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ごあいさつ 八雲台小学校PTA会長 渡邊淳

みなさん、こんにちは。今年もあっという間の12月となりました。今年はサッカーワール

ドカップが開催され、調布出身の相馬選手が出場していましたね。私も少年サッカーのコー

チをしているので、応援にも熱が入りました！八雲台小学校では、開校70周年を祝う「開校

70周年記念式典」を始めとした様々な行事が行われました。式典には私も参列しましたが、

この70年の節目を祝うとともに、これからの70年を作る子どもたちの姿を頼もしく感じる時

間を過ごすことができました。

新型コロナウィルスが流行し始めてから3年が経ちました。社会活動や日常生活が大きく変

わる中で、教育やそれを支えるPTAも変わらなければならないと強く感じています。皆さま

には、お忙しい中、PTAアンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうございまし

た。率直なご意見や応援のメッセージをいただき、私たちPTA執行部も背中を押していただ

いたように感じます。

現在、PTA執行部では、アンケートでいただいたご意見を参考にしながら、活動内容や運

営方法の見直しを行っています。今後もご意見を伺いながら、見直し案をまとめてまいりま

す。3学期中には具体的な改訂案をご提示しながら、来年度から徐々に八雲台小学校PTAを変

えていきます。

ただ、私を含めたPTA執行部メンバーも家庭や仕事との両立の中でPTA活動を行っておりま

す。至らない点も多々あるかと思いますが、ぜひ皆さんと一緒にPTAを変えていきたいと

思っていますので、共に考え、共に動いていければうれしいです。今後とも、PTA活動への

ご理解とご協力をお願いいたします。
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令和4年度PTAアンケート第1回結果
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アンケート実施概要

■実施の目的
子どもたち、学校、地域のためスムーズな活動ができるよう

検討を進める中で、これまで慣例的に行っていた活動も多く、
変えるべきところは変えていく必要があると考え、PTA活動内
容の見直しに着手しています。

改善検討にあたり、PTA会員の皆様のご意見を伺いたくアン
ケートを実施しました。

■実 施 期 間 ：令和4年10月11日（火）～18日（火）

■実 施 方 法 ：WEB

■対 象 数 ：420（家庭数）

■回答数（回答率）：293（69.7%）

みなさま、アンケートへのご協力ありがとうございました！
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アンケート結果まとめ
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保護者と教員を対象に、PTAの満足度や課題、今後の方針についてアンケートを実施。
約７割に回答していただき、関心度の高さが伺えた。

満足度

期待
すること

５割が「どちらでもない」

① 子どものためになる活動
② 保護者・学校へのつながり

不満足の
理由・課題

半強制的な役割分担。紙・対面
ﾍﾞｰｽのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ。無駄な作
業。不公平感。時代に合わない
活動（ﾍﾞﾙﾏｰｸ等）。

提案した以下２点について賛成が８割
▪一人一役のお願いから、協力できる人が協力できる範囲で活動
▪連絡手段のIT化

その他少数意見であるが、配慮すべき声として以下のようなご意見
▪連絡手段のIT化はよいが、祖父母がみている家庭などもあり配慮がほしい
▪協力できる人が実施はよいが、子どものためになっている行事がなくなるのはまずい
▪強制参加に実質なっている、個人情報の管理に深い懸念を持っている

時代に合わせてPTAをアップデートしていくことにPTA会員の賛成多数

効率化・簡素化・IT化、任意の参加などのこれまでの改革方針に加えて
「子どものためになる」「保護者・学校とのつながりをつくることが
できる」活動を軸に温かみをもった運営を検討してまいります！



PTA活動の満足度

５割がどちらでもない。２割が不満。３割が満
足。
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3‐1.PTAの活動内容(各種役割や活動)について満足していますか?
296件の回答

出典 令和4年度 八雲台小PTAアンケート結果

とても
満足
10%

やや満足
22%

どちらでもない
47%

やや不満
16%

不満
5%



立候補制

８割が賛成。
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出典 令和4年度 八雲台小PTAアンケート結果

8-1. 現在PTA執行部では これまで 一人一役のお願いから､協力できる人が 協力できる
範囲で活動を実施する (活動に対して運営上必要な人数が集まればその活動は実施
し、集まらなければ実施しない又は可能な範囲での実施を選択できる方式）希望参加
制の活動へと検討を進めています｡ここについてあなたの意見をお聞かせ下さい｡
296 件の回答

