
PTA会員各位
令和4年1月吉日

ふじみ野市立駒西小学校
PTA会長 滝澤 真

令和３年度 PTA改革トライアルに関するアンケート結果報告と補足説明

日頃よりPTA活動にご理解とご協力頂きありがとうございます。１２月に実施したPTA改革トライア
ルに関するアンケートの集計結果をご報告いたします。貴重なご意見ありがとうございます。頂きまし
たご意見への補足の説明も合わせて記述しておりますのでどうぞご覧ください。

家庭数（配布時点）：３８３ ・ 回答数：２３９ ・回収率 ６２.４％

１．【ＰＴＡ改革全体について】

1-1 今年度はPTA活動改革におけるトライアル年と
いう事をご存知ですか？

1-2  今年度は４委員を選出せず、ボランティア制へ
の移行のトライアルであるということをご存知
ですか？

1-3  PTA改革トライアルをあと１年継続すべき
だと思いますか？

1-4  PTA改革全般におけるご意見（次ページへつづく）

・良い取り組みだと思いますが、コロナ禍で活動も
少なくトライアルの成果を判断する材料に乏しく思
います。いままでできなかった改革を進めていただ
きありがとうございます。子どものために学校に協
力することが自発的に自然にできる環境ができつつ
あると思います。

・時代に合ったPTA改革、大きく新しい変換へ導いて下さり、会長はじめ本部役員の皆様お忙しい中、大変
なご尽力いただき誠にありがとうございました。自分なりに無理なく出来て、ボランティアで活動したい方
が「関わって良かった」と思える仕組みづくりの基盤を作っていただき感謝しております。 PTA改革トライ
アルをあと１年継続すべきかは、今年度まだまだ通常運転が出来なかった部分で必要かと考えましたが継続
しなくても問題ないかと思います。

・PTA活動や学校情報、ボランティア募集などについ
て、メールでの配信や説明があったり、WEB化した
りしたことで、気軽にPTAに触れられたり見やすくな
りました。HPや学校情報がより身近になったと感じ
ました。

学年別回答数（人）

２１７人

２２人

２２０人

１９人

6.3%
１７０人

１５人

５４人
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・すごく良い

・仕事を持つ人が増えている今、このような取り組みは大変ありがたいです。時代にあったものになってくれ
たらと思うので改革は大変だと思いますが応援しております。

・頑張ってください。

・PTA活動の簡素化はとても良いと思います。

・広報委員は集まる回数が多くとても大変でしたが、お母様同士でお友達になれたり、学校や子供の様子を知
る良い機会でもありました。

・ボランティアでの参加を少し考えた事もありますが、いざとなると、敢えて大変な作業を手伝おうとは思えま
せんでした。

・ボランティアがいなかった場合、PTA本部の方に皺寄せがいかないか、という点も気になります。

・元来ボランティア活動であるPTAに近づいていてとてもよいと思います。

・参加しやすい形での改革に賛成です。ありがとうございます。

・コロナウィルスの影響は、新しい変異株の影響もあり、来年度も収束していない事が予想されます。そのよう
な時に今までのようなPTA役員を選出しても、従来のような活動は出来ないと考えるため。

・コロナ禍で行事などもほぼ無くトライアルになっているのか？という疑問があるので、もう1年延長してもよ
いのかなと思うが、それによって本部役員さんの負担が増えるようであれば終了してもよいと思う。

・コロナの状況によりボランティアだけではまかなえない部分も出てくると思うのでなんとも言えないが、今
年度はコロナの状況による行事縮小で、子どものために無理なくまた時代にあった改革ができていたと思いま
す。ボランティアや応援団の内容がどのようなものなのかもう少し詳しく教えて頂けたら参加しやすいかなと
思いました。自分には出来ないのではないかとの不安により参加しなかったものもありました。

・他人と一緒に作業をすることや顔を合わせる等苦痛でしかないため、学校に行く事自体に抵抗感がある。
運営に必要なら会費はもちろん払うがPTA活動に参加したいとは思わない。そういう人間もいるということ
を含めると、今回の改革はとてもいいと思います。

・現代の情勢に合わせ、これからも無理なく柔軟な活動がとても大事だと感じました。

・コロナ禍が予想以上に長引いている為、実施出来ていない事がまだあるうちは続けた方がいいと思う。

・とてもよい試みだと思う。今の時代に合っている

・メールでの連絡など早い段階であり、とてもシンプルでわかりやすかった。本当にお忙しい中、ありがとうご
ざいます。

・自主性を前提とする活動はとても良いと思う。

・通常、できている行事等ができていないとの事なので、トライアルを続けたほうがいいと思うけど、これだけ
構築がしっかりしているので、トライアルを終了しても問題ないと思います。

