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【3本の柱①学校の教育活動を支援する】へのご意見・アイデア＆本部回答集

運動会や学校行事を手伝いたいというご意見について

1 全体の運動会を、コロナ禍ですが行ってほしい。

13
手伝いをしたいと思っているが、学校はコロナで行事を縮小、中止にしてばかりでお手伝いや子供たちの様子を見ることもでき

ない。なんとか違う方法で運動会の内容を増やして盛り上げてもらいたい。

↓

行事の開催形式は、学校側が諸要因を勘案して決定しています。PTAは学校の決定に従い、温かい気持ち

でそれを応援できるようにサポートしてきたいと考えています。今回のアンケート結果は学校側とも共有

し、保護者の声としてお伝えしていきます。

14 入学式や卒業式、運動会などの設営

↓

式典や行事の設営準備は高学年が担当する伝統があるため、PTAとしてのサポートは、ライブ配信など、

学校からの要請を受けた活動にしぼって行っています。運動会は、コロナ禍以降、学年ごとのスポーツ大

会として実施されています。PTAは、競技の準備・運営サポートなどをアプリを通じて募集していく方針

です。

16 担任の先生の負担を軽減できるような、ちょっとしたお手伝い。例えば、朝の1時間クラスに参加して、提出物のチェックなど。

↓

子どもたちが毎日楽しく学校生活を送れるよう、先生方が大変な努力をしてくださっていることには本当

に頭が下がる思いですね。日常的に行われる学校教育活動に関するサポート業務は、PTAではなく【地域

学校協働本部】の方々が担ってくださっています。こうした地域の力を借りながら、役割をすみ分けて学

校の教育活動を支援していきます。
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【3本の柱①学校の教育活動を支援する】へのご意見・アイデア＆本部回答集

運動会や学校行事を手伝いたいというご意見について（つづき）

8 運動会をできる範囲でお手伝いできればと思います。

9 学校の手伝い、運動会や行事手伝い

11
昨年のスポーツ大会の時のように他学年のお手伝いはやりがいがありました。一学年だけ（短時間）なら準備、片付けはそこま

で負担でないですし、参加しやすいと思いました。

2
これ（学校支援）については、積極的に関わりたい保護者が多いと考えます。学校側からも、遠慮なく声をかけていただきたいで

す。

7
コロナ禍で参観日も減り学校での様子がわからないので、子供のクラスの様子を見られるようなお手伝いなら進んでやってみた

い。

10 行事の手伝い

12 参観日が減っているので、子供の活動が見られるイベントのお手伝いはしたい。

15 保護者が参観するときは毎回お手伝いできます。

6 コロナ禍ですので、なかなか実施は難しいと思いますが、持久走の見守りなど安全を守るお手伝いができたらと思います。

↓

学校行事のサポートはＰＴＡの中核となる活動のため、学校と調整の上でお手伝いができるよう進めてい

ます（3本の活動の柱①：学校の教育活動を支援する）。アプリを通じてボランティアを募集する予定で

すのでぜひご応募ください。

読み聞かせを復活してほしいというご意見について

3

過度の感染対策のために、子供達から奪われてしまったこの2年〜の【朝の読み聞かせ】がない事が本当に残念です。二度と戻

る事の出来ないない児童期、心の為に本当にやりがいのあるボランティアだと感じていたからです。勿論本に興味がない子も一

定数います。何の本を読んだか覚えているかではなく、ただ、【あの時誰かのお母さんが読みに来てくれたな】という思い出貯金

が自身にもあり、そういう積上げが自己肯定感も上げてくれるからです。

4 読み聞かせが復活したら、参加したい

↓

読み聞かせにつきましては、PTA本部としてもその重要性を感じており、学校と復活に向けた意

見交換をし始めています（３本の活動の柱①：学校の教育活動を支援する）。コロナ対策でこれ

までのような形ではないかもしれませんが、できる方法で再開をしていきたいと考えています。
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【3本の柱①学校の教育活動を支援する】へのご意見・アイデア＆本部回答集

先生との意見交換の場を設けてほしいというご意見について

5 コロナで学校に保護者が来る機会がなくなっているため、先生と意見交換できる機会の生成。

↓

先生との意見交換につきましては、PTAの事業として実施する予定はございませんが、今回寄せ

られたご意見は常任委員会などの機会に学校側にお伝えしていく予定です。

挙手制になったこと・アプリ活用へご意見や募集方法のアイデアについて

23 スポット的に立候補出来たりする仕組みが定着すると、やりやすい方も増えると思いますのでアプリが楽しみです。

24
児童数が多いので、手伝いだけでは行き届かない所もあるかと思います。アプリなどを利用して、ご協力して欲しい事を事前に

周知し、手伝いが難しい方もその事を知るだけでも行事参加中の意思が変わるのではないかと思います。

25 集計が可能ならwebでの募集などありだと思います

26
PTAというか、学校に関わりたい方もいると思うので、挙手制をぜひ進めてください。

また、後日のレポート的なものが充実すると、活動に関わる方も増えるのかなと思いました。

↓

賛同のメッセージありがとうございます。アプリを通じて、活動の共有が円滑に行えるようになる見込み

です。できるだけ報告を行い、PTA活動が可視化できるよう進めていきます。

20

長期間は難しいですが、単発でのお手伝いや募集があれば検討したいと思えます。

個人的な希望になりますが、活動時間によっては姉弟児や未就学児連れでのお手伝いの可否をはっきり伝えていただけますと

助かります。

子ども達の予定や仕事の都合を考慮し、遅くとも1ヶ月前に知ることができれば調整しやすいかと思います。

17
学校に関われる貴重な機会なのでなるべく協力したいと思っています。

やる気のある方とやるのが一番いいと思いますので、挙手制で良いと思います。

仕事の予定があるので、なるべく早めに依頼があると助かります。

↓

アプリを通じてスムーズな募集ができるよう、上手に活用していきたいと思っております。できるときに

できる範囲でご参加をお待ちしています。
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【3本の柱①学校の教育活動を支援する】へのご意見・アイデア＆本部回答集

