
 
令和２年度   札幌市ＰＴＡ協議会 

第３回 理事会議事録 
◇日  時     令和２年９月２９日(火) １４：００～  

◇場  所     ちえりあ ２Ｆ  大研修室 

司会: 中野副会長 

 

Ⅰ 出席者 【理事】・阿部 聡  《東》欠席 

          ・橋本 正行 《西》 

          ・井手 純惠 《南》 

          ・深谷 正史 《北》 

          ・小林 竜介 《中央》 

          ・安藤 慎也 《白石》欠席 

          ・髙原 周作 《豊平》 

          ・湯浅 雅之 《厚別》 

          ・川又 苗穂美《手稲》 

          ・室谷 亮多 《清田》 

 

      【役員】・土田 修   会長 

          ・中野 吉朗  副会長 

          ・大江 紋   副会長 

          ・松山 ひとみ 副会長 

          ・村形 亜佐美 副会長 

          ・近藤 直子  副会長 

          ・若松 尚代  副会長 欠席 

          ・附田  裕哉  副会長  

          ・氷見 登弓  副会長 欠席 

 

◎「規約」18条第1項の規定により  定足数13名 出席18名（内委任状３） 

 

【監事】・小笠原 宏至 ・中瀬 智成 

 

【事務局】・山本 宏 ・競 和之 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

コロナ禍の中、収束は見えず感染状況に変わりがない状態が続いております。 
そんな中、札幌市PTA協議会の活動状況については『コロナ禍の活動』として新しい生活様式に

沿った形で様々な活動が行われております。引き続き、もうしばらくは、このような形での活動を

よろしくお願い致します。 

３ 議長選出及び議事録署名人指名 (議長：南区井手理事、署名人中央区小林理事) 

 

４  議     事 

 ０) 議事録確認 第2回理事会議事録 

１) 経過報告 
 ２７日(土) 日Ｐ協議会代表者研修会（中止）                      （会長） 

         第２回役員会 ちえりあ９：３０～中研２ 
 ７月 ３日(金) 第 2回総務委員会 ちえりあ 10：00～サークル活動室４ 

 第１回 委員長・副委員長会議 ちえりあ 13：30～大研 

         第１回 表彰選考委員会 ちえりあ 15：00～大研 



         第 3回 広報委員会 

        ７日(火) 第 2回研修委員会 ちえりあ 10：00～サークル活動室４ 

    ８日(水) 第２回理事会 ちえりあ 14：00～大研 

    ９日(木) 第２回事務局長会 ちえりあ 14：00～中研 2 

         ちえりあ改修説明会 ちえりあ 10：00～大研修室 

   １０日(金) 北海道教育振興会理事会                (会長・近藤副会長) 

         広報委員会(広報誌祭打合せ) 

 ８０万事業計画市教委締切 

１４日(火) 日本ＰＴＡ協議会 理事会(書面)                   （会長） 

１５日(水) 日本ＰＴＡ協議会 委員会・協議会連絡会中止       （会長・事務局長） 

１６日(木) 日本ＰＴＡ協議会 協議会代表者会・研修会中止           （会長・副会長） 

      第 2回総務委員会 

１７日(金) 子ども・子育て会議(書面)                   (安藤理事) 

１８日(土) 北海道ブロックＰＴＡ協議会 ポールスター16：30～      （役員・事務局） 

１８日(土) 学校保健会研修会(Web開催)            (小笠原監事他担当理事) 

２０日(月) 市営企業調査審議会Ｒ２年年度交通部会(書面)         (松山副会長) 

２１日(火) 社会福祉審議会民生委員審査専門分科会            (深谷理事) 

      広報委員会(広報誌さっぽろ校正) 

２７日(月) 研修委員会(セミナー打合せ) 

２８日(火) ホームページ操作説明会（13：00～16：30）ちえりあ (各区Ｐ・各委員会 1名) 

 「要望書」に係る幼・小・中の副会長との意見交換会       (総務委員会) 

