
 
令和４年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第５回 理事会議事録 
◇日  時     令和４年１２月８日(木)１３：３０～  

◇場  所     札幌サンプラザ＋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》zoom出席 

          ・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》 

          ・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 欠席 

          ・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17名（内委任状1） 

 

【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 

今年最後の理事会になります。先日、日Ｐの会合において前回webでお話しいただいた、千葉県の

濱詰会長とお会いした。(お礼を申し上げたところ)千葉県での活動を札幌の皆さんにも聞いていた

だいたことは反対に自分たちの活動に勇気をいただいたとお礼を言っていただいた。機会があれば

今後もこのような情報提供を考えていきたい。本日は理事会のあと札幌大会の実行委員会の予定も

控えておりますが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：西区橋本理事、署名人南区井手理事) 

           

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。 

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。 

 

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 カナモトホール      安藤理事 

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) 札幌市生涯学習振興財団第３回理事会               会長 

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 カナモトホール         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 

札幌市学校保健会第 2回研究部会(保健管理部会)                   担当理事 

８日(火) 札幌市学校保健会第2回研究部会(心の健康部会)          担当理事 

９日(水) 札幌市学校保健会第 2回研究部会(地域保健部会,健康教育部会)    担当理事 

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 

         札幌市保健所運営委員会                   辻本副会長 

      日 P中学生国内研修応募締め切り 

２９日(火) 第３回学校給食運営委員会          壽原副会長、中瀬、井手理事 

 

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 

本日  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 15:00 

    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 

１０日(土) 交通安全標語・三行詩表彰式 9:30～ サンプラザ 

 学校保健会研究大会 15:00～ライフォート 小笠原監事､深谷､湯浅､髙原､長﨑理事 

１２日(月) 事務局代休業日 

１４日(水) 第５回事務局長会議 14:00～ ちえりあ 

 第２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 

２２日(木) 札幌市社会福祉審議会総会 13:30 北海道経済センター      深谷理事 

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 

２８日(水) 広報紙祭り応募〆切(必着) 

      札幌市コミュニティースクール検討委員会 市教委     会長、川又理事 

29～31日 年末休業 

２７日(火) 教育長・教育次長 年末のご挨拶 

 

令和５年 
１月 １～3 日 年始休業 

 ４～5 日 事務局冬季休業日 
６日(金) 広報紙コンクール一次審査 

「中学生作文コンクール」中央表彰式（かでる２７）13:00～      会長 
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 

２５日(土) 日 P中学生国内研修～２９日 

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・・・・資料 1～3P             会長 

   (1)  日本ＰＴＡ全国協議会 

・日P年次表彰式  ・日P三行詩(資料参照) 

 

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

  ・道Ｐブロック大会引継ぎ(反省) 1/21 10:00～ポールスター 

  ※反省集約、札幌大会について協議予定(会費、情報交換会、WEB参加) 

 

   (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「要望書回答書手交式」12/23 

      ○ 広報委員会「広報紙№132号」12/2発行（同封） 

 広報紙祭りの募集をしているがまだ４校しか応募がないので呼びかけお願いしたい。 

      ○ 研修委員会「区 P連校流会」2/24 

 区Ｐ連交流会では国内研の報告とこの後提案されるアンケートのグループ交流会を予定してい

る。 

     ②〈特別委員会〉                          事務局長 

      ○ 役員監事選考委員会 12/9 

 

(4) 外郭団体                             担当役員 
＜学校給食運営委員会＞                         壽原委員 

 年度当初給食費の値上げの方向で話し合われていましたが、値上げはしない方向でまとまった。 

３) 協議・確認事項 

   (1)  令和 5年度役員監事の選考にあたって・・・・・・・資料 4～5P       会長 

 来年度の市Ｐ協副会長の人数について来年の札幌大会及び再来年度の役員交代期を見通して１名増

やしたい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認 

 

(2) 日 P中学生校内研修参加者選考報告                   会長 

真栄中学校２年 近江谷莉奈さん   ・・・・・・・・了承 

 