・平日だけではなく、土日でできることがあればと思います。

・改革は次の学年の為にとても有益な事だと思います。

・コロナ禍で大変な状況のなか、PTAへの新改革案を進めてくださり、どうもありがとうございます。任意団体で
あるPTAは引き続きボランティアで参加出来そうな活動に参加するという案に賛成です。子どもの健やかな成長
を図るというPTAの目的にかなう活動を出来る時にサポートさせて頂けたらと思っております。ボランティアさ
んが集まらない活動については、PTA本部役員さんのご負担にならないよう、見直しをしていく方向で良いのでは
ないかと思います。

2-1  定期総会を集会形式の総会でなく、WEB総会
（希望の方には書面審議及び決議）にて開催いた
しました。何か不都合はありましたか？

2-2 不都合があった方、どのような不都合があっ
たかお聞かせください。

・字が小さい。読みずらい。携帯は疲れた

・自分自身はなかったが、総会に密に関わりのある
役員さんたちが不都合がなかったのかどうか分か
らないので、わからないに回答させて頂きました。

２. 【会議と運営に関して】

１人

２０１人

３７人
0.4%

本部役員としても不都合はありませんでした。会場準備や議長等の選任など不要に
なり、役員の負担が大幅に減りました。 また、字が小さい、読みずらいの件に関
しましては、なるべく配慮をして作成はしておりますが、今後も留意して作成して
参ります。書面がご希望の方はＰＴＡメールまでお知らせいただくようお願いして
おります。どうぞ、ご活用ください。

【ＰＴＡ本部よりご意見への補足説明】

1-4  PTA改革全般におけるご意見つづき
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2-3 定期総会では、予算案の審議や決議をWEB
（希望の方は書面審議及び決議）で行いました。
何か不都合はありましたか？

2-4 不都合があった方、どのような不都合があったか
お聞かせください

2-5 PTA本部役員承認をメール配信で審議と承認を
行いました。何か不都合はありましたか？

【2-6 ご意見】

2-7 運営委員会の開催がないことによる不都合はあり
ましたか？

【2-8 ご意見 】
回答なし

2-9    PTA 活動報告『ふれあい』の内容はわかりやす
かったですか? 知りたい内容となっていますか?

・面倒臭い

2-10 PTA本部からの案内について：
昨年度より総会資料含め、PTA本部からのお知らせ等
はPTＡ一斉配信メール、駒西小学校ホームページに掲
載等、徐々にペーパーレス化し、WEBを活用しており
ます。書面で配布が希望の方には、書面にて配布をし
ております。本件に関して、考えに近いものをA～Dよ
り１つお選びください。

・ＰＴA要らない。メールも紙も要らない。仕事してるのに余計なことは要らない。やりたい人だけがやれ
ば良い

2-11会議や運営におけるご意見、PTA活動報告『ふれあい』に関して等ご意見あればお聞かせください。

・ふれあいは知らない

１人

２３８人

0.4%

１９６人

２人

４１人

0.8%

１人

２３８人
0.4%

・視力が悪いので見え無い。読めない。字が小さい

０人

２３９人

1.7%

0.8%

４人

３３人

２００人

２人D.【その他】ご意見

・C寄りのB。周知徹底を優先すると、現状はBの書面との併用はまだ必要なのかな…と思いますが、将来的
にはCにできるのが理想かなと思います。

・大変分かりやすく、内容の伝わる活動報告ありがとうございました。頭の下がる思いで拝読しました。

・なるべく負担の少ない活動に向かっているのは、とても良いと感じています。

・ホームページにも掲載下さっているので、役員さんの手間を省くのに書面配布はなくても良いのではと感
じています。

・会議や運営に関わっている方がやりやすく過度な負担のないよう進めていただいていれば良いとなと思い
ます
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1月現在、ふれあいは7月号、12月号が発行、配布済みとなっております。学校ホームページでご覧いただけ
ますが、書面でご希望の方はPTA本部メールにご連絡ください。今後は、発行時にはご報告の一斉メールを出
し、多くの方にPTAだよりでの本部活動報告が伝わるように改善に努めます。今年度は、活動報告としての新
たな「ふれあい」を作成しました。書面配布をさせていただきましたが、今後、段階を追って、発行のご報
告一斉メールからの、ホームページ掲載のみに移行できそうか等、ご意見でいただきましたように、本部役
員や会員の皆様にも負担の無い方向へとなるよう検討して参ります。