   ３１日(金) 北海道教育振興会理事会                   (近藤副会長) 

 ８月 ７日(金) 1学期終業式   ３行詩締切 

   １９日(水) 小学校始業式 

   ２０日(木) 第２回表彰委員会(３行詩審査・書面実施) 

   ２４日(月) 中学校始業式 

         市営企業調査審議会総会 ニューオオタニ          (松山副会長) 

   ２６日(水) 北海道犯罪のない安全安心地域作り推進会議幹事会      (松山副会長) 

２７日(木) 第３回研修委員会 

２８日(金) 日本ＰＴＡ臨時総会 東京ガーデンパレス 13：00～          (会長) 

      土田市Ｐ協会長が「日本ＰＴＡ全国協議会副会長」に就任 

 第 5回社会教育委員会議                    (会長欠席) 

28(金)/29(土) 第６８回日本ＰＴＡ全国研究大会 富山大会(中止) 

   29(土)/30(日) 教員採用試験面接(平岸高校、平岸高台小、澄川小) 

 

９月 １日(火) 札幌市食育推進会議(書面開催)                (大江副会長) 

 女性の視点から考える教育フォーラム（中止）        

 ４日(金) 第６７回日Ｐ北海道ブロック研究大会 函館大会 
             分科会提言・司会者等運営打ち合わせ会(中止)    

    ４日(金) 第５回総務委員会(要望書作成) 

    ８日(火) ３行詩日Ｐ締切 

    ８日(火) 市Ｐ協セミナ－ 《 共済ホ－ル 》(中止) 

   １０日(木) 札幌市社会教育功労者表彰被表彰者選考委員会 市教委 13：30  (近藤副会長) 

   １４日(月) 日Ｐ｢子どもとメディアに関する意識調査｣対象校として簾舞中、宮の森小を推薦 

   １６日(水) 日本ＰＴＡ三役会(日本ＰＴＡ事務局)                (会長) 

         北海道教育振興会常任理事会                 (近藤副会長) 

         広報紙祭り打合せ                      (広報委員会) 

    17(木)/18(金) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 広島市大会(中止) 

   １７日(木) 札幌市営企業調査審議会下水道部会              (松山副会長) 

                 ＰＴＡさっぽろ発行打合せ           (広報委員会・研究委員会) 

１８日(金) 「要望書」に係る市教委との意見交換会      (総務委員会・近藤副会長) 



      日 P表彰推薦締め切り 

      第 2回札幌市子ども子育て会議                 (安藤理事) 

２３日(水) 「北海道教育の日」道民運動推進協議会 第２回幹事会     （事務局長） 

      学校保健会理事会・研究部委員会(深谷、湯浅、髙原、室谷各理事、小笠原監事) 

 ２４日(木) 第３回役員会 ちえりあ 14：00～中研２ 

   ２８日(月) 北区Ｐ連親子ふれあい事業 ～１月３１日まで 

本日 ２９日(火) 第３回理事会 ちえりあ 14：00～大研 

 

１０月 ２日(金) 第３回事務局長会 14：00～  

3(土)4(日) 第６７回日本ＰＴＡ北海道ブロック研究大会 函館大会(中止) 

１３日(火) 日本ＰＴＡ三役会(日本ＰＴＡ事務局)               (会長) 

１９日(月) 北海道いじめ問題対策連絡協議会               (阿部理事) 

 

２２日(木) 第４回役員会 14：00～ 

２９日(木) 日本ＰＴＡ三役会・理事会(日本ＰＴＡ事務局)           (会長) 

３０日(金) 第４回理事会 14：00～(Ｗｅｂ開催予定) 

      札幌市社会教育委員会 10：00～                  (会長) 

   ３０日(金) 「北海道教育の日」制定記念行事 15:00～            （近藤） 

     日( ) 厚別区親子ふれあい事業(科学館、水族館見学) 

 

