
 
令和３年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第２回 理事会議事録 
◇日  時     令和３年７月８日(木)１５：００～  

◇場  所     サンプラザ３Ｆセミナー室＋Ｗｅｂ開催 

司会: 湯浅副会長 

 

Ⅰ 出席者 【理事】・中瀨 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》 

          ・室谷 亮多 《清田》欠席 

 

      【役員】・中野 吉朗  会長 

          ・湯浅 ひとみ 副会長 

          ・村形 亜佐美 副会長 

          ・伊藤 美由紀 副会長 

          ・五十嵐 佳織 副会長 

          ・原  正充  副会長 

          ・佐田 利典  副会長 

          ・北本 雅人  副会長 

          ・松本 美和  副会長 欠席(委任状あり) 

 

◎「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２） 

【監事】・小笠原 宏至        ・昆野 幸洋  欠席 

【事務局】・山本 宏 ・競 和之 

 

Ⅱ 理事会 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 2回目の理事会になります。前回からの出来事を振り返りますと南区の水難事故、東区・北区の熊

の出没がありました。関係する方々のご苦労をお察しします。また、千葉県では残念ながら子ども

たちが巻き込まれるという事故になってしまいました。事故現場が危ない場所であることを地域や

学校、PTAが繰り返し指摘していました。我々の要望はなかなか実現しない現実がありますが、この

ような出来事を教訓に子どもたちのことで出来ることがあれば市P協と皆さんで力を合わせて取り

組んでいきたいと思います。本日は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：厚別区湯浅理事、署名人東区中瀬理事) 

           

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。 

６月 １日(火) 第１回役員会 14:00 Ｗｅｂ開催 

   ８日(木) 第１回理事会 14:00 サンプラザ＋web 

        女性の視点から考える教育フォーラムに向けたオンライン会議 (伊藤副会長) 

  １１日(金) 第 1回常設委員会 13:30 サンプラザ        



１２日(水) 道Ｐ連総会（書面）                           （会長） 
１５日(火) 札幌市民憲章推進会議（書面）                   (会長) 

      学校保健会研修会(ZOOM)                    (小笠原) 

  １７日(木) ３行詩市Ｐ〆切  

        北海道中体連北海道東北ブロック大会実行委員会(Ｗｅｂ会議)    （会長） 

  １８日(金) 80万事業計画市教委提出予定日 

  ２４日(木) 「北海道教育の日」道民運動推進協議会 総会（書面）     （事務局長） 
２５日(金) 日Ｐ三役理事会・協議会代表者会・定時総会              （新旧会長） 
      さっぽろ水道サービス協会の第 3回理事会                   (五十嵐副会長)  

２８日(月) 札幌市特別支援教育振興審議会               (湯浅理事) 

         市教委、子ども未来局表敬訪問               (会長・副会長) 

         札幌市営企業調査審議会第 1回下水道部会(書面)       （湯浅副会長） 

２９日(火) 札幌市生涯学習財団第２回理事会 ZOOM              (会長) 

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

日( ) さっぽろ市青少年活動協会 評議委員会           （担当副会長） 

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

   日( ) 札幌市生涯学習振興財団評議員会                     （会長） 
   日( ) 札幌市市民憲章会議                       （会長） 
 
７月１日(金) 学校保健会第１回研究全体会(ZOOM)            (担当役員理事) 

  ２日(土) 表彰選考委員会(三行詩・日 P表彰推薦選考) 13:30 サンプラザ 

 第２回役員会 15:00 サンプラザ 

本日 ８日(木) 第１回委員長・副委員長会 13:30 サンプラザ 

        第２回理事会 15:00 サンプラザ 

１３日(火) 日本ＰＴＡブロック協議会代表者会                 （会長） 

１４日(水) 日本ＰＴＡ協議会 協議会代表者会・研修会       （会長・事務局長） 

      札幌市営企業調査審議会 第１回下水道部会(ZOOM)         (湯浅) 

１７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(火) 第２回事務局長会 14:00 サンプラザ 

２１日(水) 小中学校終業式 

２３日(金) 三行詩日 P〆切 

２６日(月) 「要望書」に係る幼・小・中の副会長との意見交換会  (原副会長・事務局長) 

 

 ８月 ６日(金) 国内研修打合せ 13:30～ サンプラザ          (会長・事務局長) 

11～13日  臨時休業日 

   16～17日 NIE 全国大会(Ｗｅｂ開催に変更予定：市Ｐパネル要請取り消し) (会長・副会長) 

