さいたま市大会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( ) 北海道教育振興会 第３回常任理事会 Ｗｅｂ       

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・・・・・資料1～3P               会長 

・６月２１日(火) 日Ｐ総会 

・８月２６日(金) 日Ｐ全国大会参加動向 

・その他 

山形大会の参加数が少なく、参加増員の要請がきている。出来る範囲で応えて欲しい・・・了承 

 

  (2) 北海道ブロックＰＴＡ協議会・・・・・・資料4～6P             会長 

  ・役員会７月１６日(土) １６：２０ ポ－ルスタ－札幌 

     ・道Ｐ大会動向（2次案内発送） 

北見大会における、第70回札幌大会のPR方法を役員会で検討し9月の実行委員会(予定)で報告します。 

(スタッフジャンパーをやめてストラップにするなど)             ・・・・・了承 

北見大会参加費(期待数198名分)198,000円を10区と事務局で案分し1区18,000円の負担とする。 

                                     ・・・・・承認 

 

 (3) 委員会                              事務局長 

      ①〈常設委員会〉委員長・副委員長会                 事務局長 

６月 30日(木)第 1回常設委員会・全体会 

           ②〈常設委員会〉各委員会                    各担当副会長 

      ○ 総務委員会（7月 13日会長出席） 

今年度は要望項目を重点化し 10程度に絞る方向で検討している。 

      ○ 広報委員会 

PTAさっぽろ 131号を 7月 20日に発行予定 

      ○ 研修委員会（7月 5日会長出席） 

９月 28日の研修大会に向けて取り組んでいます。各区 15名程度の動員をお願いする予定 

      ③〈特別委員会〉表彰選考委員会 三行詩、日 P表彰選考        事務局長 

         ７月 7日(木)13：30～ちえりあ大研 

 

(4) 外郭団体                             担当役員 

      ・北海道教育振興会(壽原副会長) 

「女性の視点から考える～」フォーラムが「子育てを深める～」フォーラムに名称変更します。 

３) 協議・確認事項 

(1) 表彰選考委員会の結果報告・・・・・・・・・・資料7～8P        事務局長 
今年度文科大臣表彰推薦、日本ＰＴＡ全国協議会表彰推薦(団体・個人)、三行詩入賞者報告 
                                 ・・・・・承認 

(2) 常設委員会委員長・副委員長会                       会長 

     ・R4年度計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 9～11P 

各委員会年間活動計画の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認 

 (3) Ｒ４年度市Ｐ国内研修について・・・・・・・・資料 12～14P         会長 

次回理事会までに本日の議論を踏まえ各自再度検討を重ねる。・・・・・・・・・・・了承 

(4) 市 P協におけるいじめ問題への取り組み(案)・・・・・・・資料 15P   五十嵐副会長 



ＰＴＡとしていじめを許さないという発信をしたい、その取り組みの始発としてアンケート調査

を考えているがその方法と扱いについて検討中である。・・・・・・・・・・・・・・了承 

 

(5) ＰＴＡ任意加入確認及び個人情報保護に関する取り組みについて・・別紙資料   会長 

 北九州市教育委員会が市内の各校にＰＴＡの任意加入について指標を示した。日本ＰＴＡ全国協

議会も各地のＰＴＡの指標となる情報提供に向けた取り組みを開始している。われわれもこの問題

については情報を共有し議論を深めていきたい。・・・・・・・・・・・・・・・・・承認 

 

(6) 各区札幌市補助(80万)事業の計画について・・・・・・資料 16P       各理事 

東区：音楽祭、講演会は計画が進んでいる。親子ふれあい dayでは 1400名の応募があり計画が進んで

いる。西区：チャレンジ親子の絆では 897組の応募があり計画が進んでいる。研修大会の計画も進ん

でいる。南区：「親子ふれあいホリデイ」の取り組みで 400組ほどの応募があり計画が進んでいる。

研修大会の計画も進んでいる。北区：ウポポイに 320名の参加で出かけてくる予定。研修大会は実施

する予定で進んでいる。中央：80万事業は予定通り進めている。副会長会を実施し活動の交流を行っ

た、あらためてこのような交流の重要性を感じた。白石区：「キタラで光ろう」を 3年ぶりに実施の

予定で進んでいる。経験者が少ないので運営に苦労があるかもしれない。豊平区：「札幌ドームに親

子で出かけよう」に募集をかけているところです。厚別区：親子水族館探検事業では 400組の親子入

場券を配布したところである。科学館の改修工事があり入場出来ないので代わっての協働事業を計画

中である。清田区：研修大会企画では講師の先生と打合せ中である。「大倉山から～」の事業ではチ

ケット配布の準備が進んでいる。手稲区：「手稲探検隊」の取り組み 50家庭の応募があった、「親子

で見つけた私の手稲」の取り組みが進んでいる。 

 

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

   ①【後援承認】    ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 17～21P 

  ・第 68回札幌市児童生徒席書大会 

  ・第 43 回学校給食展 

  ・北海道中学校体育大会 

  ・国際教育音楽祭ＰＭＦ 

  ・なごみの食卓 

②アドミッション・ポリシー等に係るアンケートについて依頼・・資料 22～23P 

・各区 P連中学校保護者 1名に依頼する・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認 

 

  ③令和４年度「青少年の非行・被害防止道民総ぐるみ運動」について・・資料 24～30P  

  ④交通安全便り 185号、特別号・・・資料 31～32P  

 

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会   交通安全標語のとりまとめ・・・資料 33P  

② 校長会   中学校校長会・・・・・・・・・資料34～35P 

③ 配布物ほか 「札幌市教育協会会報誌」「北海道青少年のための 200冊目録」、

「なごみの食卓」「キャリアリサーチコンテスト」等 

④ 協議会、共済会の組織検討勉強会の開催について(ZOOM) 7/12 19時から希望者 

 

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） 川又 苗穂美     ㊞ 

 

 

                                          理事     長﨑 教尚       ㊞ 


