
 
令和４年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第３回 理事会議事録 
◇日  時     令和４年９月２２日(木)１４：３０～  

◇場  所     ちえりあ大研修室＋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》 

          ・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 zoom出席 

          ・笹山 雅司  副会長 欠席(委任状あり) 

◎「規約」18条第1項の規定により成立  定足数13名 出席19名（内委任状２） 

 

【監事】・小笠原宏至 ・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 

 山形大会に参加された皆さんお疲れ様でした。やはりリアルの大切さを再確認してきたところで

す。また、大会後にコロナ感染の報告もなくホッとしています。本日は役員会で時間をかけて検討

した内容を含んでいます。スムーズな運営を心がけますが、忌憚のないご意見を頂きたいと思いま

す。 

３ 議長選出 及び 議事録署名人指名 (議長：清田区長﨑理事、署名人東区中瀨理事) 

           

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。 

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 

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 

   １１日(月) 『（仮称）第 2期札幌市教育振興基本計画の策定に向けた令和 4年度検討会議』 
壽原副会長 

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 

      ＰＴＡさっぽろ 131号発行 

      第 1回学校給食運営委員会           辻本・壽原副会長、中瀨理事 

２１日(木) 日Ｐブロック協議会会長会、委員会、協議会連絡会          会長 

２２日(金) 日Ｐ協議会代表者会、研修会、協議会研修会 

      三行詩日Ｐ〆切 

２５日(月) 小中学校終業式 

２６日(火) 東区Ｐ連補助事業 

２８日(木) 「要望書」に係る幼・小・中の副会長との意見交換会  辻本副会長・事務局長 

２９日(金) 北区Ｐ連補助事業 

 ８月 １日(月) 東区、西区、中央区補助事業 

 ５日(金) 国内研修打合せ 10:00～ちえりあ                          会長・事務局 

 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)(市Ｐ協事務局臨時休業日) 

１７日(水) 日本教育協会オンデマンドセミナー 

２２日(月) 小学校始業式 

２３日(火) 学校保健会管理部会 18:30～医師会館 

２４日(水) 学校保健会健康教育部会 18:30～医師会館 

      第 2回学校給運営委員会 

２５日(木) 中学校始業式 

      日Ｐ理事会、運営委員会、山形大会レセプション中止        会長 

２６日(金) 日Ｐ山形大会①                       役員ほか 

      学校保健会心の健康部会、地域保健部会 18:30～医師会館 

２７日(土) 日Ｐ山形大会②                       役員ほか 

         札幌の教育を語るフォーラム 10：00ライフォート        湯浅副会長 

   ３０日(火) 日Ｐ広報紙コンクール審査会 

 

９月 ２日(金) 市民憲章推進会                          会長 

 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(豊平区、清田区) 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～かでる)        壽原副会長 

    ８日(木) 札幌市生涯学習財団第 2回理事会 Web               中野会長 

９日(金) 要望書に関する市教委との意見交換 14:00 辻本副会長、事務局長、総務委員会 

  １０日(土) 北見大会提言区収録② 教育文化会館 

  １２日(月) 日Ｐ表彰推薦書〆切 

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 14：30～ 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、村形、辻本、山本) 

１６日(金) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 さいたま市大会② 

１７日(土) 白石区 P連補助事業「キタラで光ろう Part23」          中野会長 

２１日(水) 「北海道教育の日」道民運動推進協議会 幹事会 15:00       事務局長 

本日 ２２日(木) 第 1回北海道ブロック大会札幌大会実行委員会 13:30～zoom 

 第３回理事会 14：30～ ちえりあ 

   ２７日(火) 北海道交通事故対策検討委員会(ZOOM)              事務局長 

２８日(水) 市Ｐ協セミナー 9:30～12:15 ちえりあホール 

３０日(金) 第３回事務局長会 

(仮称)第2期札幌市教育振興基本計画の策定に向けた令和 4 年度検討会議   壽原副会長 



 

１０月 ８日(土) 第６９回日本ＰＴＡ北海道ブロック研究大会北見オホーツク大会(オンライン配信) 

日本ＰＴＡ北海道ブロック協議会、情報交換会        (役員・事務局) 

９日(日) 第６９回日本ＰＴＡ北海道ブロック研究大会北見オホーツク大会 

     (ライブ配信)9:30 ～北見市民会館                (役員・事務局) 