挙手制になったこと・アプリ活用へご意見や募集方法のアイデアについて（つづき）

18 自主的に募るのは、よいとおもいます

19 先生方の負担を減らすためと、子供たちの活動見回りのためにもボランティア活動で行う事は意義のある事だと思います。

21 お手伝いできることはさせて頂ければ幸いです。

22 協力できることはしていきたい。

↓

ご賛同のメッセージありがとうございます。今年度は、アプリを通じてボランティアを募集する予定です

ので、ぜひご応募ください。

新型コロナ対策の見直しについてのご意見

27
コロナ禍が終わると見せかけて、再度パンデミックする可能性があるかなで、コロナ禍前のやり方に戻す方法ではなく、Withコロ

ナを踏まえた学校行事のサポートを検討出来たらと思います。

28
過度な感染対策を見直して、論理的に判断し、子供達の成長を願うのであればこそ、まず大人から同調世界を抜け出して、子供

達の行事のお手伝いが出来る元の世界へ、目線を動かしていけたらと思います。

↓

コロナ対策については、学校の意向を尊重しながら、今後の支援の方法を検討していきます。また、具体

的な感染対策については、独自のやり方ではなく、調布市及び学校のコロナ対策基準の最新情報を確認し

ながら、展開して行く予定です。
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【3本の柱②子どもの安全・安心を守る】へのご意見・アイデア＆本部回答集

調布市や警察署などへの要望について

29

朝の時間帯は学校前の道路は車両が侵入禁止ですが、帰宅時間帯は侵入禁止になっていません。以前子供がそこで車との接

触事故に遭いました。信号がなく、危険な横断歩道だと思います。

警察署に聞きましたが、ここは交通量が少なく、信号機は付けられないそうです。せめて帰りの時間帯も車両侵入禁止になるとい

いのですが、5時間、6時間の日があるので時間帯が長く難しいでしょうか。

PTAとして要望を出す事が出来るか検討して頂きたいです。

30
年明けより地域の治安が悪くなっているので、子供達の安全を守るための活動は、より一層強化することを望みます。せめて、通

学路には全て防犯カメラの取り付けがされるといいなと思います。

↓

ＰＴＡ本部としては、自分たちにできることで、対応を検討していく予定です。いただいたご意見は、市

PTA連合会の施設改善・環境整備要望書の要望個所の選定などに活用し、学区の安全性の向上に役立てま

す。取りまとめられた要望は、市PTA連合会から調布市教育委員会に提出されます。

まちづくりの会や地域のシニアの方によるサポートについて

31

地域にお住まいの祖父母世代のウォーキングなどの時間を下校時刻にご都合つく際は意識してもらえたら本当にいいな、目が

増えると防犯にもとても効果的であると感じます。

昨年度、金曜下校時に京王タクシーの十字路辺りで、子供が【ひかれそうになった】と言って帰ってきました。聞けば、元々右左折

する車なので徐行気味ではありつつも、子供の表現は大袈裟ですが、実際に体に近い所でキュッと止まったそうです。怖かったと

言ってました。

その時、ウォーキングをしていたご夫婦がいらっしゃり、祖父母世代かと思いますが、【危ないじゃないか】と大声で言ってくれたそ

うです。ご夫婦かどうかは実際わかりませんが、パトロールの黄緑色のお召し物を着ていたようです。やはり、もしもお時間許され

るならば、今後も下校時刻頃にご都合つけばウォーキングや、犬の散歩を意識して下さったらと、切に思いました。

パトロールの意味も感じますし、そういった上着を着てらっしゃると大変心強かったようです。

お礼をお伝えする術がないので、こういった事があって大変感謝していると、例えまちづくりの会の方でなかったとしても、地域の

方なのでお礼を申し上げたく存じます。

↓

黄色いジャンパーを着て通学路に立ってくださっているのは「まちづくりの会」のボランティアさんたち

です。先日PTA本部として地域の会合で顔を合わせた際に、今回いただいたご意見を紹介し、会長からお

礼を伝えてもらいました。まちづくりの会のボランティアさんも高齢化とメンバー不足で大変な事情を抱

えていらっしゃるようです。PTA本部メンバーも地域内でお見かけしたときには「こんにちは。いつもお

世話になっています」など、気軽な声がけを心がけて行きたいと思います。みなさんもぜひお声がけにご

協力よろしくお願いします。
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【3本の柱②子どもの安全・安心を守る】へのご意見・アイデア＆本部回答集