(3) 市 P協三行詩表彰式(12月 10日土)10:00～(9:30受付) ・・・資料 6～7P   事務局長 

                         ・・・・・・・・了承 

 

(4) 令和４年度札幌市 PTA協議会団体表彰推薦・選考について・・資料 8～13P  会長 

                         ・・・・・・・・提案通り了承 

 



(5) 令和 4年度 PTAアンケートの実施につい・・・・別紙資料           会長 

一昨年・昨年と実施してきたアンケートの続編である。さらに、意見をもとに修正し、今年中の実

施に向けて準備をしたい。・・・・・・・実施について了承するが、公開の方法は工夫が必要である。 

 

(6) 各区 P連の活動交流                           各理事 

東区：会長・副会長部会を数年ぶりに実施、40名ほどの参加がありました。救命講習も実施しました。

2月には研修会を予定している。南区：12/3単Ｐ代表者会議を実施しました。22単Ｐの参加で実施し

ました。代表者の選考の仕方について意見を回収した。単Ｐの役員選考に困っているという声があっ

た。北区：12/2アンケートをもとに PTA活動交流会を行った。区 Pの独自事業「地区部会」について

話し合った。意見交流会はぜひ続けてほしいという意見があった。今年度の研修大会は中止とした。

中央区：会長・副会長部会を実施して各単位 PTAの悩みや「できることは何」を課題に話し合いをし

た。今後も継続していきたい。白石区：11/19交通安全標語コンクールの表彰式を行った。40名程の

参加でした。新年互礼会について今年度は中止としました。豊平区：会長会、副会長会を実施した。

コロナ禍の中での活動について学校の判断が異なることが交流会の中からわかった。次年度の総会後

の情報交換会について実施に否定的な意見が多数であった。厚別区：1月 14,15日の区 P連行事に向け

て準備を進めているところです。14日は小学生向けの科学館の見学を 15日は中学生向けの吹奏楽部の

演奏等を企画し準備している。手稲区：11/10に事務局で役立つパソコン講座「グーグルフォームを使

ったアンケートの実施」を行った。講師は単 P会長でもある科学大学の先生にお願いしました。2月に

は区民ホールで会長・副会長会議を実施予定です。清田区：10/26研修大会、11/8副会長部会 11/23

道 Pに向けて取組の検討を実施した。12/7三役会を実施した。来年度の活動について検討した。西区：

11/25ちえりあで研修大会を行った。子ども作品コンクール、親子ふれあい事業のまとめを行っている。

また、来年度以降の区 PTA活動の見直しを進めているとこです。 

 

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

   ①【新規】缶詰レシピコンテスト・・・資料 14P・・・・・承認 

  ②北の都札幌ツーデーウオーク・・・資料 15P・・・・・・了承 

  ③交通安全便り 188号・・・・・・・資料 16P 

 

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会 

 PTA 共済会だより重大な交通事故が増えています。また、事故後の請求手続きでは各学校の担当

の先生には細やかに対応していただいていることにお礼申し上げます。 

 
② 校長会    

大牧副会長：コロナが蔓延しています。しかし、ここにきて若干減少傾向にあるように肌感覚で感
じています。学級閉鎖について、朝登校してからお知らせいただくと閉鎖学級は子どもの引き取り
についてお願いすることが生じてきます。できるだけ、いろいろな手段で登校前にお知らせ頂ける
と助かります。 
熊谷副会長：秋の文化祭、合唱コンクールなど学校によって違いがありますが出来ることを見つけ
て実施しています。コミュニティ・スクールの実施など新しい取り組みが予定されています。さら
にPTAの皆さまにはご相談させていただくことが予想されています。また、来年の札幌大会には校長
会としてもお手伝いさせていただく予定でおります。今後ともよろしくお願いします。 
 

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） 橋本 正行     ㊞ 

 

                                          理事     井手 純惠      ㊞ 