     札幌市動物児童画コンクール表彰式              湯浅副会長 

   １８日(火) 第４回役員会 14:00～ちえりあ 

   １９日(水) 日Ｐ理事会                             会長 

   ２０日(木) 日 P委員会・協議会代表者会                    会長 

南区 P連補助事業                                 五十嵐副会長 

   ２４日(月) 第 3回学校給食運営委員会        辻本、壽原副会長、井手、中瀨理事 

２５日(火)「要望書」手交式         会長・辻本副会長・青山委員長・事務局長 

 第４回理事会 14：00～ ちえりあ 

      中央区Ｐ補助事業                      壽原副会長 

２６日(水) 清田区 P連補助事業                     湯浅副会長 

      北海道･札幌市教員採用協議会                 壽原副会長 

２８日(金) 中間監査 10：00～ 事務局 

２９日(土) 日本教育会全国教育大会鹿児島大会 WEB参加           中野会長 

 

１１月 １日(火) 第４回事務局長会議 14：00～ 

 「北海道教育の日」制定記念講演会         小笠原監事、湯浅副会長 

    ５日(土) 第 67回札幌市読書感想文コンクール表彰式           村形副会長 

   １７日(木) 札幌市社会教育委員会                       会長 

         日 P北海道・東北ブロック連絡会議                 会長 

１８日(金) 日Ｐ年次表彰式．祝賀会                 （会長・事務局長） 

広報紙祭り広報紙募集開始～12月 31日 

  

  日( ) 学校保健会第２回研究部会  

日( ) 児童生徒の非行防止等に関わる関係機関・団体との懇談会       

日( ) 学校保健会第２回研究部会                                

日( ) 北海道いじめ問題対策連絡協議会(Zoom)    

日( ) 国内研修団出発？ 

      

１２月 １日(木) 第５回役員会 14:00～ ちえりあ 

    ２日(金) ＰＴＡさっぽろ１３２号発行予定 

         令和４年度団体表彰推薦書発送 

８日(木) 第２回北海道ブロック大会札幌大会実行委員会 13:30～    サンプラザ 

 第５回理事会 14：30～ ちえりあ 

    ９日(金) 第２回役員監事選考委員会 13:30～             サンプラザ 

北海道教育会議 14:30～ライフォート札幌 

１０日(土) 交通安全標語・三行詩表彰式 9:30～ サンプラザ 

１６日(金) 第５回事務局長会議 15:00～ ちえりあ 

２３日(金) 要望書回答書手交式・意見交流会    市教委（役員・総務委員・事務局長） 

小・中学校終業式 

広報紙祭り応募〆切(必着)  

日( ) 教育長・教育次長 年末のご挨拶 

      令和 4年度札幌市学校保健会研究大会 

日( ) 第１回札幌市環境教育・環境学習基本方針推進委員会     (村形副会長) 

日( ) 札幌市営企業調査審議会第２回交通部会(ZOOM)        (湯浅副会長) 

日( ) 第 68回 札幌市児童生徒席書大会表彰式           (中野会長) 



 

令和５年 
１月 ４～5 日 事務局臨時休業日     

６日(金) 広報紙コンクール一次審査 
１３日(金) 中学校始業式 

広報紙コンクール二次審査（書面） 

１８日(水) 小学校始業式 

日Ｐ理事会                                   (会長) 

  ２１日(土) 道ブロック研究大会引継ぎ会 

２５日(水) 第３回役員・監事選考委員会 13：00～ 

第６回役員会 15：00～ 

日( ) 札幌市学校給食運営委員会                     

    日( ) 第５０回中学生作文コンクール札幌・道央地区表彰式        （会長） 
日( ) 札幌市お弁当プロジェクト「お弁当レシピコンテスト」表彰式  

日( ) 札幌市学校保健会第３回理事会(ZOOM)               

日(  ) 札幌市社会福祉審議会総会(書面)                    

 

２月 １日(水) 第６回理事会 14:00～ ちえりあ 
         広報紙コンクール最終審査                  （会長・村形） 

７日(火) 第６回事務局長会議 ちえりあ  

１５日(水) 日Ｐ理事会                            会長 

１６日(木) 日本Ｐブロック協議会、委員会、臨時総会、代表者会         会長 

１８日(土) 第２回北海道ブロックＰＴＡ協議会 15：30 ポールスター  (役員・事務局) 