１１月  ２日(月) 児童生徒の非行防止に関わる関係機関団体の懇親会         (川又理事)  

 ４日(水)「要望書」手交式     （会長・担当副会長・総務正副委員長・事務局長） 

 ９日(月) 第４回事務局長会議 14：00～(活動室Ｂ) 

１１日(水) 南区 P連研修大会(青少年会館コンパス) 

１９日(木) 日本ＰＴＡ三役会                        (会長) 

      手稲区Ｐ連研修大会講演会(小規模) 

２０日(金) 清田区研修大会(小規模開催・Ｗｅｂ配信) 

      北海道教育振興会「北海道教育会議」          (会長、近藤副会長) 

２７日(金) 日Ｐ事務連絡会・日Ｐ表彰式(灘尾ホール)             （会長） 

  日( ) 中央区Ｐ連教育講演会動画配信～１２月 

      

１２月 ４日(金) 第 1回役員監事選考委員会 13:00～ 

第５回役員会 15:00～ 

１０日(木) 第５回理事会 14：00～ 

１１日(金) 日本ＰＴＡ三役会(日本ＰＴＡ事務局)               (会長) 

１２日(土) 三行詩表彰式・交通安全標語表彰式 

１４日(月) 事務局振替休日 

１５日(火) 社会教育委員会                         (会長) 

１８日(金) 第５回事務局長会議(中研２) 

２２日(火)「要望書への回答書」手交式         （役員・総務委員・事務局長） 

日( ) 教育長・教育次長 年末のご挨拶？ 

日( ) 東区 P連Ｗｅｂによる研修大会 

   29～31(木) 年末休業(事務局閉鎖) 

     

令和３年 
１月１～3 日(日)年始休業(事務局閉鎖) 

  １３日(水) or14 日広報紙コンクール二次審査  

１月１５日(金) 白石区Ｐ連新年互礼会                      (会長) 

21･22日(金) 日本ＰＴＡ三役会・理事会(日本ＰＴＡ事務局)          (会長) 

２２日(金) 第 2回役員監事選考委員会 

２３日(土) 道Ｐブロック協議会(研修大会引継ぎ会)        (会長・事務局長？) 



２８日(木) 第６回役員会 

広報紙コンクール最終審査 

   ２９日(金) 北海道教育会議                （会長・副会長・事務局長） 

                 社会教育委員会                         (会長) 

 日( ) 第４８回中学生作文コンクール中央表彰式          （  副会長） 
 

２月 ４日(木) 第６回理事会(Ｗｅｂ開催予定) 

１０日(水) 第６回事務局長会議 
日本ＰＴＡ三役会(日本ＰＴＡ事務局)               (会長) 

１３日(土) 北海道ブロックＰＴＡ協議会役員会      (会長･副会長･事務局長･次長) 

   １５日(月) 広報紙まつり表彰式、広報紙まつり（～１９日） 

   17・18(木) 日本ＰＴＡ三役・理事会、ブロック協議会代表者会・臨時総会    (会長) 

１９日(金) 区Ｐ連交流会 14：00～ 

日( ) 第３回役員・監事選考委員会 

 

３月 ２日(火) 第２回常設委員長・副委員長会 

第７回役員会        

  １０日(水) 第７回理事会 

  １５日(月) 中学校卒業式 

  １７日(水) 日本ＰＴＡ三役会                        (会長) 

  １９日(金) 小学校卒業式 

第７回事務局長会議 

協議会・共済会連絡調整会議            (役員・理事・事務局) 

   ２５日(木) 社会教育委員会                         (会長) 

  ２６日(金) 第３回表彰選考委員会 

日( ) 第４回役員・監事選考委員会 

 

４月 ３日(土) 第８回役員会 

   ８日(木) 第８回理事会(Ｗｅｂ開催予定) 

１４日(水) 日本ＰＴＡ三役会                        (会長) 

２１日(木) 第９回役員会                         

  ２７日(火) 第９回理事会 

 

