
 
令和３年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第３回 理事会議事録 
◇日  時     令和３年９月２４日(金)１４：００～  

◇場  所     サンプラザ５Ｆ教室ＢＣ＋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》欠席(委任状あり) 

          ・井手 純惠 《南》 

          ・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》 

          ・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 欠席(委任状あり) 

          ・北本 雅人  副会長 

          ・松本 美和  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17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 

 緊急事態宣言が出ている中での理事会ですが、皆様にはいろいろな面で大変なご苦労をおかけし

ています。あらためて感謝申し上げます。本日は来年の道大会北見大会、再来年の道大会札幌大会

についてのことが、中心議題となるかと思います。この間日本ＰＴＡに出向いて広報紙の審査をし

て参りました。審査の中で同時に日本全国のＰＴＡの活動状況を伺うことが出来ました。コロナ禍

の中で各単Ｐ、実によく工夫し活動しているというのが率直な感想です。その反面何もしないとい

う選択肢を選択してい単Ｐも多々あったことは、各協議会の会長さんとの話の中でも話題に上った

ところです。 

３ 議長選出 及び 議事録署名人指名 (議長：東区中瀨理事、署名人北区深谷理事) 

           

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。 

７月１日(木) 学校保健会第１回研究全体会(ZOOM)            (担当役員理事) 

  ２日(金) 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 



    ７日(水) 北海道教育振興会 第２回常任委員会 かでる２７      (伊藤副会長) 

   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・研修会             （会長） 

１４日(水) 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 

学校保健会第 1回研究部会～24日 Ｗｅｂ  (室谷･湯浅・髙原・小笠原理事) 

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）(伊藤・原・五十嵐副会長) 

３０日(月) 札幌市社会教育委員会                      (会長) 

３１日(火) 女性の視点から考える教育フォーラム Ｗｅｂ        (伊藤副会長) 

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

 

９月 １日(水) 第２回国内研打合せ１６:００～ＺＯＯＭ 

 ２日(木) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 広島市大会 

３日(金) 指定都市ＰＴＡ情報交換会 広島市大会(WEB)     (会長・五十嵐副会長) 

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 

   １５日(水) 北海道教育振興会 第３回常任理事会 Ｗｅｂ        (伊藤副会長) 

   １６日(木) 社会教育功労者表彰委員会 市教委             (伊藤委員長) 

   ２１日(火) 「要望書」総務委員会と市教委の事前打ち合わせ 10:00～ (原副会長・事務局長) 

      北海道特色ある実践発表視聴パス、ＩＤ発送 

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）中止 

本日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 

 

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 

北海道の特色ある実践発表 13:00～14:45(Ｗｅｂ開催) 

   １３日(水) 第３回国内研修団打合せ               (会長・事務局長) 

   １５日(金) 札幌市生涯学習振興財団第３回理事会(ZOOM14:00)         (会長) 

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 １日(水) 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 

        ２日(木) ＰＴＡさっぽろ１２９号発行予定 

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） 

   ２４日(木) 第３回役員・監事選考委員会 

２５日(金) 区Ｐ連交流会(講堂) 

 

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 

        ＰＴＡさっぽろ 130号発行予定 

１１日(金) 80万事業報告書提出 

  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Ｐ国内研修出発(中学生)  

 



 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 

・７月１４日(水) 日 P協議会代表者会(ブロック代表者会)・・資料 1～4P  

年内に令和 10年度の全国大会「北海道・東北ブロック大会」の開催地を決定することになっ

ています。 

・８月２１日(土) 日Ｐ大会(Ｗｅｂ)  

   会長・事務局長を含めて全員ＷＥＢ参加になりました。 

・９月３日(金)指定都市 PTA情報交換会(Ｗｅｂ) ・・資料 5～6P 

   広島市が取り組んでいる「いじめ問題」に関する研修会が行われました。 

・８月２５日(水) 日 P広報紙選考会 

 

    (2) 北海道ブロックＰＴＡ協議会・・・・・・・・・・資料7P､44～47P    会長 

   ・北海道ブロック教育講演会 10/9LIVE(Ｗｅｂ) 
・北海道特色ある実践発表会10/17～(Ｗｅｂ) 

