
２０１９年度 

       第８回   理  事  会 
                    □日 時  令和２年４月１０日(金)予定が在宅形式に変更 

                    □場 所  在宅形式 

１ 開    会 

 

２ 議 事  

１） 報告事項 

(1)  各委員会より（ 総会議案参照 ） 

①  総務委員会  …………………………………………………………    〈湯浅委員長〉 

 

②  広報委員会   …………………………………………………………    〈井手委員長〉 

 

        ③  研修委員会   …………………………………………………………    〈髙野委員長〉 

 

 (2)  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。 

２月 ７日(金) 第６回理事会 

        北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進協議会幹事会          松山副会長） 
１２日(水) 第７回事務局長会議 

１４日(金) 広報委員会 

１５日(土) 北海道ブロックＰＴＡ協議会 

      福岡市Ｐ協来札 

   １７日(月) 広報委員会 

広報紙まつり表彰式、広報紙まつり（～２１日） 

北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進協議会        （松山副会長） 

札幌らしい特色ある学校教育推進事業における研究実践校連絡会議  （大江副会長） 

１９日(水) 日本ＰＴＡ協議会 理事会                       （会長） 

２０日(木) 日本ＰＴＡ協議会 ブロック協議会代表者会                   （会長） 

２１日(金) 区Ｐ連交流会 

      広報委員会 

２７日(木) 札幌市エイズ対策推進協議会(中止)                 （髙原理事） 

      役員・監事選考委員会 

 

３月 ２日(月) 研修委員会 

５日(木) 第７回役員会 

   １１日(水) 水道サービス協会理事会                    （大江副会長） 

１２日(木) 第７回理事会      ⇒新型コロナウイルスの影響により在宅ワ－ク形式で開催 

１６日(月) 委員長・副委員長会議 ⇒新型コロナウイルスの影響により在宅ワ－ク形式で開催 

１８日(水) 学校給食会評議委員会                      (大江副会長) 

１９日(木) 第８回事務局長会議  ⇒新型コロナウイルスの影響により在宅ワ－ク形式で開催 

２４日(火) 表彰選考委員会    ⇒新型コロナウイルスの影響により在宅ワ－ク形式で開催 

   ２５日(水) 日Ｐ国内研修出発   ⇒新型コロナウイルスの影響により中止 

   ２６日(木) 学校保健会監査                                                 (絹川監事) 

 ４月 ４日(土) 第８回役員会 

６日(月) 小学校入学式 

７日(火) 中学校入学式 

１０日(金) 第８回理事会 

      三行詩募集案内 単Ｐ送付 

１４日(火) 市Ｐ協会計監査 

   １６日(木) 第９回役員会 



 令和２年度ＰＴＡ共済会制度説明会（中止） 

   １７日(金) 令和２年度ＰＴＡ共済会制度説明会（中止） 

２１日(火) 令和２年度 第１回事務局長会・市教委説明会 

２３日(木) 市教委実地調査（厚別区Ｐ連） 

２４日(金) 市教委実地調査（北 区Ｐ連） 

２７日(月) 第９回理事会 

２８日(火) 市教委実地調査（清田区Ｐ連） 

日( ) 札幌市中学校体育連盟 総会                   （会長） 

    日( ) 北海道中学校長会 総会                     （会長） 

 

