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令和２年１２月８日 

PTA 会員の皆様    

ふじみ野市立駒西小学校 PTA 

会長 石井 幸 

来年度改革トライアルに向けてのアンケートのお願い 

 日頃より PTA 活動にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 この度、「誰もが参加しやすい PTA へ」を目標に掲げた改革案を提案させていただきました。今年度

は新型コロナウィルスの影響により行事や委員選出が中止となり、PTA 本部では例年と異なる新しい活

動を模索し、実行して参りました。 

 

今後もまだ先の見通せない中、時代の変化に合わせた活動内容にすべく、委員会活動内容を見直し、

PTA 会員の皆様ならびに本部役員の負担軽減、更には一部ボランティア化し、強制ではなく『できる人

が、できる時に、できる事をやる』ボランティア活性化策が主な内容です。 

 

 来年度は、会則を変えずに１年間試してみる「改革トライアル」の年にしたいと考えております。会則

の変更と再来年度からの正式実施に向け、皆様に賛成か否かのご意見をいただきたく、別紙のアンケート

にご協力いただけますようお願い申し上げます。 

提出期限日：１２月１４日（月） 

担任の先生に提出してください。回収率１００％を目指しております。よろしくお願いいたします。 

 

【おおまかな改革案】 

強制的な委員会活動を廃止し、参加しやすいボランティア活動へ 

〇定期総会         集会形式のみでなく、必要に応じて WEB または書面での総会 

〇学級委員        

〇広報委員           廃止。広報誌作成など、一部の活動を 

〇成人厚生委員              ボランティアでの活動へシフト 

〇推薦委員             １児童につき１回の強制をなくす。 

＊但しこれまでの免除記録は残り、今後も継続します。       

今後、委員・係等の選出の必要がある場合を考慮し、 

    本部役員特典の 10 年免除も継続。 

〇会計監査⇒２年ごとに２名選出（２年任期）から、毎年１名選出（２年任期）へ 

〇本部⇒・PTA 副会長２～６名を２～７名へ 

※校外委員は変更点なし。 

改革案の詳細内容につきましてはぜひ裏面、またはアンケート欄の QR コードから補足資料にアクセス

してご覧ください。（補足資料をメール添付や書面での配布ご希望の方はPTAメールまでご連絡下さい） 

 

ご質問等ありましたら、以下 PTA メールにお問い合わせください。 

PTA メール：komanishisho@gmail.com 



２０１８年 ９月 PTA本部・委員会活動改善のためのアンケート

２０１８年 １１月 2019年度PTA改革案

２０１９年 ９月 改革実施に向けてのアンケート

２０２１年 ４月 さらなる改革へ向けてのトライアル

・定期総会 年度内２回→年度内１回へ
・運営委員会 年度内６回→年度内３回
・学級委員会 年度内６回→年度内３回
（他、役員免除申請に書面提出による方法を追加、クラスの役員決めの主体はクラスへ）

誰もが参加しやすいPTAへ

・広報委員廃止
・推薦委員廃止
・成人厚生委員廃止
・学級委員廃止
・定期総会を集会形式のみでなく必要に応じてWEBや書面総会にて

ボランティア活動へシフト

・係の廃止（読み聞かせ、除草・落ち葉）

・見守り隊 ・スクールカウンセラー要請 ・置き勉

２０１８年以降のPTA本部改革

２０１８年以降からのPTA本部改革の継承

２０２０年改革トライアル案に至った経緯

現在のPTA活動の一部をボランティア制に移行することは、PTA会員皆様の多様な
立場に対応しながら子ども達のための活動ができるPTAを目指すものであります。

「誰もが参加しやすいPTAへ」
「できる人が、できる時に、できる事を」

４委員会の廃止に伴う活動費の削減により、PTA会費削減にも繋げたいと思っており
ます。PTA本部も集会形式のみでなく、必要があれば総会のウェブ活用や書面での議
決権の行使や質問回答により、PTA会員のご負担の軽減と効率化を図ります。

これまでのPTA本部役員の方々始めPTA会員皆様の尽力により PTA 活動が簡素
化されてきております。
決してPTA活動の縮小を図っている訳ではなく、家族の多様化や共働き世帯が増
加している現状、PTA組織と活動を見直すことは子どもたちのために保護者及び
PTAが出来る事を拡げることでもあります。

トライアル案に至った背景や、ボランティア制へのシフト
についての詳細説明を別補足資料にて
駒西小学校HPに掲載しております。どうぞ、ご覧ください。
右のQRコードを読み込んでいただくか、駒西小学校HPにて
ご覧いただけます。

補足資料のメール添付、または書面での配布希望の方はPTA
メールまでご連絡ください。komanishisho@gmail.com



アンケート回答欄（１/４）

以下の会則変更に伴う各設問にて該当するものに〇を付けお答えください。
詳細、トライアルに至った背景、ボランティア体制など補足の資料は右QRコード
からご覧いただけます。 アンケートの締め切りは１２月１４日（月）です。