【ＰＴＡ本部よりご意見への補足説明】



3-1 学級委員を今年度は選出しませんでした。必要な活
動はボランティア、本部役員にて行いました。何か
不都合等ありましたか？

【3-2 ご意見】

・コロナ禍で行事等が少
なかったからという気
もします。

3-3 今年度はトライアルにつき本部役員のみでPTA会費
の集計作業を行いました。何か不都合はありましたか？

【3-4 どのような不都合があったか
お聞かせください】
・不都合はありませんでしたが、
本部役員の方の負担は大きくはあ
りませんでしたか？

４．【広報委員会に関して】

【4-3 不都合があった方はどのよう
な不都合があったかお聞かせくだ
さい】

5-2 ベルマーク運動及びボランティアによる作業等につ
いての質問：今年度よりスタートした新しいベル
マーク回収方式である、ベルマーク回収ポケットに
ついてご存知ですか？

5-3 成人厚生委員を選出せずに、ベルマーク運動を行っ
ていることに何か不都合はありましたか？

6-1今年度は昨年度同様、本部役員が推薦活動を行い
ました。何か不都合はありましたか？

３．【学級委員会に関して】

０人

２３９人

１人

２３８人

本部役員にて集計作業は過去２回スムーズに行えて
おり、負担自体は以前よりも軽減されております。

【ＰＴＡ本部よりご意見への補足説明】

１人

２３８人

９月２７日に家庭数にて担任の先生より配布いたしま
した。ＰＴＡ本部にて在庫がありますので、ＰＴＡ
メールにご連絡下さいますようお願い申し上げます。

【ＰＴＡ本部よりご意見への補足説明】

4-1 広報委員を今年度は選出しませんでした。必要な
活動はボランティア、本部役員にて行いました。何
か不都合等ありましたか？

０人

２３９人

4-2 今年度は広報誌「駒」の作成のボランティアを募
集、本部役員担当と共に発行いたしました。何か不都合
はありましたか？

・渡されていない、受け取ってない

0.4%

５．【成人厚生委員会に関して】

０人

２３９人

5-1 成人厚生委員を今年度は選出しませんでした。必
要な活動はボランティア、本部役員にて行いました。
何か不都合等ありましたか？

１９４人

４５人

１人

２３８人

６．【推薦委員会に関して】

0.4%

【５-４不都合があった方はどの
ような不都合があったかお聞かせ
ください】

回答なし

【６-２不都合があった方はどの
ような不都合があったかお聞かせ
ください】

回答なし

０人

２３９人

0.4%
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7－1 ６ 年間で１児童につき 1 回の役員を経験するという慣例がなくなった場合、どのようにＰＴＡ活動に関わ
りたいと思いますか。考えに近いものを１つA～Eよりお選びください。

７．【ＰＴＡ活動全般における意向調査】

3.8%
2.9% １１２人

６３人

９人

７人

４８人

・仕事などで都合がつきにくい保護者もいると思うので、都合が着くきやすい方にお願いしたい。その代り、
役員をしていない保護者はボランティア活動などで協力するなど、不公平感をなくすようにして、協力してい
きたい。

● E.【その他】のお考えやご意見 （次ページへつづく）

・役員がなくてもボランティアで関われるので良いと思います。

・仕事と未就学児がいる育児との両立が可能な範囲であれば、PTA活動に協力したいです。

・仕事の都合で時間がない。

・入学時に1児童に付き一回役員をと聞いたので家庭の事情もあって早めに小1の時に学級委員を経験しました。
本部役員はできませんが、時間が合えばボランティアに参加したいと思います。

・本部役員にはなれないが、時間がある時にPTA活動に参加します

・本部役員にはなりたくないですが、子どものクラスに入れるようなボランティア活動があれば積極的に参加
したいです。（読み聞かせや、コロナ前にあった音楽会前の音楽ボランティア、高学年のミシンの授業のお手
伝いなど。）

・時間の都合が合えば、PTA活動に参加したいと思います。

・平日仕事が休める日などに単発でもできる活動があれば協力したい。

・都合が合えば協力したい

・仕事の都合で、活動に参加できるかの有無もその時になってみないと分からないという波がかなりあるので、
今の状況下では何とも回答しづらいです。

・できる事があれば協力してもよいかなと思う

・本部役員等は難しいですが、PTA活動はできる範囲でと思います。

・出来る限りボランティア等で協力できることはしておりますが、役員については兄弟で幼稚園児がいる場合は
さすがに大変なので免除して貰えると助かります。

・本部役員にはなりたくない。PTA活動は平日仕事のため積極的には活動できないが、時間があれば活動可能。
役員などになることは控えたいが、自分にできるボランティアがあった場合は子どもが就学中に参加してみよ
うと思う。