２０日(月) 広報紙まつり表彰式、広報紙まつり作品展示（～２４日） 

２４日(金) 区Ｐ連交流会(講堂) 

２７日(月) 第４回役員・監事選考委員会 ちえりあ 14:00～研修室 

日( ) 札幌市いじめ対策連絡協議会 Zoom   

     日( ) 令和 3年度札幌市エイズ対策推進協議会   

 

３月 １日(水) 令和 4年度団体表彰推薦〆切 

 ２日(木) 第 2回委員長・副委員長会議 13:30～ ちえりあ研修室 

第７回役員会 15:00～ ちえりあ研修室     

   ９日(木) 第３回北海道ブロック大会札幌大会実行委員会 13:30～zoom 

第７回理事会 14:30～ ちえりあ研修室 

１０日(金) ＰＴＡさっぽろ 133号発行予定 

  １３日(月) 80万事業報告書提出 

  １５日(水) 中学校卒業式 

  １７日(金) 第７回事務局長会 15:00～ 

２２日(水) 小学校卒業式 

２３日(木) 第２回表彰委員会 14:00～ 

２４日(金) 幼、小、中学校修了式 

日( ) 教育振興会第５回常任理事会 13:30～              

    日( ) 生涯学習振興財団第 4回理事会 ZOOM10:30～            (会長) 

    日( ) (～３０日)日Ｐ国内研修出発  

日( ) 子どもの権利委員会(ZOOM)                  

日( ) 札幌市水道サービス協会理事会 14:00～             

いじめ対策連絡協議会(書面)                   

 

 ４月 ４日(火) 第８回役員会 14:00～ ちえりあ研修室 

    ７日(金) 第８回理事会 14:00～ ちえりあ研修室 



   ２０日(木) 第９回役員会 14:00～ ちえりあ研修室 

   ２１日(金) 第１回事務局長会 14:00～ ちえりあ研修室 

   ２６日(水) 第４回北海道ブロック大会札幌大会実行委員会 13:30～zoom 

 第９回理事会 14:30～ ちえりあ研修室・zoom 

 

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1P             会長 

・日Ｐ全国大会参参加報告８月２６・２７日(金・土)   

・指定都市ＰＴＡ情報交換会9月15～16(木・金)さいたま市 

・日Ｐ広報紙審査会 8／30 

・その他 

 日P全国大会、指定都市情報交換会の報告。10/7日P三役会を札幌で開催する。その際、札幌の皆さ

んと情報交換をしたいと要望があり、後日、役員・理事の皆さんにご案内をしますので都合のつく方

は参加ください。 

   (2) 北海道ブロックＰＴＡ協議会・・・・・・資料2～5P              会長 

  ・道Ｐ大会動向（10月 8・9日土・日）                       

 市 P協役員は現地参加します。オンラインになりますが、当日はなるべく多くの参加をお願いしま

す。森崎さんの講演視聴の方法に変更があると連絡がありました。後日、追加のお知らせをします。 

(3) 委員会 

       ①〈常設委員会〉各委員会                    各担当副会長 

      ○ 総務委員会「要望書作成作業」 

 10月下旬の手交式に向けて取り組んでいます。 

      ○ 広報委員会「広報紙作成作業」 

 PTAさっぽろ 132号の作成に取り組んでいます。 

      ○ 研修委員会「市Ｐ協セミナー9／28(水)」：2次案内追加資料 

 326名の申込みを頂いています。2次案内を発送しています。 

      ②〈特別委員会〉・・・・・・・・・・・・資料 6～8P         事務局長 

      ○ 令和 4年度第 1回役員監事選考委員会(9月 13日) 

 役員選考委員会が発足しました。 

      ○ 日 P表彰校・表彰者推薦報告、三行詩選考結果 

 資料をご覧ください。 

 

(4) 外郭団体                             担当役員 

 