改革前 改革後

定期総会を年度内１回開催する
定期総会の開催形式を集会形式のみで
はなく、必要に応じてWEBまたは書面
での開催も可能とする

１【会議と運営に関して】

Q.設問１－１

定期総会を集会形式のみではなく、必要であればWEBまたは書面
にて行うことについて 賛成 ・ 反対

運営委員会を学期毎３回開催する 廃止する

改革前 改革後

Q.設問１－２

４委員会廃止に伴い、運営委員会を廃止する。
審議が必要な場合は、メールや書面を利用した提案、
周知、決議を行う。

賛成 ・ 反対

２【学級委員会に関して】

各クラス１名選出する 廃止する

改革前 改革後

Q.設問２－１

学級委員を廃止することについて
＊学級への連絡は一斉メールを利用

賛成 ・ 反対

改革前 改革後
運動会の手伝い（片付け・新入生
競技の補助・低学年児童の補助手
伝い）

ボランティアを募る

Q.設問２－２

運動会の手伝いをボランティアにすることについて 賛成 ・ 反対

改革前 改革後

PTA会費集金 本部がおこなう

Q.設問２－３

PTA会費の集計を本部役員のみで担うことについて 賛成 ・ 反対



アンケート回答欄（２/４）

３【広報委員会に関して】

改革前 改革後

各クラス１名選出する 広報委員は廃止する

Q.設問３－１

広報委員を廃止することについて 賛成 ・ 反対

広報誌の作成・発行（年２回）
ボランティアを募る（広報誌の発行
は年１～２回）

改革前 改革後

Q.設問３－２

広報誌「駒」の作成をボランティアにすることについて 賛成 ・ 反対

４【成人厚生委員会に関して】

各クラス１名選出する 成人厚生委員は廃止する

改革前 改革後

Q.設問４－１

成人厚生委員を廃止することについて 賛成 ・ 反対

改革前 改革後

ベルマーク関連作業 ボランティアを募る

Q.設問４－２

ベルマーク関連作業をボランティアにすることについて 賛成 ・ 反対

裏面につづきます

改革前 改革後
６学年は卒業関連対応、５・６学年
は学校旅行費集金の手伝い

ボランティアを募る

Q.設問２－４

６学年卒業関連対応、５・６学年の学校旅行費集金の手伝いを
ボランティアにすることについて

賛成 ・ 反対

２【学級委員会に関して】つづき



アンケート回答欄（３/４）

Q.設問５－２

推薦活動を本部役員が担うことについて
賛成 ・ 反対

本部役員推薦状の配布、回収、候補
者のリストアップ

推薦活動は本部役員が担う

改革前 改革後

Q.設問５－１

推薦委員を廃止することについて 賛成 ・ 反対

５【推薦委員会に関して】

各クラス１名選出する 推薦委員は廃止する

改革前 改革後

６【会計監査に関して】

改革前 改革後

PTA会計の監査（年２回程度）。
２年毎に２名選出

毎年１名選出（任期は変わらず２年）

Q.設問６－１

会計監査間で活動内容の引継ぎをスムーズにおこなうために、
２年毎に２名選出から、毎年１名選出することについて

賛成 ・ 反対

副会長の人数２～６名
副会長の人数を２～７名。
副会長２年任期の中で、１年目副会
長、２年目会長とスライド可

改革前 改革後

Q.設問７－１

副会長の人数を２～７名とすることについて
＊２年任期の中で、本人の希望による１年目副会長から
２年目会長へのスライドを可能とするための増員

賛成 ・ 反対

７【本部役員に関して】

改革前 改革後

成人厚生委員会で給食試食会の
企画運営

家庭教育学級の一案として本部が
企画開催を検討

Q.設問４－３

給食試食会を企画運営の場合には本部で担う
＊家庭教育学級の一案として本部が企画開催を
検討。必要に応じてボランティアを募ることについて

賛成 ・ 反対

４【成人厚生委員会に関して】つづき



８．以下、ボランティア活動や本部の活動内容についてアンケートご回答よろ
しくお願いいたします。

提出は１２月１４日（月）です。
ご協力ありがとうございました。後日、集計したアンケート結果を配布させて頂きます。

〈提出の順番：担任→教頭→PTA本部〉

その他、改革全般についてご意見・ご賛同のお声があれば下記にお願い致します。

・８-1 広報誌「駒」について
都合がつけばボランティアとして関わってみたい はい ・ わからない ・ いいえ

・８-2 ベルマーク関連作業について
都合がつけばボランティアとして参加してもよい はい ・ わからない ・ いいえ

・８-3 運動会の手伝いについて
都合がつけばボランティアとして参加してもよい はい ・ わからない ・ いいえ

・８-4 読み聞かせについて
都合がつけばボランティアとして参加してもよい はい ・ わからない ・ いいえ

・８-5 クリーンアップについて
除草や落ち葉清掃等、都合がつけばボランティアとして参加してもよい

はい ・ わからない ・ いいえ

・８-６ 給食試食会に参加したことがある。もしくは、今後参加したいでしょうか

参加したことがある （ 回） ・都合がつけば参加したい ・ 参加したいと思わない

アンケート回答欄（４/４）

年 保護者名：

年 ・ 年

お子さまの学年（在校するお子さまの学年を全てご記入願います）

賛成 ・どちらでもよい ・ 反対

・８-７ フルタイムの方でも参加できるように、必要であればPTA活動を土曜日の午前中に
活動することについて