・子供のためになる活動であれば参加したいが、仕事との両立がしやすく気軽に参加できるものだとありがたいと
思います。

・本部役員経験済みです。pta活動が都合が合えば協力したいです。

・できる時は協力したい
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・役員などになることは控えたいが、自分にできるボランティアがあった場合は子どもが就学中に参加してみ
ようと思う。



7-1 どのようにＰＴＡ活動に関わりたいと思いますか？
E.【その他】を選ばれた方のお考えやご意見 つづき

・1児童につき１回役員で2人の子供たちの分活動をしました。選出せず活動できるのであればその方が保護者
の負担も減りよいと思いますが、今年のような体制では全く無関心(やらなくてよいなら何もしない)人達が出
て、本部の方々の負担になってしまうようなら問題だと思います。ただ、仕事をしていたり日々の忙しさに追
われているとなかなか協力したい気持ちがあっても積極的参加も難しいのが現状です。

・業務的に厳しいので参加可能時にボランティアで参加がよいかと思った

・やった事がないので、不安もあるので参加には躊躇します。

・仕事で休みが少ないので、PTA活動にはできる範囲で協力したい。

・役員、ボランティア特にこだわりなく、自分が無理なくできる範囲で積極的に参加したい。

・私はまとめる力がないので本部役員など出来ないと思います。PTA活動はご協力はしたいと思っていますが、持
病でなかなかご協力できなくてすみません。

・仕事に影響が出ない程度に関わりたい（平日昼間はキツイ）

・ボランティア制になったおかげで、自分の空いた時間にできるこちを参加して行きたいです

・参加したいと思っていますが、平日は仕事のためなかなか参加できない現状です。

・PTA活動は大切だけど、1人一回は必ずやらなければならないのは、無理な家庭もあると思うので変えたほうが
いいと思う。1人親の家庭や小さいお子さんがいる家庭、支援級には在籍していないけど子供が障害を抱えている
家庭など、いろいろな事情があると思うので。

・出来る時間にボランティアにてPTAに参加したい

・仕事があるので都度ボランティア募集の形で参加出来る範囲で協力出来る時は協力したいです。

・本部役員ではなく、自分のできる範囲で協力する。

・PTA活動は出来る限り参加させて頂きたい

・本部役員になりたいともなりたくないとも思わないが子どものため、学校のために出来る範囲でPTA活動には
参加したいと思っています。

・子供達の為にやれることをやれる時にというスタンスが良いです。PTA、役員となると重すぎてしまいます。

・仕事をしているためなかなか役員が務まる自信がありませんが無理なく参加できるものがあれば参加したい。

・会議などが土日なら、役員も活動も積極的にやれる。

・ボランティアとして出来る時に活動をサポートさせて頂けたらと思っております

・本部役員をやることは出来ないが、PTA活動は参加できる範囲で参加したい。

・以前本部役員を経験しているので本部はもういいとは考えますが、やりたいなと思えるボランティアには参加
したいです。

・本部役員は難しいが参加出来そうな行事があれば検討したい
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・本部役員は難しいが、PTA活動はできる範囲で力になりたいと思います。



7-2   ボランティア全般について、考えに近いものをA～Fより１つお選びください。

7-3  PTA活動で行っている『見守り隊』廃止について

学校側との協議の結果、見守り隊は廃止の方向です。見守り活動について、ご意見あればお聞かせください。
今後必要があれば新たな見守り活動を検討します。

・出来る時間で、出来ることなら参加したい

６人

１４７人

5.9%

7.9%

2.5%

6.3% ３８人

１４人

１９人

１５人

● E.【その他】のお考えやご意見

・自分に出来そうなことであれば協力したい
・仕事があるので、なかなか都合が付けにくいです。（他同
様ご意見３件）

・内容による。

・Bとほとんど変わりませんが、できる範囲で
と思います。

・早い段階で日程の連絡をいただけるので、参加に向けて予
定の調整などしやすかったと思います。

・仕事の都合がつく場合は参加したい（他同様ご意見３件）

・曜日、時間が合えば、参加します。（同様ご意見他１件）

●ご意見 （次ページへつづく）

・また色々なことが落ち着いて、要望が出てきたタイミングで開始すればよいと思う。

・トラブル対応だけではなく、子供の様子を気軽にみることが出来ないのは残念ですが、他いろいろな行事すら
制限されている現在では仕方のないことと思います。また、気軽に学校に参加できる環境になったら、よいで
すね。