   案内文書を区Ｐ連より単Pに向けて発出願いたい・・・・・・・・・・・・・・・・・了承 

    (3) 委員会 

           ①〈常設委員会〉・・・・・・・・・・・・・・・・資料8～10P    事務局長 

            ○総務委員会 ・・・・・・・・・・資料別紙          原副会長 

        要望書他 

   要望書について気づきの点ご指摘下さい。 

   〈髙原理事〉教職員の意見も積極的に取り入れる仕組みも考えて欲しい。・・・〈原副会長〉

(大切な指摘だが)今回も担当校長を中心に校長・園長会からの意見を伺って取り入れている。 

   〈湯浅理事〉金融教育は小中学校の要望にふさわしくないのではないか、検討下さい。 

   〈安藤理事〉要望には回数を入れることは出来ないか委員会で検討願います。 

  〈北本副会長〉市教委と校長会との意見交換会でもＰＴＡのご意見についてお話しさせていた

だいています。 

   〈中瀨議長〉要望書の内容について概ね了承頂きますか・・・・・・承認 

       ○広報委員会                        伊藤副会長 

        広報紙の作成について他 

   年間計画の通り、順調に作業を進めています。 

       ○研修委員会 ・・・・・・・・・・資料11～14P       五十嵐副会長 

        R3年度オンラインセミナーについて他 

   各区P連から10名の参加者を依頼したい。各区の研修委員から連絡します。 

      ②〈特別委員会〉                         事務局長 

   特にありません。 

(4) 外郭団体 

○社会教育委員会(サタディースクール)・・・・・・資料15～23P     会長 

   札幌市が推進しているこの活動を、各理事さんから単Ｐの会長へ積極的に推奨して欲しい。 

 

３) 協議・確認事項 

(1) 令和４年度オホーツク北見大会提言区について・・資料 24P        会長 

・組織運営  ・食育情報 

オホーツク北見大会の提言区は豊平区・清田区にお願いしたい・・・・了承 

 



(2) 令和５年度札幌大会準備委員会の発足等について・・・・資料 25P     会長 

     ・役員、理事、事務局長による準備委員会、10月 28日第 1回委員会 

      （日程、会場、業務分担と担当区など） 

   準備委員会のメンバー、発足について承認いただきたい・・・・・・・・承認 

(3) 各区 P連活動の様子他 

     ・事務局移転費の補助・・・・・・・・・・資料 26P・・・・・・承認    会長 
  ・研修大会など・・・・・・・・・・・・・資料 27P           各理事 

〈南区〉アンガーマネージメント研修会を予定している。各委員会とも１回程度の集まりで進めて

いる。 
〈北区〉性教育アドバイザーの講演を予定している。動画配信方式の実施も検討中。委員会はオン

ライン活用を推進している。 
〈中央区〉11 月 22 日に講演会を予定している。各種会議は ZOOM を活用している。 
〈白石区〉キタラで音楽鑑賞会は延期と表現している。各委員会の活動は中止としている。役員が

代行している。来年度、区Ｐ連事務局に単Ｐの事務局が同居することになる。 
〈豊平区〉家庭教育講演会はリアルを書面開催に変更、役員会・委員会は ZOOM の利用や書面で行

っている。 
〈厚別区〉親子ふれあい事業を進めている。役員会、会長会等も ZOOM の利用を予定している。 
〈手稲区〉研修大会は中止としたが、動画を配信する予定。合同会議は書面で各委員会はラインで

情報共有を図っている。 
〈東区〉ZOOM を利用して「親子でリズムダンス」を企画している。役員会はリアルと ZOOM を

利用。 
   (5) 諸調査の依頼 

・日 P「教育の関する保護者の意識調査」の実施について・・・資料 28P   会長 

      あいの里東中、発寒小に了解いただいた。・・・・・・・・・了承 

     ・早寝早起き朝ごはんアンケート協力について・・・・・資料 29～31P    会長 

      各区Ｐ連役員 5名に協力お願いしたい・・・・・・・・・・・・・了承 

 

(6) ＰＴＡコロナ感染症対策マニュアルの更新について                         会長 

第 3版及びチェックシートを作成中・・・・・・・・・・・・・・・了承 

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

   ①【後援承認】    ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 32～35P  

  ・女性の視点から考える教育フォーラム 

  ・北海道青少年育成大会 

  ・PMF２０２１ 

  ・第 52 回 札幌市創意くふう作品展・・・・・・・・・・・・・・全体承認 

  ②熱海市のおける土石流災害及び千葉県八街市における交通事故の報道に関する 

要望書・・・資料 36P 

  ③通学路における合同点検の実施について(依頼)・・・資料 37～42P 

  ④令和 3年度北海道青少年育成大会（「少年の主張」全道大会）の WEB開催に 

ついて・・・資料 43P 

     ⑤Ｒ３年度 PTA活動状況調査アンケートについて 

    今年度も単Ｐの活動状況の調査を行いたい。・・・・・・・・・・・・・了承                       

 

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会 

共済事業は例年通り順調に動いている。特に大きな事故として南区での水難事故につい

ては死亡共済金を支出しています。昨年度の清田区交通事故については審査委員会を開催

予定です。安全啓発活動はコロナ禍の影響で中止が目立っている。交通安全標語の取り組

みは進んでいる。 

 
② 校長会 



要望書の作成について、この作成にかかわって、これまでの学校の取り組みの不十分
なところを自覚させていただいた。この取り組みとより密接に連携をさせていただきた
い。活動状況調査は組織運営を振り返るために有効である。 
③ 配布物ほか 
 

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     深谷 正史      ㊞ 

 

 


