
 
令和３年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第４回 理事会議事録 
◇日  時     令和３年１０月２８日(木)１３：３０～  

※前半1時間は札幌大会準備委員会として実施 

◇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 欠席(委任状あり) 

          ・北本 雅人  副会長 欠席(委任状あり) 

          ・松本 美和  副会長 欠席(委任状あり) 

 

◎「規約」18条第1項の規定により成立しました。  定足数13名 出席18名（内委任状４） 

 

【監事】・小笠原 宏至 欠席      ・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 

 市Ｐ協の動きとして、昨日要望書の手交式を行ってきました。教育長との懇談の中でデジタル教

科書の話題になりました。子どもの弱点をＡＩが分析し適切に次の検索を提示する等のことが出来

るというとのことです。我々も時代の変化を子どもと共に追いかけながら学んでいく必要があると

感じました。そういったことも含めて２年後の大会でも学んで行けたらなと考えています。本日は

よろしくご検討願います。 

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。 
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(中止) 

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) 

   １８日(金) 北海道特色のある実践発表映像収録 13:00～教育文化会館       (会長) 

         白石区Ｐ連「キタラ音楽鑑賞会」10：00～中止            (会長) 

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 中止   （事務局長） 

２４日(金) 第３回理事会 14：00～ サンプラザ 

２８日(火) 第 1回札幌市小学校及び中学校通学区域審議会          (五十嵐) 

２９日(水) 学校保健会第２回理事会                 (湯浅・深谷理事) 

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  

１０月 ５日(火) 札幌市乗合バス路線維持審査会               （湯浅副会長） 

    ６日(水) 札幌市市営企業調査審議会・下水道部会           （湯浅副会長） 

 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（中止） 

     北海道ブロック教育講演会(ライブ配信)13:00～教文会館   (会長・事務局長) 

   １２日(火) 日本 PTA 全国協議会北海道東北ブロック協議会連絡会(Zoom)    (会長) 

１３日(水) 第３回国内研修団打合せ 15:00 サンプラザ       (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) 

   １７日(日) 北海道特色ある実践発表 WEB発表～11月 14日 

   １８日(月) 北海道教育会議(Zoom)                    (事務局長) 

   ２１日(木) 日 P協議会代表者会議(Zoom)・南区 P連研修大会         （会長） 

２２日(金) 第４回役員会 14：00～ サンプラザ 

２３日(土) サタディースクール見学会                   （会長） 

２５日(月) 清田区 P連研修大会 

２７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） 

２８日(木) 第４回理事会 14：00～ サンプラザ      

 中間監査 10：00～ 事務局 

１１月 １日(月) 「北海道教育の日」制定記念講演  （伊藤副会長、小笠原監事、川又理事） 

 ５日(金) 第４回事務局長会議 14：00～ 

 ６日(土) 第 67回札幌市読書感想文コンクール表彰式            (会長) 

 ９日(火) 北海道・札幌市公立学校教員採用に関する協議会       (伊藤副会長) 

学校保健会第２回研究部会                              (室谷・湯浅理事) 

１０日(水) 児童生徒の非行防止等に関わる関係機関・団体との懇談会       (川又理事) 

１１日(木) 学校保健会第２回研究部会                              (髙原・深谷理事) 

１６日(火) 北海道いじめ問題対策連絡協議会(Zoom)            (中瀨理事) 

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．祝賀会                 （会長・事務局長） 

２２日(月) 中央区 P連教育講演会 

２８日(日) オンラインセミナー収録 13:00～15:00(大通公園ホール) (会長・五十嵐副会長)      

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 

    ３日(金) 白石区 P連研修大会講演会 

    ４日(土) 北海道ブロック研究大会 大会旗引継ぎ式 

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 



１３日(月) 札幌市環境教育基本方針推進委員会             （村形副会長） 

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 

２３日(木) 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） 

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）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 

７日(金) 広報紙コンクール一次審査 
  １０日(月) 国内研修旅行団出発～１２日(水)             髙橋団長他 12名 

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( ) 広報紙コンクール二次審査（書面） 

     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 
       広報紙コンクール最終審査                  （会長・伊藤） 

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 ちえりあ 14:00～研修室 

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（～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全国協議会など                      会長 
      ○ 北海道・東北ブロック協議会連絡会(10/12日) 

      ○ 日 P協議会代表者会（10/21日） 

○ 全国 PTA広報紙コンクール審査結果・・・資料 1P 



  厚別中学校「ぶなの樹」が入賞しました。 

○ 日 P表彰(11月 19日) 

  東京ホテルニューオータニで行われます。 

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

      ○ 北海道ブロック教育講演会(10/9)、特色ある実践事例発表(10/17～12/17) 