見守りの外注化・地域シニアへの協力要請などについてのご意見

69
先日テレビで、旗振りの仕事もすきま時間を利用して稼げるアプリを利用し外部へお願いしている自治体のニュースを見て、こう

いうのも会費に余裕があるならば、使ってみても良いのかなと感じました。朝と下校時など。

49

例えば、お金を出しても個人が役割を委託するようなシステムがあっても良いと考えます。今は、上ノ原まちづくりの会だったり、シ

ルバーの方だったりかと思いますが、街中には何かしたい高齢者など多いのではないかと思います。

そのような方たちの居場所、生活の糧にもなるような気もするので、地域で一般公募してみるのもありなのかなと思います。

そうすることで高齢者の居場所作りにもなるのかなと思います。

↓

旗振りの外注化に関しては、方法論、概算費用などに関し情報収集いたしました結果、高額となるため、

現段階では外注化を進める予定はありません。ＰＴＡ本部としては、自分たちにできることで、対応を検

討し、上ノ原まちづくりの会のみなさんとも連携を取りながら活動を続けていく予定です。まちづくりの

会のボランティアさんも高齢化やメンバー不足で大変な事情を抱えていらっしゃるようです。ご理解・ご

協力をよろしくお願いいたします。

挙手制への賛同・できる範囲で参加したいというご意見

50
在宅ワークの日には旗振りで欠員が出た場合やパトロールなど協力できます。今は旗振りが半年前に当番日が来るので中々調

整できませんが、1ヶ月くらい前にこの日募集していますなど告知いただければ協力可能です。

70
（スポット的に立候補出来たりする仕組みが定着すると、やりやすい方も増えると思いますのでアプリが楽しみです。）アプリが出

来れば、この日は行けるなとか可視化出来てリアルタイムで判断出来るようになると旗振りの立候補もしやすいかなと思います。

56 出来る範囲で参加出来たらと思います。

57 自主的に募るのは、よいとおもいます

71 集計が可能ならwebでの募集などありだと思います

58 旗振り

59 旗振り

60 旗振りについては、立候補などで続けられるといいと思う。

64 旗振りをできたらと思っております。

48 今の活動をこれからも継続して行きたい

52 積極的に行うべきだと思います。

33 可能な範囲で参加したいと考えております。

63 旗振りは子供たちと関われるのと、安全面を考えてあった方がいいと思う。

61 旗振りの方がいると思うと、安心して子供を登校させられます。旗振りは継続して欲しいです。

↓

前向きなご意見をありがとうございます。アプリを通じてスムーズな募集ができるよう、上手に活用して

いきたいと思っております。できるときにできる範囲でご参加をお待ちしています。
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【3本の柱②子どもの安全・安心を守る】へのご意見・アイデア＆本部回答集

なかなか時間が作れない、下の子の預け先がないなどのご意見について

32
これまでの旗振り(強制当番の際)では、家庭の事情で未就学児の預け先がない状態だったこともあり、子ども達の相手もままな

らず決まった時間に合わせ調整し参加することが大変でした。通勤の自転車や車から身を挺して子どもを守らなければならない

プレッシャーも感じておりましたので、強制的なボランティアが廃止されたことをありがたく思っております。

55 なかなか時間が作れず、参加できない。

65
旗振り当番しかまだPTAに参加したことがありませんが2回目の今年は我が子も通らない通学路になってしまい…下の子もいる

ので少し負担に思う。

62
旗振りは簡単にできて子供は見守られている気持ちを持つ事ができて、大人も自分の子供だけでなく多くの子供達を見守る事

ができて良いと思います。未就学児のお子さんがいない人がやれると良いと思います。

↓

旗振り当番のプレッシャーについては、本部役員からも同じような本音が挙がっていました。PTA本部と

しても見守りの仕組みについては、問題意識を持っています。どのような方法に改善すればみなさんが手

を挙げやすいかということについては今年度の重要な検討テーマと考えています。まずは本年度から強制

参加ではなくなりましたので、無理せず、余裕ができたときにご協力をお願いします。アプリからの募集

を通じて、これまでよりもフレキシブルな参加ができる仕組みを実行していきます。

安全・安心のためにはある程度の強制も必要ではないかというご意見について

68

旗振りについて、挙手制で必要な人数が集まるのか少し疑問です。(私の周囲では、行事当番より旗が苦手という意見が多いで

す…)

集まった人数で、無理のない範囲でということだとは思いますが、心配が残る低学年の保護者で回すとか、やや強制的な側面は

残しても良かったのかなぁと感じたりはします。失礼いたしました。

38
希望をとると、偏りや調整が大変だと思うので、旗振りはPTA役員などの方を除いた皆さん全員に割り振っていただいてもいい

のでは、思ってます。都合のつかないかたは、各自で交代されればいいかと思います。

40 旗振りぐらいは当番制にしてもいいと思います。

45
係が少なくなったので人数も充てられると思いますし、日数を増やしてもいいのかな、と。多くの子供達と顔を合わせられる場かと

思います。（基本1人2回はそのままでいいかと思います）

↓

貴重なご意見をありがとうございました。安全・安心についてはある程度の強制も必要、と感じる保護者

のみなさんも少なからずいらっしゃるという事実を改めて認識しましたが、現在のPTAは、強制・義務で

動員をかける体制ではなくなりました。できることを、できるときに、無理のない範囲で自発的に活動し

て、力を結集したいと考えています。アプリを通じて参加しやすい仕組みも作っていきますので、ご理

解・ご協力よろしくお願いいたします。
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【3本の柱②子どもの安全・安心を守る】へのご意見・アイデア＆本部回答集

旗振りやパトロールの見直しや強化についてのご意見

36 より人を増やしていただけると幸いです。朝の登校時など。

46 見守りは、月・木の通年ではなく、学期始まりの１週間に集中させ、スポットの見直しを行う。

47 高学年の子供から意見を聞いてみてはどうか

53 特に交通量が多く見通しの悪い場所のみ旗振りはあって良いかな、と思います。

66 強化してほしい

↓

PTA本部としても見守りの仕組みについては、問題意識を持っています。どのような方法に改善するかは

今年度の重要な検討テーマと考えており、今後、会員向けに安全・安心をテーマとした検討会なども開く

予定です。その機会にはぜひともご意見をお寄せください。

旗やたすきなどのアイテムを学校以外の場所に置いてほしいというご意見

43 旗振りの旗を、学校以外の場所にも配置してほしい。学校まで遠い家庭は助かります。

↓

現状、旗の置き場についてはご自宅が遠い方々にはご不便をおかけしていますが、管理の問題も含めて今

現在は学校がベストな選択となっております。ご理解の上、引き続きご協力をよろしくお願いいたしま

す。

パトロールの場所がわからないというご意見

35 どこをパトロールしてるのかわからないのでパトロールされている場所がわかるとありがたいです。

↓

現状、パトロールは会員のみなさんが気軽に参加できるよう、任意のタイミング、任意のルートで行って

いただいております。見守りのスポットや旗の振り方にについては、ＰＴＡ本部も問題意識を持っていま

す。改善をしていく予定です。
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旗振りやパトロールのマニュアルやガイドがあるといいのではないか

37

以前旗振りをしていらっしゃるシルバーさんを見かけた時や、実際に自分が旗振りをした時に思ったのは、子供達の
安全を守るため、旗振りの際にどの交通を止めてどこに注意すべきか、などを講習で教えてもらいたいと思いまし
た。
実際にやってみると旗振りは難しかったですし、その場所によってどこを注意すればよいかなど事前に知らぬままに
ただ旗振りをするのでは、子供達の安全を守るという目的が十分に果たせていないと思いました。調布警察署など
の協力のもとできればよいと思います。