・気軽に校内を見に行けるようにしてほしい。出来ない場合は、授業風景をライブ配信してほしい。

・落ち着いて学習に取り組めていない子供がいる中で、大人の目がある方が良いのではないかと思う。また、問
題のある教師についても、親の目が入ることで少しは改善されるのではないかと思うので、廃止については反対
です。

・親も学校の様子を先生だけにお任せするのではなく、親と子供と先生のトライアングルは今後も必要だと思い
ます。

・学年によっては落ち着いた状況とはいえないと思います。こどもの学校生活が心配な時に、来校が許される
なら廃止でも構いません。

・何らかの形で見守り活動があればいいとは思います。

・もし我が子のクラスがよくトラブルが起こっていると聞いたならば見守りたいと思うので、残して欲しい。
もしくはそれに代わる新しい形を（勿論授業を妨げる親のお喋りなど迷惑行為を禁止するルールは徹底した上
で）

・校長先生が変わってから急に閉鎖的で、通常級に必ず2～3人いる学習困難児への理解が著しく乏しいと思っ
ています。共に学び育てようという去年までの動きが当たり前になるように、見守り隊は必要だと感じます。
暴れる子にも必ず理由があり、困り感のある子にも少しの手助けや心の支えで上手くいくのをこれまでに沢山
見てきました。見守り隊を廃止しよう、ではなく以前のように心配事があるならいつでも見に来てください、
のような駒西に戻って欲しいです。
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本件に関しまして、頂いた多数のご意見を基に学校と協議して参ります。

7-3  PTA活動で行っている『見守り隊』廃止について

見守り活動についてのご意見 つづき

・希望者が一定数いるなら継続して良いと思う。参加することで、子供達の学校での様子を知りたいと思っ
ている保護者もいるのではないかと思う。

・感染リスク、子どもの集中力、そして防犯面を考えると廃止で良いと思います。保護者のサポートの必要
な時は、その都度、協力していきたい。

・廃止で良いと思います。

・何時でものぞけるとありがたい

・見守り隊があるから、自由に学校の様子をみられ、子ども達も落ち着いているとも聞くので、廃止までしなく
ても良いかと思う。

・見守り隊をわざわざ存続する必要無いと思いますが、その見守り活動をもっと地域協力は得られないもの
かと思っています。今年度自治体の自警の役が回ってきて自治会に初めて参加しまして、近所で変質者が出
たことを知っているかと質問してみたところ、自治会長さえ自治会の皆様は知らず、確か地域と学校と会議
等も行ってるはずで、連携してます！的なのがあったはずなのに、その連携は何にも生かされては無いなと
思いました。近所では変質者の被害にあってる子が、その場の近くに住む方に助けられてました。私達世代
はメールで変質者情報を得ていますが、年配の世代は紙での情報に頼られてます。自治会の回覧板で注意喚
起やお願いを回して情報共有する、というのも良いのでは?と思いました。

・すごくいい幕引きだと思う！

・以前他県ですがボランティアセンターに勤務しておりました。リタイアした高齢者（特に男性）は役割があ
るとうれしいようです。ふじみ野市社協のボラセンに協力してもらい、高齢者ボランティアで見守り活動して
いただくのはいかがでしょうか。と少し思いました。

・子どもから聞く話では、現在クラスが荒れているように伺えます。現在授業参観がない中でクラスの様子がど
うなってるのか分からず心配で気になっております。見守りがあれば参加させて頂きたいと思っていますので検
討して頂きたいです。よろしくお願いします。

・子供の様子や学校の様子を見られるいい機会だったので続けて欲しいです。

・廃止で良いと思う。

・クラスでのトラブルの話をよく聞くが親まで伝わらない事が多いので、活動したいです。

・見守り隊として行ったことがある立場からして、無くしてしまうのは残念に思います。学校は閉鎖的な空間
だと思っていたので、この活動があると知った時、授業参観とは違って普段の様子が見られてとてもいい事だ
なと思っていました。実際、参加していたのは限定された保護者だったようにも思うので無くしてしまうのも
仕方ないのかなとも思います。

【PTA本部よりご意見への補足説明】
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8-1  PTA本部役員の任期について
PTA本部役員の任期は現行のＰＴＡ会則では原則として２年です。任期が１年となれば、参加しやすいPTA本
部役員になるのか参考にしたく、ＰＴＡ本部役員の１年任期（但し再任を妨げない）についてご意見ください。