５月 ７日(木) 三行詩募集開始（～６／１８） 

８日(金) 西 区Ｐ連総会  １７：３０～ ホテルヤマチ 

南 区Ｐ連総会  １７：００～ アパホテル 

北 区Ｐ連総会  １６：３０～ サンプラザ 

白石区Ｐ連総会  １７：３０～ エミシア 

豊平区Ｐ連総会  書面による総会 
 ９日(土) 東 区Ｐ連総会  １５：００～ サンプラザ 

手稲区Ｐ連総会  １６：００～ ホテルヤマチ 

１２日(火) 清田区Ｐ連総会  １７：００～ プレミアホテル－TSUBAKI－札幌 

１４日(木) 中央区Ｐ連総会  １６：００～ ライフォート札幌 

      北海道教育振興会 定期総会 ⇒ 中止 

１５日(金) 厚別区Ｐ連総会  １７：３０～ エミシア 

２０日(水) 「北海道教育の日」道民運動推進協議会 第１回幹事会     （事務局長） 

２１日(木) 日本ＰＴＡ協議会 理事会                    （会長） 

２２日(金) 日本ＰＴＡ協議会 協議会代表者会                    （会長） 

   ２８日(木) 令和２年度 一般社団法人札幌市ＰＴＡ共済会定時社員総会 

令和２年度 札幌市ＰＴＡ協議会定期総会 

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

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

日( ) 第１回役員会 

 
６月１３日(土) 道Ｐ連総会                               （会長） 

１８日(木) 「北海道教育の日」道民運動推進協議会 総会         （事務局長） 

      三行詩応募締切（７／１７までに日Ｐへ発送） 

１９日(金) 日Ｐ協議会定時総会                           （会長） 
 ２０日(土) 日Ｐ協議会代表者研修会                         （会長） 

  日( ) 第１回理事会（事務局長も参加）・情報交換会 

    日( ) 常設委員会（全体会・第１回委員会） 

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

日( ) 札幌市青少年活動協会 評議委員会             （  副会長） 

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

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

   日( ) 第１回表彰選考委員会・第２回役員会 

 

(3) 日Ｐ・道Ｐ・委員会 
     ・総務委員会「令和３年度要望書について」 …………………   別紙１ 〈大江副会長〉 

 

(4) 外郭団体 

 



 

２) 報告及び連絡事項 

 

  (1)  新型コロナウイルスへの対応について …………………………………… 別紙２ 〈会    長〉 

     ・4/21(火)事務局長会、4/27理事会は実施予定 

【状況に応じた適切かつ迅速な対応を行っていきます。】【市P協セミナーについては現在検討中です。

決まり次第連絡いたします。交通安全標語は最終選考までの実務は区でお願いします。表彰式は共済

で行うよう考えています。】 

(2)  日Ｐ研修大会富山大会について ……………………………………………  別紙３ 〈会    長〉 

・１次案内  ・期待数 区Ｐ連 ３～４名 

     ・中止の連絡はまだない、キャンセルを見込んで準備してほしい 

【富山大会、函館大会ともに中止の方向で検討中です。】 

 

(3)  第２回表彰選考委員会について  …………………………………………  別紙４ 〈事務局長〉 

(4)  共済会から    …………………………………………………………………     〈事務長〉 

 ・共済会審査委員の保護者代表を理事さんの輪番制でお願いしている。 

 ・令和２年度は、南区と厚別区にお願いしたい。 

(5) 日Ｐ「三行詩」の募集について  …………………………………………   別紙５〈事務局長〉 

  ・４月中旬に各校配布予定 

(7) その他 

 ３)  協議事項について 

(1)  令和２年度 市Ｐ協定期総会議案書について ……………………………  総会議案   〈役 員〉 

    ・札幌市ＰＴＡ協議会規約の一部改正について【役員会で他条項も検討】 

    ・２０１９年度決算見込みについて 

    ・令和２年度予算案について【役員会で細部を検討し次回理事会で提出】 
 

【承認多数】総会の開催について書面開催も視野に入れて準備を行っている。代議員の数は政府の専
門家会議からの提言に準じて行っている。一般の祝辞ではなく教育長の言葉のみと考え調整してい
る。 

 

 (2)  「札幌市学校給食運営委員会」より  …………………………………………    〈松山副会長〉 

(3)  その他 

 

３ その他・配布物など 

 (1)  札幌市学校教育の重点 

   (2)  札幌市「出前講座」 

   (3) 北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議 

   (4) カウンセリング 

   (5) 日Ｐ新聞 

     (6)  セイコ－マ－ト「見守りサ－ビス」について(Ｒ２度第１回理事会で説明予定) 

 

※ 今後の予定 

・第１回事務局長会議    ４ 月２１日（火）中研修室２    １３：３０～ 

・第９回理事会             ４ 月２７日（月）研修室5.6     １４：００～ 

 

４ 閉 会 

 

 

  署名人                       

 