44
旗振りも大事な役目だと思います。
ただ、大事な役目であるという認識が全体としては浅いと思うので、やった方からの意見や感想、もしくは登校風景
の動画などで活動の様子を伝えると、認識が少しは変わるのかなと思います。

41
旗振りにはさまざまなルールがあり、シルバーさんとの関わり方も考慮が必要。ホームページに指南書を掲載してほ
しい

42 旗振りには様々なルールがあると聞きます。ホームページなどで、紹介して欲しいです。

39 旗振り、パトロールの看板設置

↓

PTA本部としても同じ問題意識を持っています。できることから少しずつ改善していきます。活動の様子

をシェアする重要性も感じていますので、今後アプリを通じてできる範囲で取り組んでいく予定です。

要注意スポットについてのご意見

67 北側(深大寺東町方面)は歩道が狭く、車の往来に関して注意深く対応してほしい。(校内放送での啓発も併せて)

↓

注意ポイントについての詳細な情報ありがとうございます。どのスポットにおいても見守りはできる限り

注意深く取り組んでいただけるよう働きかけていきます。
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【3本の柱②子どもの安全・安心を守る】へのご意見・アイデア＆本部回答集

ネームプレートや自転車プレートの活用についてのご意見

51
自転車に着けたパトロールカードは、デザインがいいね！と、声をかけられる事があり、とても良いなと思います。
旗振りや帰宅時のパトロールなど、子供を見守るための取り組みには、PTA全体で取り組んで行けると良いと思い
ます。

34

私事になりますが４月より下の子が１年生で入学いたしました。登下校の不安があったことがきっかけで、PTAの方
から配布いただいたパトロール札(ネームプレート)を下げ、登下校中の見守りを行う機会が増えました。我が子を見
守りつつ、通学路が同じご近所の子ども達等、目に見える・手に届く範囲での見守りが行えていると思います。
腕章や自転車に掲示するポスターは勇気がいるので、微力ながらネームプレートでのパトロールを今後も続けてま
いりたいと思っています。

54 学区内のパトロールは防犯にも繋がるので続けたほうがよいと思います。

↓

昨年度は約120台の自転車にマツモスをあしらったオリジナルデザインのプレートをつけていただきまし

た。見守りプレートを付けた自転車が走ることによって地域の防犯効果アップにつながります。もちろ

ん、首から提げるタイプのネームプレートだけでもかまいません。PTA本部では、保護者のみなさんが好

きなスタイルで、できる範囲のことで、ひとりひとりの行動が集まれば、安全・安心な登下校がサポート

できると考えます。これからもご協力をよろしくお願いいたします。

マナー徹底や子どもたちへの声がけに関するご意見

72 まず、親が交通ルール・マナー・モラルを守って欲しいです。

73 ランドセルを背負った子供達に挨拶をするよう心がける

↓

貴重なご意見ありがとうございます。旗振りやパトロールに参加する保護者や地域のみなさんが増えるこ

とでマナー意識の向上や挨拶習慣の定着につながるということもあります。アプリを通じて参加しやすい

活動を目指していきます。今後ともご協力よろしくお願いいたします。
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上ノ原地区盆踊り大会を復活させたいというご意見

79 コロナが収束したら盆踊り大会を復活させてほしい。

82

それぞれのご家庭によるかと思いますが、特にご近所関係や親密な繋がり、地域への愛着というものがないため、未だによくわ

からず申し訳ございません。

子ども達は以前の夏祭りのイベントが楽しかったようですので、コロナが終息し安全が確保できた暁に復活できれば喜ぶだろう

なと思います。

子どもと一緒に安全に出来るお手伝い(クリーン作戦等？)があれば楽しいだろうなと思います。

87 夏まつり的な物があると子供達は喜ぶと思います。

98 こどもがクリエイティブに運営できる盆踊り

95 盆踊りは開催されるのでしょうか？

↓

盆踊りは再開に向けて地域の実行委員会が始動しています。PTA本部もメンバーとして協力しています。

感染対策でこれまでとは違った形になるかもしれませんが、PTAブースでは子どもたちが楽しめるよう、

企画を進めています。今後アプリで準備や当日ボランティアを募集していく予定ですので、ぜひともご協

力をお願いいたします。

上小アミューズグラウンド開催について

80

コロナの影響が残る中ですが、おやじの会の皆様がご尽力くださりハロウィーンのイベントは子供たちの思い出に深く残っていま

す。

感謝しています。

86 ハロウィン遊び（仮装あり）

↓

昨年好評いただいた、「上小アミューズグランド」を本年度も開催予定です。アプリを通じて企画・運

営・準備・当日ボランティアに参加してくださる方を募集します。保護者のみなさんが負担を感じず、準

備から当日・片付けまで楽しく参加できるイベントにしていきたいと思っております。特に企画・運営に

積極的に関わりたいという方は大歓迎です。ご応募お待ちしています！

その他イベントのアイデアについて

86 ドッチボール大会

81 ザリガニ釣り

85 ナイトハイクの復活

78

お下がりがたくさん出ます。学校で使う道具以外に、衣類、ランドセル、自転車など。
下に兄弟がいないので、知り合いにあげてますが、できれば上小の子に使ってほしい。
学校でフリマを開くのが難しければ、ネットでの立ち上げを企画したい。

89
子どもが使う用具や日用品を譲る仕組みがあるといいなと思います。直近で、移動教室のリュックの購入どうしよう
かな、と悩んでます。

74 メンタルヘルス（マインドフルネス）に関する講演

90 子どもたちや保護者の学びとなる内容の講演会

88 宮の上交差点の近くにあるつつじヶ丘こども食堂へ、何か協力出来る事があるか聞いてみてはいかがでしょうか。
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その他イベントのアイデアについて（つづき）

96

遊びや、楽しむだけのイベントではなく、広域災害における避難の仕方、体育館や校庭での避難生活疑似体験な
ど、いざというときに、感染予防対策も踏まえた防災を意識できるイベントはどうでしょうか？
具体的に企画出来ず、すみません。