８．【来年度以降のPTA活動の参考にさせてください】

２１７人

２２人

・引継ぎなどがスムーズに運べば、一年でも良いと思う。

8-2 PTA本部役員の１年任期において、ご意見 （次ページへつづく）

・過去のような仕事量（学校行事の多くにかかわって頻繁に集まらないといけないような場合）だと、引継ぎや
ノウハウが蓄積されないまま直ぐに任期終了となるので2年間の方がよいかとも思ったが、色々なことが簡素化、
簡略化され、負担が減っているようであれば1年でも良いかもしれない。運営上大変かもしれないが、任期交代
するメンバーのタイミングを半分ずつずらした方が、全くゼロから始める人たちばかりより安心感はあるかもし
れないと思った。

・2年だと長いなと思っていましたが、1年なら少し気持ちも楽になると思います。

・自分自身本部経験がないので分からないのですが…。任期が長いと敬遠しがちではありますが、1年任期だと
行事等の会議や準備の進行、次年度への引き継ぎ等が新任ばかりになり大変なのでは… その辺りがスムーズに進
むのであれば1年任期で良いと思います。

・やりたい人がやれば良い

・仕事をしていても、会社との両立の調整がしやすくなると思います

・慣れる頃に任期が終わり、引き継ぎ等も大変なのではないかと思います。

・現在、役員を引き受けていただいている方々は、この新しい制度の中、2年で安定した運営が良いのか、1年で
の入れ替えにより新しい運営を探って行く方が良いのか、反対にやられてみての感想が知りたいです。

・引継ぎがスムーズにいけば1年でも良いと思います。

・引き継ぎ資料があれば、１年任期でも可能な人は増える気がする

・2年縛りだと任期途中で家庭の事情で都合がつかなくなったり、役員メンバーも変わらず仕事内容も変わらず
…自分だったら飽きてしまうかも。1年任期だったらやってみようと言う方もいるのではないでしょうか。

・1年任期、2年任期それぞれ良い面悪い面があると思うので、正直なところは分からないです。

・一年任期には賛成なんですが、やる方が居るかどうか？ 一年おきに探すのが大変になるのでは？

・業務や引継ぎに支障がでないような活動内容にもっていければ、ぜひ1年任期も認めてほしいですよね！

・賛成ですが、やったことがないなので現実はどうか分からずすみません。1年だと全てが初めての作業のため、
２年やることで活動がスムーズにいくのでしょうか。やったことある方のご意見を優先に検討して頂ければと思
います。

・任期2年は長いと思っていたので、是非とも1年に変更していただきたいです。

・引き継ぎや、次年度の役員のフォローなどで負担が増えるのでなければ一年でも良いと思います。
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・2年の方が引き継ぎ上手くいくのではないでしょうか…

・１年任期の場合、本部役員の仕事内容をマニュアル通りにこなしていけるのか不安です。マニュアル以外の
事が起きた際、対処方法等不明時誰に聞いたらよいのかも不安です。



8-2 PTA本部役員の１年任期（但し再任を妨げない）についてご意見 つづき

・2年の方が引き継ぎの大変さはなくなり負担なく活動しやすい場合もあると思うのでなんとも言えないが1年任
期の方が参加したいと思う人も増えるのではないかと思います

・2年にしないと引継ぎが難しいという意見があったかと思いますが、引継ぎは年度替わりにして、わからない
ことがあれば連絡して聞けるようにすれば、あとはその年の本部役員がやりやすいように運営していけばいいと
思います。

・引き継ぎを考えると2年が好ましいように思うが、負担や参加のしやすさを考えると1年がよいように思う。

・一年ごとに変わると皆不慣れになってしまうし、人員も増え、さらに集まらないのではと思う。

・賛成ですが、毎年選出することが大変ではないか、とも思ったりします。

・参加しやすいという意味では任期を短くするのには賛成です。ただ、毎年の役員選出業務は大変ではないかと
いう懸念があります。

8-3   PTA本部役員の仕事量はトライアル前と比べ増え
たと思いますか？ 減ったと思いますか？

8-4  どのような特典があれば、本部役員をやってみたい
と思いますか? あてはまるものを１つお選びください。
その他の方は自由記述にてお答えください。

３３人

３８人

１６８人

１２７人

９１人

２１人

●その他（自由記述）やご意見

・そもそもやってみたいと思わない。

・各行事でもお仕事や役割をされていると思うので、
ゆっくり見ることができないのかな？とは思ってい
ます。お仕事ありがとうございます。

・転校前の学校でバザー部長をやって一年間本当に大変だったので、本音としてはもうやりたくないです。

・中学校までの役員免除

・報酬が出る特典（他同様意見１件）

・特典があっても本部役員は難しい。（他同様意見２件）

・子供と一緒に給食食べられるとか、先生と昼食会できるとか。子供の様子がわかるようなこと。

・ PTA自体、必要性があまりわからないのでその都度ボランティアを募集し、いろんなことを減らして保護者
の負担を減らしていってほしい。働きながら細かく集まるのは難しい