   17～23日 全国中学校体育大会（参与として）                （会長） 

   １８日(水) 小学校始業式 

２１日(土) 第６９回日本ＰＴＡ全国研究大会 北九州大会       （役員・事務局） 

２３日(月) 中学校始業式 

２８日(土) 札幌の教育を語るフォーラム２１(10:00～11:45オンライン）3名参加要請 

   日( ) 中央卸売市場「親子料理コンテスト」                  （  副会長） 

 

９月 ２日(木) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 広島市大会(Ｗｅｂ) 

３日(金) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 広島市大会(Ｗｅｂ) 

１０日(金) 第６８回日Ｐ北海道ブロック研究大会 岩見沢・南空知大会 

分科会提言・司会者等運営打ち合わせ会 13:00～ （会長・事務局長・事務長） 

１４日(火) 第３回役員会 14：00～ サンプラザ 

２２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） 

２４日(金) 第３回理事会 14：00～ サンプラザ 

３０日(木) 第３回事務局長会 



日( ) 札幌市社会教育功労者表彰選考委員会  

日( ) 市Ｐ協セミナ－ 

日( ) 「要望書」に係る市教委との意見交換会 

 

１０月 ８日(金) 日本ＰＴＡ北海道ブロック協議会             (役員・事務局) 

９日(土) 第６８回日本ＰＴＡ北海道ブロック研究大会 大会 

   ２１日(木) 日 P協議会代表者会議                     （会長） 

２２日(金) 第４回役員会 14：00～ サンプラザ 

２８日(木) 第４回理事会 14：00～ サンプラザ      

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

日( ) 中間監査 

 

１１月 １日(月) 「北海道教育の日」制定記念行事               （事務局長） 

 ５日(金) 第４回事務局長会議 14：00～ 

１８日(木) 広報紙祭り広報紙募集開始～12月 16日 

１９日(金) 日Ｐ年次表彰式                     （会長・事務局長） 

     日( ) 国内研修旅行団出発 

 

１２月 ４日(金) 第 1回役員監事選考委員会 13：30～ サンプラザ 

第５回役員会 15:00～ サンプラザ 

９日(木) 第５回理事会 14：00～ サンプラザ 

１１日(土) 交通安全標語・三行詩表彰式 9:30～ サンプラザ 

１６日(木) 広報紙祭り応募〆切 

１７日(金) 第５回事務局長会議 15:00～ サンプラザ 

２４日(金) 小・中学校終業式 

日( ) 「札幌市お弁当プロジェクト」レシピコンテスト審査会・表彰式 

           （  副会長・  副会長・  副会長・  副会長） 

日( ) 「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 

 

令和４年 
１月 ４～5 日 事務局臨時休業日 
  １４日(金) 中学校始業式 

１７日(月) 日Ｐブロック協議会代表者会                   (会長) 

１９日(水) 小学校始業式 

  ２１日(金) 役員・監事選考委員会 14：00～ サンプラザ 

２５日(火) 第６回役員会 14：00～ サンプラザ 

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

日( ) 広報紙コンクール一次審査 

    日( ) 広報紙コンクール二次審査 

日( ) 道Ｐ研修大会引継ぎ会（岩見沢大会から北見大会へ） 

日( ) 広報紙コンクール最終審査 
     日( ) 北海道教育会議              （会長・  副会長・事務局長） 

 

２月 １日(火) 第６回理事会 ちえりあ 中研修室 
８日(火) 第６回事務局長会議 ちえりあ 研修室 

１９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) 

２１日(月) 広報紙まつり表彰式、広報紙まつり（～２５日） 

   ２５日(金) 第３回役員・監事選考委員会 

日( ) 区Ｐ連交流会 



３月 ４日(金) 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 

  １０日(木) 第７回理事会 14:00～ ちえりあ研修室 

  １５日(火) 中学校卒業式 

  １８日(金) 第７回事務局長会 

  ２３日(水) 小学校卒業式 

  ２５日(金) 小中学校修了式 

        第２回表彰委員会 14:00～ ちえりあ研修室 

    日( )日Ｐ国内研修出発（～２８日） 

 

 ４月 ５日(火) 第８回役員会 14:00～ ちえりあ研修室 

    ８日(金) 第８回理事会 14:00～ ちえりあ研修室 

   ２０日(水) 第９回役員会 14:00～ ちえりあ研修室 

   ２２日(金) 第１回事務局長会 14:00～ ちえりあ研修室 

   ２６日(火) 第９回理事会 14:00～ ちえりあ研修室 

 