76 イベント開催

77

イベント開催時、予定があえばお手伝いにうかがいたいと思います。
学校でのイベントが少なく、お友だちの多面的な側面を見て相手を認める機会が減っているため、そういう機会を
作ってくださるととても嬉しいです。具体的なアイデアが浮かばずすみません。

84 とてもイベントが多いと思う。良いものが多いので参加してみたい。

91

子ども会も含めて任意の活動が多いと思いますが、そうすると入会しない、クラスや仲の良い友達、クラブの友達し
か地域で繋がらない状態になります。
自分の幼少時には、学校で、町内活動とコラボしたイベントがあり、地域の有り様を学ぶ機会あり、地域の学校の
子、居住している方々などと関わる事で繋がりも広がりました。
学校の生活科や社会科などの学習の一環も兼ねて地域について学ぶ機会があることから年に数回、半ば地域と活
動する何か強制的なつながりを子どもたちに持たせてもよいのかなと思います。
親に委ねられる子ども会など入らないし、イベントも参加しない方も多いと思うので

92 小学生に出会ったら、声掛けが当たり前の関係性を築く！「おかえり、行ってらっしゃい、どうしたの？」など。

93 地域の集まりを増やしたいです。

83
どういう活動が必要なのかを考えるような場があると良いなと思います。
いろんな方面の方が集まって、意見を聞ければなと思います。

100 Q-Uテスト

101 学校を漢字検定の開催場所として使用したい。

75 FC東京など地域のスポーツクラブとの触れ合いイベント。

94 調布は活動制限が近隣で最も厳しいのではないでしょうか？今しか出来ない体験を１つでも多くさせてあげたい。

97 高学年の子供の意見を聞くのはどうか

99
地域の為に子供たちがどう貢献していけるか、高学年くらいから自分達で考えて日頃から親・友達と話し合う事が
大切かなと思います。

↓

さまざまなご意見・アイデアをありがとうございました。地域とともにある学校づくりを支援するPTAで

ありたいと考えています。そのためにPTA本部では、本部メンバーやボランティアの方々が無理なく企

画・運営・参加できるイベントの実施についてみなさんの声を聞きながら、地域で育つ子どもたちを支え

る活動を行っていきたいと考えます。PTA自主企画では、随時、アイデアを募集しております。企画・運

営まで関わってみたい！という方、大歓迎です。グループでの参加もあり。ぜひともボランティアでご協

力ください。
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デジタル化への賛同や応援のメッセージ、具体的なアイデア

106 議案書のデジタル化やフォーム議決など、実際にやってみて、とても円滑で、楽です。アンケート結果も楽しみです。

109 オンライン化、デジタル化への動き、素晴らしいと思います。

105 新聞の記事も読みました。アプリの導入もとてもすごいことだと思います。可能な限り参加をしたいと思います。

120

議事録をデジタル化して印刷費を削減して下さったり、必要なところにお金を回してくださっていること、ありがとうございます。予

算案もいつもは細かくみておりませんでしたが（すみません…）注意書きで、何が増額、減額したのか理由が書かれており、大変

見やすかったです。

108
各個人が対応可能な日・時期に対応できるよう、当番などの空き状態がわかり、参加登録ができるようなWebサイト等あるとよ

いかなと思いました。

104 手があいている人がいつでも参加できるよう途中経過の連絡等を行うのはどうでしょうか

102 自主的に募るのは、よいとおもいます

↓

ＰＴＡ活動のデジタル化へのご賛同ありがとうございます。今後導入されるＰＴＡアプリ「Ｈｉ！」の活

用により、ＰＴＡ活動のデジタル化はさらに加速していくと思われます。各種お知らせ、ボランティア募

集、空き状態の確認、参加登録もわかりやすく、気軽に手を挙げるできるようになります。乞うご期待！

地域のロールモデルとして期待を寄せる声

156

PTAの改革は斬新ですばらしいです。全国の模範になるレベルだと思います。改革はとても大変なことなので、どれほど苦労さ

れたことかと思います。ありがとうございました。

できる範囲ですが、参加していこうと思っています。

157

改革を推進いただき心から感謝しています。

上ノ原小の取り組みがロールモデルになり、嫌われものになりがちなPTAが自主参加型でも子供、学校、地域に貢献できること

が示せればPTAのイメージそのものを変えていくと思っています。素晴らしい取り組みだと思います。

168 上ノ原小のPTAの効率的な取り組み、色々と注目を浴びていますね。色々と工夫頂き、大変有難いです。宜しくお願い致します。

↓

ロールモデルとして、どこかの参考になるのであればうれしい限りです。学校のある地域の特性やこれま

での歴史を踏まえて、上ノ原小モデルをつくり上げてきました。このような改革は、決して目新しいもの

ではなく、全国的に広がっているムーブメントです。実際に、改革を進めるに当たり、多くの先進事例を

精査して、上ノ原小に合うものをとり入れてきました。ここまでやってきて感じることは、改革は画一的

なものではないということです。本部では、先駆的な改革だとは思っておらず、逆に”やっと上ノ原小で

も実現できた”という認識です。さらなる前進のため、ご協力よろしくお願いします。PTAが、暗くネガ

ティブなイメージではなく、明るくポジティブなイメージを持ってもらえるように、努力していきます。

子どもたちのために、無理なく、力を合わせていける体制をつくり上げていきます。ご支援よろしくお願

いします。
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地域のロールモデルとして期待を寄せる声（つづき）