・わからない

・やりたい人がやれば良い
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近隣の小・中学校ではＰＴＡ本部役員の任期が１年の学校もあります。駒西小学校のＰＴＡ活動の内容や体制に
合わせて、将来的に検討してもよい改革案の１つではないかと思っております。引き続き皆様のご意見、ご意向
を反映させていき、より参加しやすいＰＴＡ本部へと進化したいと思っております。なお、現在の会則では、
『第６章 第１５条 本部役員の任期は原則として２年とする。但し、本会の運営維持上、必要な場合はこれを
妨げない』となっております。運営維持上必要と認められた場合には、１年任期での就任は可能です。また、現
状のＰＴＡ会則ベースでのＰＴＡ活動内容では、１年任期は引き継ぎの面で少し不安があると思われます。１年
任期でもスムーズな引き継ぎが出来るよう、内容をしっかりと視覚化し、より分かりやすい引き継ぎ書類の作成
を進めます。なお、今年度も学校の協力を頂きながら、本部役員の仕事も大分スリム化され、引き継ぐ量も以前
より大幅に減らす事が出来ています。

【ＰＴＡ本部よりご意見への補足説明】



8-5 あなたが考える、PTAの在り方を教えてください。こうなったら良いと思うPTAについてお選びください。
複数回答可です。

●G.【その他】を選んだ方は、お考えをご記入ください。

複数回答（人）

・手紙の文や、仕組みが複雑で難しかったです。簡単な文章だと嬉しいです。

・例えば１児童につき年間１万～２万程度PTA会費としてその会費を使用してPTA自体を外部委託するまたは、
積極的に参加する方の報酬にするなどして当てればよいかと思いました。

・パソコンを持っていないので、パソコンなしでもできるような。

8-6  どんなPTAだったら参加したいと思うか、PTAに変えてほしいこと、PTA会費について思うところ、
PTAの活動で気になることなど、ご意見、要望などお聞かせください。（次ページへつづく）

・変革の第一弾として今回の改革は、良いと思います。ありがとうございます！

・本部役員の皆さま、ありがとうございます。なかなか時間が合わず、ボランティアでもお手伝いすること
ができずにおります。改革により、参加しやすいボランティア活動への移行されること、とても嬉しいです。
これからもよろしくお願い致します。

・昼間必須参加の打ち合わせが必ずあることが仕事してるとなかなか難しいと思います。任意であればやっ
たみたい思いもあります。

・PTAで、学校の体育館を使って、着られなくなった衣類や使わなくなった学用品、文房具などを皆さんに提
供してもらっての交換会（バザーにするとお金がからむので、物物交換のイメージ）ができたら楽しいかなと
思います。子ども達に手伝ってもらってお店屋さんみたいにしてもいいかもしれません。

・役員の皆様、いつも色々と考えて下さってありがとうございます。今後も都合がつく時、参加したいと思
う活動があったら、参加させて頂きたいと思います。活動に参加された方の感想や写真、こんな魅力がある
等教えて頂けるとうれしいです。

・今年度入学のため、トライアル前と今との比較ができず、PTA 活動について分からない部分が多いです。
なので、みなさんのご意見を聞いてみたいと思っています。

・仕事を休むのが少ないようであれば本部役員もやってみたかったです

・PTA活動費をもっと高くしても構わないので、外注をしたりして役員さんの負担を少なく活動してほしいです。

・改革トライアルは、とても素晴らしいと思いました。

・役員の皆様、いつもありがとうございます。お友達や知り合いの保護者もいないので、どうしても積極的に
参加することができず、ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ありません。

・子供が学校生活を送る上で、どうしても必要なこと(運動会の手伝いなど)に活動をしぼっていってほしいで
す。

・Q8-5が一番そうなってほしいところです。仕事で月に3日しか休み希望が出せないので学校行事や家庭の予
定でほとんど埋まってしまう為、PTAの集まりがあっても参加するのが難しい時があります。
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Ａ．活動の強要、強制はせず、自主性を重んじる