５月１８日(火) 日本ＰＴＡ三役会                        (会長) 

    20・21(金) 日本ＰＴＡ三役・理事会、ブロック協議会代表者会・臨時総会    (会長) 

  ２４日(月) 札幌市ＰＴＡ協議会・共済会定期総会(ロイトン札幌) 

 

６月 24～26(土) 日本 PTA 三役会・理事会・定期総会・研修会 

 

 

２） 日Ｐ・外郭団体・各種委員会報告 

    (1) 日Ｐ・道Ｐ 

        ・ 日Ｐ臨時総会 ・・・・・・・・・・・・・・資料1～７P     会長 

      今年度日Ｐ会費減額(半額)について説明、資料に沿って説明 

        ・ 北海道ブロックＰＴＡ協議会・・・・・・・・資料8～10P     会長 

      北海道ブロック南空知岩見沢大会について資料に沿って説明 

    (2) 委員会         

      ① 総務委員会 要望書関係・・・・・・・・・ ・・資料11～14P   近藤副会長 

      要望書関係の動きについて資料に沿って説明 

      ② 広報委員会 ＰＴＡさっぽろ、広報誌まつり等・資料15～18P   村形副会長 

      広報紙の発行、広報紙祭りの動きについて資料に沿って説明 



      ③ 研修委員会 市P協セミナー 区P連交流会など・・資料19～25P  中野副会長 

      オンラインを使っての市Ｐ協セミナーの開催について資料に沿って説明 

      区Ｐ連アンケートについて資料に沿って説明 

      ④ 表彰選考委員会 日Ｐ会長表彰、三行詩・・・・・資料26～28P  事務局長 

      資料に基づいて説明 

(3) 外郭団体 

      報告なし 

３) 連絡・協議事項 

  

    (1)  市Ｐ協国内研修団について・・・・・・・・・・・・・資料29     会長 

      今年度の国内研修及び2月開催予定の｢集い｣は中止にする。 (承認) 

    (2)  道Ｐ中空知岩見沢大会の提言区について・・・・・・資料 30P     会長 

      提言区は西区、中央区が担う（承認） 

(3) 指定都市情報交換会のキャンセル料負担について・・・資料 31～33P   会長 

   資料の通り（承認） 

(4)「令和 2年 7月熊本豪雨災害」に対する PTA支援募金について・資料 34～35P 会長 

   市Ｐ協からは 10万円の義援金を支出する。区Ｐ連で実態に応じて周知する。(承認) 

(5) 北海道通信社創業 70 周年教育版創刊 45周年特集協賛について・・資料 36～40P会長 

   資料の通り（承認） 

(6) 各区P連活動の動向についての交流・・・・・・・・・資料41～42Ｐ    各理事 

   資料をもとに交流 

(7) Ｗｅｂ環境の整備状況と今後の会議日程・・・・・・・資料 43～44Ｐ   事務局長 

   効率的運用のために有料アカウントを取得し、10月 30日理事会で試行する（了承） 

(8) シトラスリボンの取り組みについて・・・・・・資料 45～51P      会長 

  市Ｐ協として取り組みに賛同しホームページ、広報紙などで趣旨を広報したい(承認) 

(9) 共済会・その他 

 

①共済会                             競事務局次長 

 事故数は減少しているが、金額は例年と変わらない。「安全教室」「命の授業」の取り

組みについて説明（了承） 

    ②Ｒ２年度札幌市ＰＴＡ協議会・共済会連絡調整会議の開催について・・資料 52P 会長 

     資料の通り（承認） 

③後援承認 ・令和 2年度北海道青少年育成大会     資料 53～54P   事務局長 

           ・市場のおすすめ！ 野菜・果物食育セミナー 

     資料の通り（了承） 

 

４) その他、連絡事項、配布物 

① 子どもゆめ基金周知文書 

      ② なごみの食卓 

      

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） 井手 純惠     ㊞ 
 
 
 
                                          理事     小林 竜介     ㊞ 


