
 
令和３年度  札幌市ＰＴＡ協議会 

第６回 理事会議事録 
◇日  時     令和４年２月１日(火)１４：００～  

◇場  所     新型コロナ蔓延防止重点処置による 

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》 

          ・髙原 周作 《豊平》欠席(委任状あり)  

          ・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 

※事前説明「子どもの歯の健康に関する条例制定について」 北海道医療大学歯学部 千葉逸郎教授 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 
 2月になってしまいましたが本年皆さんと顔を合わせるのは初めてです。理事会の前に貴重な
お時間を頂きフッ素化物を利用した子どもの歯の健康に関することについて説明がありました。
皆さんの知識としてお聞きいただいたと思います。時間が押していますので議事を進めていた
だきたいと思います。 
３ 議長選出 及び 議事録署名人指名 (議長：北区深谷理事、署名人：中央区髙橋理事) 

  

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。 
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                    (会長) 

北海道教育会議 14:30～ライフォート札幌    (村形、伊藤、五十嵐Ｗｅｂ) 

    ４日(土) 北海道ブロック研究大会 大会旗引継ぎ式 13:00～    (会長、事務局長) 

    ６日(月) 子どもの歯に関する条例制定への意見聴取 11:30～市役所 (会長・事務局長) 

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) 第１回札幌市環境教育・環境学習基本方針推進委員会     (村形副会長) 

１５日(水) 北海道教育振興会第４回常任理事会             (伊藤副会長) 

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 

２２日(水) 札幌市営企業調査審議会第２回交通部会(ZOOM)        (湯浅副会長) 

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 

２６日(日) 第 67回 札幌市児童生徒席書大会表彰式            (中野会長) 

 ( ) 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 
   ５日(水) 第４９回中学生作文コンクール札幌・道央地区表彰式      （中野会長） 

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〈北九州市〉 

１２日(水)  札幌市お弁当プロジェクト「お弁当レシピコンテスト」表彰式 (五十嵐副会長) 
  １４日(金) 中学校始業式 

１８日(火) 札幌市社会福祉審議会総会(書面)               (深谷理事) 

１９日(水) 小学校始業式 

  ２１日(金) 役員・監事選考委員会(書面) 

２２日(土) 北海道ブロック研究大会引継ぎ会(Ｗｅｂ)         （会長･事務局長） 

２４日(月) 広報紙コンクール二次審査（書面） 

２５日(火) 札幌市学校給食運営委員会        (原・伊藤副会長、井手・中瀨理事) 

 第６回役員会 14：00～ サンプラザ 

  ２８日(金) 札幌市社会教育委員会                      (会長) 

  ３１日(土) 学校保健会理事会Ｗｅｂ                     (深谷) 

 

本日２月１日(火) 70 回北海道大会第 2回準備委員会、第６回理事会 Ｗｅｂ開催 

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

   ５日(土) 市Ｐ協事務局採用時面接                     (会長) 

８日(火) 第６回事務局長会議 ちえりあ 研修室 5.6 

９日(水) 札幌市いじめ対策連絡協議会 Zoom              (橋本理事) 

      １４日(月) Ｒ４年度副会長監事推薦〆切 

   １６日(水) 第７回国内研修打合せ 14：00～研修室 5 

   １７日(木) 日Ｐブロック協議会・公益事業推進会議・代表者会         (会長) 

   １８日(金) 令和3年度札幌市エイズ対策推進協議会             (髙原理事) 

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(中止) 

   ２４日(木) 第３回役員・監事選考委員会 ちえりあ 14:00～研修室 5.6 

２５日(金) 区Ｐ連交流会(講堂) 

 

３月 １日(火) 市 P団体表彰推薦〆切 

 ４日(金) 第 2回委員長・副委員長会議 13:30～ ちえりあ大研修室 

第７回役員会 15:00～ ちえりあ大研修室 

  １０日(木) 第７回理事会 14:00～ ちえりあ大研修室 

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 

  ２７日(日) 日Ｐ国内研修出発（～３０日）国立大洲青少年交流の家 

 

 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 

○ ブロック協議会代表者会(2/17) 

○ 日Ｐ中学生国内研の選考、推薦・・資料 1～3P 

篠路西中 河戸真衣さん、厚別中 高橋希乃歌さんに決まりました。現在のところ実施予定です。 

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

      ○ 道ブロ研究大会引継ぎ会(1/22) 

      ○ 道ブロック協議会(2/19) 

 北見大会の実施について、映像を中心とした大会が提案されている。19日に正式に決定する。 

   (3) 委員会 

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

      ○ 総務委員会・・Ｒ４年度要望書回答書手交式、Ｒ５要望書作成・・資料 4～16P 

 Ｒ５要望書の作成に取り組んでいるところです。 

      ○ 広報委員会・・広報紙祭り 2/21、広報紙さっぽろ 130号発行に向けて 

 広報紙祭り 15校の応募がありました。現在審査が進行しています。コロナのため表彰式・展示は

中止と致しました。受賞校に表彰状を郵送でお届けします。 

      ○ 研修委員会・・区 P連交流会 2月 25日(金) 

 年末の講演会視聴数は延びなかったのですが、好意的な感想をいただいています。PTAアンケート

調査の結果をもとに区Ｐ連交流会を計画しています。 

      ②〈特別委員会〉                          事務局長 

      ○ 役員選考委員会・・副会長〆切 2/14  

      ○ 表彰選考委員会・・市 P表彰推薦〆切 3/1 

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

      ○ 学校給食運営委員会 

 給食費の値上げの要望はあるが、給食回数の調整で値上げについては避けることになりました。 

３) 協議・確認事項 
  (1) Ｒ３年度会計決算の見通しについて・・・・・資料17～18P          会長 
資料を基に概要説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・了承 

 (2) 国内研の参加報告について・・・資料 19～20P               団長  

 高橋団長作成の映像をもとに報告・・・・・・・・・・・・・・・・了解 

(3) 各区 P連活動の交流                          各理事 

     ・来年度総会に向けて・・・・・資料 21P 
 東区：5月 14 日伏古会館で総会予定、西区：5月 13日八軒会館で予定、南区：5月 13日北海道

青少年会館で予定、北区：5月 11日サンプラザホールで予定、中央区：5月 12日ライフォートで予

定、白石区：5月 13 日エミシア札幌で予定、厚別区：5月 20日エミシア札幌で予定、手稲区：5月

6日星置地区センターその他活動情報を交換。 

   (4) 後援承認などその他 

     ① 令和 4年度市 P協会議日程 第２案・・・・資料 22P 

②【後援承認】・・・資料 23～28P 

 継続後援：「kitaraあらかると」、「北の都札幌ツーデーウォーク」・・・・承認 

  ③【周知文書】 

 



５) 共済会、校長会、その他連絡事項など 

① 共済会 

② 校長会・・・資料 29～38P 

 理事会の協議内容を校長会で広報していただいています。 

③ 配布物ほか 

手作り通信を別送します。 
 

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） 深谷 正史     ㊞ 

 

                                          理事     高橋  聖      ㊞ 