 ５月２４日(火) 令和４年度 札幌市ＰＴＡ協議会・共済会総会 ロイトン 
 
２） 日Ｐ・外郭団体・各種委員会報告 

    (1)  日本ＰＴＡ全国協議会                      会長 

・６月２５日(金) 日Ｐ総会（新旧会長） 

 前会長土田氏と共に直接参加してきました。 

・８月２１日(土) 日Ｐ大会動向：web開催、参加者は募らない・・・・・資料1P 

 北九州大会はオンライン大会となります。各区Pにおいてはオンラインの参加をお願いします。 

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

    ・７月１７日(土) １４：４０ ポ－ルスタ－札幌 

      ・道Ｐ大会動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料2～4P 

 道ブロック南空知・岩見沢大会は中止と決定しました。しかし、2年にわたっての中止と言うことで、

その間、実践校は発表の準備をしてきたという経緯を踏まえて、道の事務局が中心となってオンライ

ンで実践を紹介する場を設けることになりました。 

    (3) 委員会                              事務局長 

           ①〈常設委員会〉第１回委員会                 

６月１１日(金)13：30～サンプラザ・・・資料5P 

 資料にあるように本年度の常設委員が決まりました。 

      ②〈常設委員会〉委員長・副委員長会              

 ７月８日(木)13：30～サンプラザ 

      ③〈特別委員会〉表彰選考委員会 三行詩、日P表彰選考 

               ７月２日(金)13：30～サンプラザ・・・・ 

(4) 外郭団体                             担当役員 

北海道教育振興会より、「女性の視点から考える教育フォーラム」について説明(伊藤委員) 

 

３) 協議・確認事項 

(1) 表彰選考委員会の結果報告・・・・・・・・・・資料6～7P        会長 

資料にしたがって、文部大臣表彰校、日Ｐ会長表彰、個人表彰、三行詩優秀作品表彰選考につい

て報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認 
 

(2) 常設委員会委員長・副委員長会                    担当副会長 

      ・R3年度計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料別紙 

 ３委員会ともに資料にしたがって、説明・・・・・・・・・・・・・・・了承 

 

 (3) Ｒ３年度市Ｐ国内研修について・・・・・・・・資料 8～10P      会長 



 総会の決定にしたがって委員会を立ち上げたい、同時に国内研修のあり方についてももう一度問

い直す機会にしたいのでご意見を頂きたい。 

(髙橋理事)行くまでの負担が大きい、実際に現地に行くことの意味が薄れてきている、経費に比べ

成果が小さいのではないか、家庭に反映される点が少ないとの声がある。 

(橋本理事)行くまでは負担感が大きかったが、行ったことでプラスに感じることが多かった。 

(井手理事)行かないとわからないこともありました。また、そこで出来たつながりを区Ｐ連事業に

生かすことも出来た。 

(深谷理事)行ってみてわかった価値もありました。人のつながりを深めることにも大きな意味があ

りました。 

(会長)今年は今後の感染状況を見極めての計画になると思う、場合によっては現地に行かずにＷｅ

ｂを利用した交流会も選択肢にするなど工夫することを考えたい。・・・・・・・・・・了承 

 

(4) 各区札幌市補助(80万)事業の計画について・・・・・・資料 11P     各理事 

・資料に沿って各区の８０万事業の取り組みについて現状を説明 

・ZOOMのアカウント利用について各区の実態を交流 

 

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

①【後援承認】    ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 12～19P 

(新規)・白石高校吹奏楽部 2021 オータムコンサート in kitara 

  (白石区ＰＴＡ連合会「kitaraで親子音楽鑑賞会」)・・・・・・承認  

(以下継続)・第 35回児童動物画コンクール 

  ・第 15 回ウイズガス全国親子親子クッキングコンテスト北海道地区大会 

  ・第 67 回札幌市児童生徒席書大会 

  ・札幌市中学校体育連盟選手権大会・新人戦大会 

  ・北海道中学校体育大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・継続はすべて了承 

  ②新型コロナ感染症から「子どもの命と学びを守る」共同宣言に、札幌市ＰＴＡ協議会

も参画します。・・･・・・・・・・資料 20～21P・・・・・・・･承認 

 

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会 

(競事務長)今年度共済会加入状況の報告、南区での事故対応の報告、標語コンクールの取り組み状

況の報告 

② 校長会 

(北本副会長)冒頭の会長の挨拶にもありました交通事故について各学校が取り組んでいるスクール

ゾーン実行委員会の取り組みの大切さを再確認している。「子どもの命と学びを守る」共同宣言に

ついて校長会でも周知したい。 

(佐田副会長)熊の出没について私の学校でも関係学校として対応をしていました。後援を頂いた中

体連についてもコロナ対策を厳格にして取り組んでいます。 

③ 配布物ほか「青少年の非行・被害防止全国強調月間」、「なごみの食卓」 

 「札幌市教育協会会報誌」「北海道青少年のための 200冊目録」、「手作り通信」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） 湯浅 雅之     ㊞ 

 

                                          理事     中瀨 智成       ㊞ 