158
上ノ原小学校から発信されたPTA改革の流れが、神代中学PTAにも伝播しているように感じ、中心となって活動していただいて

いる役員の皆様にとても感謝しています。

177

コロナ禍が、落ち着いたような雰囲気になっておりますが、まだまだ予断を許さない状況は変わりなく、慎重な行動が求められる

中で、新しくアプリを導入して、押し付け合わないPTA運営を決断されたことは、近隣小学校の保護者も知っている様子で、羨ま

しいと、本音をこぼされている方もおりました。新しいPTAの形を上ノ原小学校から発信することが出来て、素晴らしいと思いま

す。

119
会長さんにはとても感謝しております。持病がある私はムリなく参加がbetterです。ありがとうございます。神中の先生方も「とて

も良い会長さんですね！！早く神中に入学していただきたい」とおっしゃっていました。

↓

より良いPTA活動の輪が広がって行くと良いですね。改革にかかわった本部役員経験者が続々と神代中学

校に入っていますので、上ノ原小学校での経験を活かして活躍してくれることを期待しましょう。中学校

はまた小学校と違う点がありますし、いくつかの小学校が集まってくる難しさもあるようです。

改革に対する具体的な思いや、本部役員への応援メッセージ

110

ご自身や家族との貴重なお時間を割き、PTAにご尽力いただき本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。

改革も含め大変な毎日をお過ごしかと存じますが、過去よりも今現在の『できるときにできる範囲で』のあり方がとても素敵だな

と思っております。

強制の当番が廃止されたことで、しなければならないという責任感や疑問を抱えながら…ではなく、自分に合った活動を見つけ

て選択できるという、自由を尊重できるような雰囲気を感じるようになりました。

子ども達がお世話になっている分、学校に貢献したいという気持ちもありますし、よりPTAが子ども達の成長や安全のためになる

活動のみに絞った、家庭での子ども達との大切な時間を削らなくても出来るような厳選された集まりや活動になるといいな(叶っ

てきている！近づいている)と思います。

新たな改革のアプリ導入等のお話についても、本部ともなりますとやはりそれなりの知識ある方ならではの集まりなんだな…と踏

込めない領域を感じる反面、上ノ原小の本部の方々はとても頼もしい存在だなと尊敬しております。

くれぐれも無理なくお過ごしくださいますよう、心より願っています。

よろしくお願いいたします。

123
今までなかなか変わらなかった体制を改革していこうという取り組みとてもいいと思います。会長さんをはじめ役員の皆さんにお

かれましては、改革に伴うご苦労もあるかと思います。ありがとうございます。

116

スマートニュース　というアプリから　主人が

会長　副会長のお2人が　PTA改革をしているとの内容を　見つけて教えてくれました。

長年な渡り　継続持続しながらの改革を遂行される事は　本当に大変な事だと感じ　感謝の想いでいっぱいです。

上記３つの柱　を　私自身も　普段お世話になっていますので　出来る限り　仕事以外の日であれば　協力させて頂きたいと　思っ

ております。

このような　変化の著しい世の中で　子供達の未来の為に　真心の尽力を尽くして下さりいつも大変に有難う御座います。

皆様の　ご健康と　ご多幸を　願っております。

お祭りが　出来なくなり　そのまま卒業するのを本当に悲しく　寂しく　切ない思いをしていた息子が

ハロウィンイベントを　やってくれると聞いて本当に　喜び　必ず参加していました。

人生一度しかない　生涯の思い出を　沢山作って下さり　素晴らしい　一生の宝の思い出になりました。有難う御座います。
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改革に対する具体的な思いや、本部役員への応援メッセージ（つづき）

175

多様化の進んだ現代に合った組織になる為に、どんどん変革が進んでいるのが、目に見えて分かります。本部役員の皆さまの多

大なる尽力には、感謝しかありません。本当にありがとうございます。

私自身も出来る範囲で、出来ることを、楽しみながら活動に協力・参加したいと思います。

179

PTAの活動が自発参加型になったのは全く知りませんでした。知らない方が他にもいましたが、以前から発信されていたので

しょうか？自発参加となった事で、今までやらなければいけないという感覚から、やれる時にやれる事をと私も含め皆さんが手を

挙げやすくなったかなと思います。いろいろな改革を考えて下さり、ありがとうございます。

142
PTA改革を進めていただき、ありがとうございます。どうしても時間が取れず、参加できない会員もいるという現実に対して、本気

で考え、実際に動いてくださることに感謝申し上げます。

143
このような状況にあわせて、親子、学校、地域が一緒に取り組みやすいやり方に改善して頂いてありがたいです。

子供が楽しく、安全に通えていること、感謝しております。引き続きどうぞよろしくお願い致します。

121
強制ではなく、できることをできる人が、というポリシーが素晴らしいと思います。改革のご苦労思うと頭がさがります。

関われることを楽しみながら、やれることをやらせてもらえたらと思います。

155 働く母として、上小の改革は素晴らしいとおもっています！！

↓

心強い応援のメッセージをありがとうございます。保護者のみなさんからこうしたお声を直接いただくこ

ともあり、本部メンバーの日々の活動の励みになっております。PTA本部は、アプリなどの改革を進めて

はおりますが、その年に集まったメンバーで工夫をしながら運営しています。基本的な考え方としては、

どなたにでも引き継いで行けるような業務で本部が運営できるように心がけています。

新しい体制を布いた今年度は、手探りでの運営が続き、見えない苦労がたくさんあります。皆様には、ご

不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

125
恒例4月の教室での、役員決め裁判のような数十分間がなくなった今年度、改革を進めて下さった皆様に本当に感謝しかない

です。有難うございます。

117

押し付け合いや、コソコソ会議が少なくなった為か、イヤな噂話や悪口を聞く機会が減ったように思います。保護者が気持ちよく

学校行事やPTA運営に取り組める事で、学校は面倒臭い場所という思いが子供に伝わらず、子供も無駄な噂話や悪口を言わ

なくなると思います。次の世代にも、上ノ原小学校に入りたいと思わせる事が出来るのではないでしょうか。

118
下の子がまだ小さいので、強制義務型の活動の廃止によってストレスが軽減できました。ありがたい動きを進めていただき、本当

に感謝しております。

↓

心強いお言葉をありがとうございます。ストレスしかない役員決め。それが改革の出発点でもありまし

た。過去に役員・当番決めに尽力してくださった経験者の方々は本当に大変だったと思います。

この場を借りて深くお礼申し上げます。しかしこれからのＰＴＡ活動は、「やらされる」のではなく、

「自ら考えて行動する」ものであるべきだと思っています。個人の都合や事情を尊重し、【できるときに

できる範囲で】関わることのできるPTAを目指し改革を進めてきました。今年度もさらなる見直しを進

め、できるだけ互選会を開かなくても「面白そう。やってみたい」という意識からスムーズに役員が決ま

るPTAを目指していきます。
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164
1年間有難うございました。書記として立候補したものの最後が活動にあまり参加出来ずに申し訳なく、まだ終わっていません

