
 
令和４年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第４回 理事会議事録 
◇日  時     令和４年１０月２５日(木)１４：００～  

◇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》zoom出席 

          ・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》 

          ・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項の規定により成立  定足数13名 出席19名（内委任状２） 

 

【監事】・小笠原宏至 zoom出席 ・小戸田 友香 

【事務局】・山本 宏  

 

Ⅱ 理事会 

１ 開 会 

※ 千葉県八街市での学童を巻き込んだ交通事故のその後について報告(ZOOM) 

                      千葉県PTA連絡協議会 会長 濱詰 大介 氏 

２ 会長あいさつ 

オホーツク北見大会終了しました。3年ぶりにオンライン中心で開催しました。いろいろ反省点も

ありますが、なんとか終えることが出来たという実感です。来年の札幌大会を見通すとやはり3年間

のブランクが影響することが予想されます。なんとか皆さん支え合って進めて行きたいと思います。

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：東区中瀨理事、署名人西区橋本理事) 

  

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。 

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 

 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(欠席)           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 

市Ｐ協会計中間監査                  小笠原・小戸田監事 

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

         札幌市乗合バス路線維持審査会準備会              安藤理事 

本日２５日(火)「要望書」手交式 10:00～     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 

令和 4年度札幌市特別支援教育振興審議会            湯浅理事 

   ２７日(木) 北海道教育会議運営委員会 ZOOM                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 

３１日(月) 札幌市乗合バス路線維持審査会準備会              安藤理事 

 

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 

    ７日(月) 北海道ブロック大会札幌大会会場下見(ロイトン)           実行委員 

組織改革に向けての学習会ＷＥＢ19:00～            会長ほか 

１４日(月) 北海道いじめ問題対策連絡協議会 14:00～ 北海道第 2水産ビル  中瀨理事 

１５日(火) 令和 4年度児童生徒の非行防止等に関わる関係機関・団体懇談会   川又理事 

   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 

２５日(金) 国内研修団出発(相模原市Ｐ協)～27日           五十嵐副会長他 



  

  日( ) 学校保健会第２回研究部会  

 

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５回理事会 13：30～ サンプラザ 

第２回北海道ブロック大会札幌大会実行委員会 15:30 

 札幌市 PTA 協議会情報交流会 17:30～         役員・理事・事務局長 

    ９日(金) 第２回役員監事選考委員会 13:30～ ちえりあ研３ 

北海道教育会議 14:30～ライフォート札幌                       壽原副会長 

１０日(土) 交通安全標語・三行詩表彰式 9:30～ サンプラザ 

１４日(水) 第５回事務局長会議 14:00～ ちえりあ 

 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 

２３日(金) 要望書回答書手交式・意見交流会 9:30 ～ 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( ) 札幌市営企業調査審議会第２回交通部会(ZOOM)         

日( ) 第 68回 札幌市児童生徒席書大会表彰式            

 

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～             

 

 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1～11P              会長 

・日P年次表彰式関係  11/18                      (事務局) 

資料の通り 

・日Ｐ理事会、協議会代表者会 10/19､20 

山形大会の報告の映像が届いています(追加資料参考)。来年の全国大会は広島、再来年が川崎となっ

ています。 

   (2) 北海道ブロックＰＴＡ協議会・・・・・・資料12P              会長 

  ・道Ｐ大会報告（10月 8・9日土・日） 

記念講演の限定配信に急な変更で皆さんに迷惑をかけました。 

・北見実行委員会よりお詫び、連絡文書の配布 10/20付け文書 

来年の札幌大会の記念講演講師に予定していた建山氏が難しくなりました。12月の実行委員会で提案

出来るようにしたいと思っています。 

   (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「要望書手交式」 10/25日 

本日、午前中に手交式を行ってきました。 

      ○ 広報委員会「広報紙作成作業」 

広報 132号を作成中です。 

      ○ 研修委員会「市Ｐ協セミナー9／28(水)報告」 

217名の参加、アンケート回収率 84％、2次案内がメールアドレスの不備などで届かないなど反省点

となった。 

     ②〈特別委員会〉・・・・・・・・・・・・              事務局長 



「楽しい子育て全国キャンペーン」三行詩の全国表彰に、幌南小学校 三木創太君(日Ｐ会長賞)、

八軒中学校 齊藤皓太君(佳作)入選の連絡がありました。 

(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（報告）・・・・・・・・・資料 13～21P   辻本副会長 

・・・・・・・資料の通り了解 

(2) 市Ｐ国内研修について・・・・・・・・・・・資料 22～25P        会長 

  ・国内研修実施要領再々検討・・・・・・・・・文言一部追加し原案承認 

  ・国内研修のアンケート協力依頼について・・・・承認         小笠原団長 

(3) 令和 4年度 PTA協議会一般会計中間決算 ・・・・・資料 26～27P      事務局長 

                     ・・・・・承認 

   (4) コミニュティスクール検討委員の選出について(2名) ・・・・・資料 28～29P  会長 

                        ・・・・中野会長、川又理事に決定 

(5) 12月 8日市 P協情報交換会について・・・・資料 30～31P           会長 

                        ・・・・・・了解 

(6) 第 2回 道ブロック札幌大会実行委員会に向けて・・資料 32～40    五十嵐委員長 

     ・各係の業務分担と提案書様式     ・・・・・・了解 

     ・予算書原案（検討用）        ・・・・・・検討用として了承 

     ・テーマカラーについて 他      ・・・・・・スズランの枝葉の緑                         

(7) 各区 P活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・資料 41P            各理事 

厚別区：「お絵かきコンクール」の絵の募集を進めています。西区：10/4会長・副会長会を実施し

単Ｐ交流を行っています。南区：10/20研修大会を実施しました。単位ＰＴＡ参加率が思わしくな

く呼びかけの方法に反省があった。その他、単Ｐ交流会を実施した。中央区：本日教育講演会を実

施した。12 月に会長・副会長会を実施予定している。白石区：親子ふれあいコンサート「キタラで

光ろう」を実施した。例年に比べ参加者が少なく反省となった。10/26 北九州より講師を招いて研

修大会を実施する予定です。年末に会長会、新年に互礼会を計画している。豊平区:交通安全標語コ

ンクールの審査を進めています。親子ふれあい事業後の実施アンケートを集計中です。11月に会長

部会を実施予定。手稲区：10月に単位ＰＴＡ交流会を行った。3年ぶりにグループ討議を行っても

りあがりました。清田区：明日、研修大会を実施予定。11月に次の部会を実施予定である。東区：

親子ふれあい dayのアンケートを回収中、交通安全標語の取り組みが進んでいる。12/2に会長・副

会長会を実施予定。北区：12/2PTA活動交流会の準備を進めている。地区部会の開催に向けて準備

を進めている。 

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

   ①人形劇フェスティバル 2023 さっぽろの祭典・・・資料 42P 

  ②交通安全便り 187号、特別 2号・・・・・・・・資料 43～44P 

  ③令和 4年度「里親月間(里親を求める運動)」の実施について ・・・資料 45～49P 

  ④日 Pより「全国会員に対する注意喚起の依頼」・・資料 50～51P 

     追加：全国大会山形大会オンデマンド配信について 

                            資料確認・・・・・了解 

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会    

② 校長会  資料：校長会「ＰＴＡ協議会便り№5」、最近の学校生活について報告 

③ 配布物ほか 等 

 

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） 中瀨 智成     ㊞ 

 

                                          理事     橋本 正行      ㊞ 