特色ある実践事例(Ｗｅｂ)発表期限が延長されました。各校に配布します。 

      ○ オホーツク北見大会参加期待数・・・・・資料 2P 

 札幌への期待数から各区Ｐ連 20名前後になる予定です。 

   (3) 委員会 

           ①〈常設委員会〉                         各担当副会長 

      ○ 総務委員会・・・要望書最終案・・・資料 3～6P 

                Ｒ５年度要望書作成に当たって・・・資料 7～13Ｐ 

 令和 5年度の要望書単Ｐ用紙を一部変更したい・・・総務委員会・役員会で検討することで了承 

      ○ 広報委員会 

 12月 2日発行に向けて初稿校正中 

      ○ 研修委員会・・・オンライン研修セミナー公開収録・・・資料 14P 

 コロナ対策を万全にし開催予定です。 

      ②〈特別委員会〉                         事務局長 

      ○ 文科大臣表彰正式決定通知・・・資料 15P 

      ○ 表彰式参加者について 

 個人では土田修、大江紋、近藤直子の各氏が出席、小林竜介氏は欠席。団体では文科大臣表彰に

伏古小が出席、新発寒小は欠席。日Ｐ表彰に西岡南小、厚別中が出席の予定です。(下線は追記) 

      ○ 三行詩全国審査結果について・・・資料 16Ｐ 

 一般の部で谷川奈穗美さん(白石小)が佳作入選されました。 

(4) 外郭団体等                           担当役員・理事 

      ○ 北海道教育振興会・・・・・資料 17～18P  

第25回「女性の視点から考える教育フォーラム」限定配信の案内がありました。 

 

３) 協議・確認事項 

  (1) 国内研修の旅費高騰に伴う特例的処置について・・・資料19～20Ｐ       会長 

 航空運賃の高騰により予算の加算(同行役員分)を認めて欲しい 

・・・・・・仮にキャンセル料が生じた場合は支出を認めるので、ＬＣＣ等の格安運賃を活用し予算

内で計画することとする。 

(2) 前期会計の執行状況と今後の予想と課題・・・資料 21～23P         会長 

 コロナ禍による全国大会、全道大会の中止等で約 300万円あまりの未執行があります。一方で、各

区Ｐ連ではコロナ禍のためホテルなどの会場費に例年にない支出がかかっていることから、今年度運

営費補助費にコロナ対策として各区 10万円の加算を認めて欲しい。・・・・・・・・・承認 

(3) 各区 P連活動の様子他・・・・・・・・・・資料 24P          各区理事 

・コロナと区 P 連活動 

〈東区〉ZOOMを使って親子でリズムダンスを計画している。 

〈南区〉10/21に 127 名の参加者で研修大会を実施した。親子ふれあいホリディーの取り組みでは

参加後のレポートの集まりが良くないので心配している。 

〈北区〉「科学館・水族館に親子で出かけよう」の取り組みに 1000組の募集に 1600組あまりの応

募があり実施した。このほか録画配信で冬休み中の研修会を企画している。 
〈中央区〉11/22 録画し教育講演会を企画している。また、親子ふれあいDAYについて当選者

へのチケット配布が完了。2年越しの企画で初めて副会長会を実施した。交流が大変有
意義だった。 

〈豊平区〉家庭教育研修会を書面開催で行った。親子ふれあい事業「科学館・水族館に出かけよう」

を実施した。260組の募集に 1600組あまりの応募があった。 

〈厚別区〉第 2回会長・副会長会をホスト会場＋ZOOM で行った。情報交換会が出来ないので次年度

の役員選考に困っている。「サイエンス厚別」「親子水族館」の取り組みが進んでいる。 



〈手稲区〉親子ふれあい事業「親子で見つけた私の手稲」を実施し 33作品の応募があり入賞作を選

考中。講演会は中止となりましたが講演集にまとめ配布する準備を進めている。また、講

師のホームページからその講演を見られるので紹介している。 

〈西区〉 現在オンライン研修「コロナ禍の元気アップ」を配信中です。 

   (4) PTA 活動アンケート・・・・・・・・・・資料 25～29P                   会長 

 昨年度実施したコロナ禍における PTA活動の実態を探るアンケートを全単位 PTAに実施したい。

追加・修正がある場合はお知らせ下さい。・・・・・・・・承認 
   (5) 後援承認などその他                         事務局長 

   ①【後援承認】    ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 30P 

  ・第 40 回人形劇フェスティバル 2022 さっぽろ雪の祭典 

  ②【周知文書】 

  ・青少年育成運動活性化研究協議会開催要項・・・資料 31～34P 

  ・第 38 回全国青少年相談研究集会開催要項・・・資料 35～36P 

  ・全国地域安全運動に向けた知事メッセージ・・・資料 37～38P 

  ・交通安全便り             ・・・資料 39P 

  ・「先輩の風」その後の取り組み報告   ・・・資料 40P 

 

４) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会 

 例年通り交通安全標語の募集が終わりました。各区最優秀賞、優秀賞が集まりました。表彰式に

向けて準備を進めていきます。その他 重大事故報告 
② 校長会 
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） 橋本 正行     ㊞ 

 

                                          理事     井手 純惠      ㊞ 