が、引き続き宜しくお願いします。

↓

書記役、一年間本当にお疲れ様でした！申し訳ないなどととんでもなく、お忙しい中、細かいことまでき

ちんと引き継いでいただけたことを新年度書記一同、心から感謝しております。本当にありがとうござい

ました。今年度も各メンバーの都合や事情を優先し、上手に活動を回していけるよう工夫していきたいと

思っています。どうぞ応援よろしくお願いします。

挙手制で本当に回るのか？などさまざまなご心配・疑問の声

114

入学前に、在校生の父兄の方から改革中と伺っていました。

強制でなく、自発的に参加することは良いと思いますが、PTAの役員の方は立候補が必ずあるという前提なのでしょうか？

また他の内容についてボランティアだけで成立しなくなる場合はどうなるのでしょうか？

協力できることは参加できればと思っておりますので、運営全体に関する質問です。

↓

忌憚のないご意見ありがとうございます。必ず立候補がでる保証はありません。子どもたちと学校のため

に必要な活動を選んで理念を掲げていますが、もし、立候補がでない場合は、それだけ必要性が乏しい

か、協力したくてもできないか、無理のある組織・活動であると考えることができると思います。そのよ

うな場合は、随時、勇気をもって見直しを行って行きます。社会状況に合わせて、考え、変化して行くこ

とができる体制を目指しています。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

113

せっかく改革を進めていただいているのに、身の回りにはPTAに加入しないことを当たり前、いいことのように話して
いる人が割と多いと感じることが残念です。すでに会員の人には伝わっていても、会員になっていない人には伝わっ
ていないのではないでしょうか？今のPTAだからこそ加入するメリットがあることを未加入者にもっと宣伝すべきだと
思います。

↓

貴重なご意見として受け止め、対応を検討します。ひとりでも多くの方に気持ちよく加入していただける

組織を目指して、努力を継続して行きます。

改革を進める上で、気になる点などのご指摘、具体的な質問・ご意見について

159

PTA改革にご尽力くださり、感謝しています。保護者の負担軽減は時代の流れとして必要だと思いますが、学校が閉ざされた場

所になってしまわないかだけが心配です。

学校に先生以外の大人がいることは、子どもたちにとっても良いと思うので。

↓

コロナ感染対策で、学校と疎遠になってしまった感はありますが、地域に開かれた学校づくりは、全市的

な取り組みで進められています。上ノ原小学校はコミュニティスクールとしてのモデル校にも選ばれてい

ます。PTAは足並みを合わせて協力をしていきます。
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103
今の時代はすべてがオンライン化・デジタル化が良いとされる風潮がありますが、仕事が忙しいときは紙状のお便りを渡していた