Ｂ．気軽に参加できる。完璧を目指さない

Ｃ．いろいろな立場の人が参加できるように工夫する

Ｄ．外注できるものは外注し、会員や役員の負担を減らす

Ｅ．過去のＰＴＡ活動にとらわれずに、必要のない活動を減らしていく

Ｆ．平日の昼に小学校に行かなくても作業・会 議ができるように。
例えばラインの活用等

選択肢

G.【その他】（次項でお考えをご記入ください）



・PTA活動を簡素化するのであれば、活動費(PTA会費)も見直しが必要だと思います。

●ＰＴＡ会費について：
従来の駒西小学校PTA会計規定では、PTA会費は年額2,500円(月額200円+安全互助会費年額100円)ですが、
今年度は年額1,900円(月額150円+安全互助会費年額100円)に減額しトライアル中です。今後も予算をしっ
かり検討し、会費の見直しを行なっていきます。

【ＰＴＡ本部よりご意見への補足説明】

PTAから一斉メールでご案内した配布書類等がお手元に届かない方は、PTAメール

komanishisho@gmail.com までご連絡ください。

8-6  どんなPTAだったら参加したいと思うか、PTAに変えてほしいこと、PTA会費について思うところ、
PTAの活動で気になることなど、ご意見、要望などお聞かせください。つづき

・本部役員の皆様は、トライアル期間沢山の事を話し合って下さり大きな改革をするというところで日頃と
は違う大変さや活動時間が嵩んだ部分が沢山あったと存じます。もっと何か特典（具体的でなく申し訳ござ
いません）や気持ち的には慰労金などがあっても良いのではと感じました。（慰労金には、会計の問題やボ
ランティアとしてやって下さる中、会員の中からやってもらって当たり前というお客様目線になってしまう
のも問題だと思うのでなかなか難しいとも感じますが）・懸命に本部役員の皆様がご活動下さる背中を見て
同じ保護者として尊敬し、私自身もできることがあれば参加したいと自然に思えました。・昔はどうしても
ネガティブなイメージがございましたが、現役員の皆様が自主的に楽しくご活動されているところから、ボ
ランティア活動への理解、自主性も高まったのではと考えます。今のPTAが理想です。・保護者の意識の差
は課題かもしれませんが、PTA活動はいつまでも参加できるものではなく子供が学校に通っている間の期間限
定なので、楽しく活動出来る皆でサポート出来ることも貴重だと思い、今後も今のPTAなら是非参加したいと
思っています。・学校支援にどうしても必要な費用などは別途にするなど、PTA会費の見直しも必要になっ
てくるかと感じました。

・PTAの活動の必要でない活動を減らしていったらよいかなと思います。

・強制力が無く気軽に参加出来るpta。

・いつもPTA活動ありがとうございます。このように改革トライアル等を考えていただき、とても感謝してお
ります。共働きのため、PTAに参加するとなると会社を休むことになります。土曜も仕事をしており、気軽に
休める職場ではないので、参加が難しいと小学校入学前から悩んでいました。共働き世帯も多く、PTAへの参
加を悩んでる家庭もあると思います。前もって日時が分かれば、ボランティアで参加したいと思います。

・フルタイムで働いている為平日に休みを取らなければできません。それも頻回だと難しい。働く人にもで
きるような体制や内容にならないと、やりたいと思えません。

・学校のために、子どもたちのために、役に立てると思える活動に参加したい。できたら楽しく。

・役員の皆様いつもありがとうございます。ボランティアの雰囲気や様子が伝わる写真など学校からもどん
どん発信してもらえたら、やれるときにやってみようかな、という保護者も増えるんじゃないかなと思いま
す。

・集まる日数が負担じゃない程度。予定があって参加できなくてもみんなでカバーし合えるPTAです。

・子供や家庭、親の多様性を受け入れて、どんな立場の人も意見を言いやすいPTAがいいです。

・生徒、先生方と交流できるボランティアには積極的に参加したいです。

・子供達にとって必要なこと、喜ぶことはやってあげたいと思う。行事のPTA会長挨拶など負担になることは
やらなくていいと思う。
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昨年度よりこれまでの間、社会情勢により一部活動が出来ませんでしたが、トライアルにより不必要な業
務も減り、担当業務を見直す時間が出来た為、ＰＴＡ活動業務をスリム化出来たと思っております。

また、皆さまのおかげでボランティア活動も軌道にのり、心配されていた次年度ＰＴＡ本部役員もスムー
ズに決まりました。全体を通して本部としては不具合は感じられませんでした。皆様のご意見をもとに今
後のPTA活動がより良いものとなるよう慎重に検討していきます。

【ＰＴＡ改革トライアルアンケート全体を通してのＰＴＡ本部よりご意見への補足説明と御礼】