３) 協議・確認事項 

 (1)  令和 5年度要望書について・・・・・・・・・・・資料 9～15P      辻本副会長 

従来の要望書と要望数、形式が変更されています。特に要望書と意見書の 2本立てとし、要望書の

要望数は10程度に厳選している。一方で要望書には表現されない主な要望を意見書に表記しています。

要望書には回答を求めますが、意見書には回答を求めません。内容について、ご意見があれば伺いた

い。意見については、来週いっぱい事務局にお知らせください。事務局を通して総務委員会に知らせ

ることにしたい。 

なお、これからの作業は総務委員会と役員会に一任頂きたい。・・・・・承認 

 

(2) Ｒ4年度市Ｐ国内研修について・・・・・・・・資料 16P          会長 

  ・国内研修実施要領再検討 

 団員は理事会が「決定」を「承認」とする、目的にある指導者の標記を検討する・・・承認 

(3) 職員就業規則の変更について・・・・・・・・・・資料 17～25         会長 

 原案説明 ・・・・・・・・・・・・・ 承認 

(4) 各区 P連活動情報交流・・・・・・・・・・・・・資料 26P 

 ・各区札幌市補助(80万)事業の役員派遣計画について 



 東区：3年ぶりに中学校音楽会終了しました。親子ふれあい事業や講演会についても計画通り順調に

進んでいます。西区:「コロナ禍でチャレンジ親子のきずな」は参加数が大幅に増え実施中です。オン

ライン研修大会も計画通り進んでいます。南区：「親子ふれあいホリデー」順調に消化しています。

研修大会講演会は 10月 20日実施予定で進んでいます。北区：親子ふれあい事業で 300名を超える参

加者でウポポイに出かけていきました。音楽祭は中止としました。中央区：親子ふれあい事業が実施

中です。教育講演会も 10月 25日に予定されています。単 P同士の活動をつなげる工夫を模索中です。

豊平区:交通安全標語を募集中です。親子ふれあい事業で札幌ドームのファイターズ戦とコンサドーレ

戦の観戦をしました。会長会や副会長会も徐々に始まっています。厚別区：親子ふれあい事業で水族

館見学が始まっています。科学館見学は１月に予定しています。中学生事業は予定通り 1月 14・15日

に予定しています。手稲区：親子ふれあい事業「手稲区探検隊」では 3年ぶりにリアルで出かけてき

ました。「親子で見つけた私の手稲」では作品の審査も終わり 2月の掲示に向けて準備しています。

清田区：講演会は昨年に続き棚橋先生によるキャリア教育の講演会になります。親子ふれあい事業「大

倉山～」は作品が集まってきています。交通安全標語についても募集が始まっています。 

 

(5) 日Ｐ「教育に関する保護者の意識調査」の実施について・・資料 27～28P   事務局長 

 幌南小学校と山鼻中学校に引き受けて頂きました。・・・・・・了承 

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

   ①【後援承認】    ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 29～34P 

  ・令和 4年度全国中学校体育大会夏季大会北海道東北ブロック大会 2部 

  ・北海道青少年育成大会 

  ・令和 4年度第 53回札幌市創意くふう作品展 

  ・第 9回北海道エネルギー環境教育研究大会札幌大会 

  ・第 26 回「子育てを深めるみんなの教育フォーラム」 

  ②交通安全便り 184、185号・・・・・・・資料 35～36P 

  ③研究に関する報告書(4月 18日理事会承認事項) ・・・資料 37P 

  ④日 Pより「子ども・若者を対象とした自殺防止の啓発活動」周知依頼・・資料 38～39P 

 

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会 

 リーフレットの配布をしました。反応として事故報告が多く届いています。交通安全標語表彰式

はサンプラザで実施予定です。 
② 校長会   ・・・・・・・資料40P 

 熊谷先生：資料は校長会で提示した物です。各校秋の行事が計画されています。合唱も実施に向
けて動いています。 
 大牧先生：前期が終わりを迎えています。旅行的行事、学習発表会などの動きもあります。 

③ 配布物ほか 等 

  ・令和 4年度北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり賞受賞者決定 

  ・同上 道民の集い周知文書 

  ・令和 5年度子どもゆめ基金助成活動の募集について 

  ・あしなが高校奨学金について周知文書 

④ 協議会、共済会の組織検討勉強会の開催について 

 資料説明し勉強会を実施するという提案がありました。 

 

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） 長﨑 教尚     ㊞ 

 

                                          理事     中瀨 智成      ㊞ 