だいたほうが目を通しやすいということもあります。すべてをアプリ・携帯でチェックだと、逆に見落とすことも多いです。

↓

貴重なご意見をありがとうございます。PTA改革の中で、各部門の役員の負担軽減は大きなテーマとなっ

ております。印刷部数や回数を減らすことで、学校に集まり作業する時間や負担が格段に減り、それなら

ば、と役選で手を挙げてくださる方も出てきました。PTA本部としては、上手に使い分けていきたいと考

えています。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

112 PTAからのプリント緑の色紙ではなく安い普通の白い用紙でもいいと思います。

↓

紙面での配布は、できるだけデジタルに変更しておりますので、最低限必要なものだけに限るように運営

しております。紙面で配布するものはそれだけ皆様に見ていただきたいものです。緑の用紙は学校で配布

されるものと区別がしやすく、PTAの文書であることを広く認識していただけている状況ですので、引き

続き継続させていただきます。今後も年間を通じて見直しを図り、さらなる枚数削減や作業負担の軽減に

努めてまいります。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

111

例えば、お金を出しても個人が役割を委託するようなシステムがあっても良いと考えます。個人的には、我が子たちのためになる

事だからとは思うものの、保護者が淡白かつ、PTAのマイナスイメージの横行を考えると仕事をしている方たち向けにそういうシ

ステムもいずれ必要になるのではないかと思っています。

自発性となった分絶対ではないならばそのようなことも発生し辛いとは、思いますが…

↓

PTA業務のアウトソースを含めた効率化・適正化については、全国の動向などをPTA本部で情報収集し、

とり入れることが可能なものについては積極的に導入しております。5月には、PTAと企業をつなぐマッ

チングサイト【PTA'Sピータス】への無料会員登録をし、各種書類のひな形をダウンロードできるサービ

スに加入いたしました。今後もこうしたリソースを上手に活用し、将来的なPTA業務対応のあり方を模索

していきたいと思います。
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182

PTA役員の活動ありがとうございます。

決算報告にて、どのような活動の内容に紐づいているかわからないものがあったので、どこか別の機会で構いませんので説明

の追加を希望します。「アミューズグラウンド」「ユーフォートイレットペーパー」「講演費」です。

またベルマーク活動について、2021年度活動報告にベルマークを回収した旨の記載があり、一方予算執行は0円となっていま

すが、活動内容を見直されたのでしょうか。こちらも別の機会で構いませんので説明の追加を希望します。よろしくお願いします。

↓

決算報告書についての具体的なご質問ありがとうございました。以下お答えいたします。内容で不明な点

がありましたら、上小PTAアドレス（uenoharapta@yahoo.co.jp）までご連絡ください。

【アミューズグラウンドについて】

2019年までは盆踊り、クリーン作戦、地域運動会、きもだめし、クラフト教室など多くのイベントを開

放運営委員会と協働し行っておりました。（この際の予算はPTA予算とは別です。）しかし、新型コロナ

ウイルス流行により子ども達が参加できる催しの中止が相次いだため、学校と相談し、子ども達が楽しめ

る催しとしてPTAが開催したものがアミューズグラウンドです。ミニゲームを9種類準備し、感染対策に

留意し企画したところ、予想を大幅に上回る参加希望が集まりました。そのため当初想定した予算を増額

し開催することとなりました。

【ユーフォートイレットペーパー】

PTA室はユーフォーの隣に位置しており、ユーフォーのトイレをお借りすることがあります。そのため、

年度初めにユーフォーへトイレットペーパーをお渡ししております。

【講演費】

新型コロナウイルス流行前には、子育て中の保護者に役立つと思われる内容を外部講師をお招きして講演

会を行っておりました。その際にお渡しする謝礼と交通費を講演費として計上しております。昨年度は未

実施のため予算額は設定しておりますが、決算額は０円となっております。

【ベルマークについて】

ベルマーク活動については、単純に経費が発生することなく１年間を送ることができました。ガムテープ

等の消耗品も残り物で対応することができました。

180 リアル開催に戻すことを目的とした、感染対策ガイドライン策定への働きかけが必要だと思います。

↓

コロナ対策については、学校の意向を尊重しながら、今後の支援の方法を検討していきます。また、具体

的な感染対策については、独自のやり方ではなく、調布市及び学校のコロナ対策基準の最新情報を確認し

ながら、展開して行く予定です。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
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115

子ども会に入ってますが、年々少なくなっており、係の負担も多く、途中で辞めてしまう方も多いんですが、開放の一部役割など

子ども会に振り分けと噂も聞いたのですが、少ない子ども会に振り分けは負担が多いので、子ども会外のことは子ども会に入会

していない人を優先に割り当てていただく等、負担が偏らない場面もあると非常に助かります。

（細かい内容はわからず的外れな発言でしたら申し訳ございません）

140 いつもありがとうございます。今年はサッカーの役員をしているのですが、来年には何か参加できたらと思います。

↓

地域には子ども会他、開放サークルなどが多数あり、いくつもの役を掛け持ちされ負担になっている方も

いらっしゃることはPTA本部も把握しております。

「開放の一部役割など子ども会に振り分け」という点については、PTA本部としてはそのような方針はあ

りません。また、地域行事の運営はPTAが主管しているものではありませんので、今後の方針につきまし

ては、それぞれ主管している団体にお問い合わせいただけると幸いです。

上小PTAは今年度から開放専任副会長を廃止するなど役員数を減らし、地域行事にはボランティアを募っ

て無理なく支援する体制となりました。PTAからの募集に際しては、「できるときにできる範囲で」参加

していただけると幸いです。

開放専任副委員長の廃止については、昨年度のPTA本部が地域関係団体と幾度となく調整を進めて実現に

至っています。地域行事の運営については、コロナ禍以降は、そのあり方を見直す時期に来ています。

PTAとして地域団体のみなさんとは、今後も上手に連携しながら地域全体を盛り上げるお手伝いができれ

ば幸いです。

そのほか、たくさんの応援メッセージをありがとうございました。

ひとつひとつ、お答えしきれないくらいたくさんの応援メッセージをいただき、ありがとうございまし

た。この場を借りて心より感謝申し上げます。いろいろな機会に直接お声がけいただくこともあり、みな

さんの声は本部メンバー一同の励みになっています。「ありがとう」「よかったね」を積み重ねていける

PTAにしていきますので、今後も応援よろしくお願いします。ボランティア参加も大歓迎です！
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122
行事など大がかりではないことでも、どんどんボランティア募集してほしい。

少しでも役に立てればという気持ちがあるので。

124 学校と保護者が温かい気持ちで協力できるPTAを目指します！

126 保護者が気持ちよく助け合える環境づくりに賛成です。

127 いつもありがとうございます

128 いつもありがとうございます。

129 いつもありがとうございます。

130 いつも子供たちのために考えていただき、大変ありがたく思っています。

131 いつも大変お世話になっており、感謝しております。

132 いつも本当にありがとうございます。

133 いつも本当にありがとうございます。

134 PTA改革についてはとても賛同出来る。

135 お忙しい中ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

136 とても素晴らしい取り組みをしていると思います。

137 以前より身近に感じられるようになりました。

138
PTA 改革、本当にありがとうございます。今後学校のイベントが再開された折には、ボランティアとして参加させていただきたいと

思っています。

139 PTA改革に尽力いただきとても感謝しております。出来る範囲で積極的に参加したいと思っています。

141 PTAの改革は本当に大変だと思いますが、応援しています。

144 改革して頂いてありがたいです！

145 改革の方針に賛同です。ご尽力ありがとうございます。

146 改革は素晴らしいと思います。

147 改革を進めて頂き感謝しております。ボランティアなどできる限り協力していけたらと考えています。

148 子どもたちのための活動、いつもありがとうございます。

149 自分自身が積極的に出来ることが少なく申し訳ありません。いつもありがとうございます。

150 出来る限り協力します。

151 新しい取り組みを、いつもありがとうございます。

152 進めていただいている方向性に賛同しています。これからも宜しくお願い致します。

153 大きくPTA活動の形を変えてくださった事、凄いと思います。ありがとうございます。

154 大変な改革を進めてくださり、本当にありがとうございます。

160 いつもありがとうございます。

161 役員の皆様、お忙しい中、様々な改革にご尽力いただきまして、誠にありがとうございます。

162 よろしくお願いします。

163 いつも様々大変に　有難う御座います。

165 ありがとうございます

166 いつもありがとうございます。

167

少しずつ改革頂き、ありがとうございます。

ご協力できる場面が少なく申し訳ありませんが、出来る範囲でお手伝いできればと思います。今年度もよろしくお願いいたしま

す。

169 今年度もよろしくお願い致します。

170 お忙しい中総会ご準備いただき、ありがとうございます

171 いつもありがとうございます

172
子供たちの成長をサポートできるよう、できる限りの事をさせていただきたいと存じます。

よろしくお願いいたします。

173 どうぞよろしくお願い致します。

174 よろしくお願いします。

176 よろしくお願いいたします。

178 役員さん、大変ですが宜しくお願いします。
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