賛成
（検討を進めて欲しい）

79%

反対
（現状のやり方を踏襲すべき）

2%

どちらとも
いえない

17%

その他
2%



連絡手段のIT化

８割が賛成。
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出典 令和4年度 八雲台小PTAアンケート結果

9-1.現在、PTA執行部では、これまで学校HPや安心・安全メール、紙面でのお便りな
どの連絡手段から、個人情報やセキュリティに配慮しながら、スマートフォンなどを
活用した 、地域の見守り活動、行事への協力依頼・申し込みへの変更へと検討を進
めています。ここについてあなたの意見をお聞かせ下さい｡
296 件の回答

賛成
(検討を進めて欲しい)

80%

反対
(現状のやり方を踏襲すべき)

1%

どちらとも
いえない

16%

その他
3%



継続したほうがよいもの

５割を超えたのは執行部のみ。
２.５割を超えているのは、お手伝い係、地区班長、学級
長、盆踊り、卒業対策委員。２割を切ったのは、推薦委
員。
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出典 令和4年度 八雲台小PTAアンケート結果

7-1.PTA活動として 継続して行ったほうが良いと思うもの ※複数回答可
296 件の回答

57.8%

34.8%

26.7%

37.8%

23.6%

20.9%

38.5%

24%

18.6%

36.5%

45.6%

19.4%
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執行部（監査含む）

地区班長（地区名簿作成・地域運動会手…

校外委員（地域団体主催イベント（児童…

学級長（委員選出、花壇整備、学級問題…

ベルマーク委員（ベルマークの回収、集…

夏の行事委員会（まが玉作りイベントの…

盆踊り大会委員（盆踊り大会への出店、…

読み聞かせ委員（読み手募集や決定のお…

推薦委員（翌年度執行部の選出）

卒業対策委員（卒業を祝う会の開催の有…

お手伝い係（夏の行事当日係・ラジオ体…

その他



活動見直し希望

ベルマーク、読み聞かせ、夏の行事、
地区班長、校外委員、推薦委員など。
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出典 令和4年度 八雲台小PTAアンケート結果

7-3.PTA活動として 見直したほうがいいと思うもの(一部見直しを含む) ※複数回答可
296 件の回答

18.9%

34.8%

34.8%

27.4%

45.9%

38.2%

27%

40.9%

36.1%

25.3%

26%

29.2%
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執行部（監査含む）

地区班長（地区名簿作成・地域運動会手…

校外委員（地域団体主催イベント（児童…

学級長（委員選出、花壇整備、学級問題…

ベルマーク委員（ベルマークの回収、集…

夏の行事委員会（まが玉作りイベントの…

盆踊り大会委員（盆踊り大会への出店、…

読み聞かせ委員（読み手募集や決定のお…

推薦委員（翌年度執行部の選出）

卒業対策委員（卒業を祝う会の開催の有…

お手伝い係（夏の行事当日係・ラジオ体…

その他



来年度PTA活動方針（案）のご報告
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PTA活動の課題
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現在の保護者・学校の
実態に合っていない
活動内容ではないか？

会員がPTA活動に理解
を示し、納得して活動
できていないのでは

ないか？

関係者との必要で十分
なコミュニケーション
が取れていないのでは

ないか？



理想的なPTA活動の進め方

● PTA会員が負担なく、無理のない範囲で、

● 地域、学校、子どもたちのために必要なことを、

● 必要なタイミングに行う
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PTAを改善する上でのポイント
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PTA活動内容の
精査

任意加入・
ボランティア制
を中心とした

体制変更

コミュニケー
ション

ツールの整備



PTA活動に向けた5つのアクション

1. PTA任意加入の明確化
 会費振り込みをもって会員とする。その点を明記した案内を行う。

2. 活動内容の見直し
 時代背景に見合わない活動の廃止・縮小

 子どもの育成・安全のための活動は継続

3. ボランティア制への移行
 一部係を除き、一人一役からボランティア制への移行

 将来的には完全なボランティア制を目指して継続的に検討

4. PTAアプリの導入
 会員間、学校とのコミュニケーションをスムーズに行うためアプリを導入

 ただし、ITインフラが整っていない家庭向けに、一部紙媒体などを継続

5. PTA会費の見直しの検討
 ペーパーレス化、活動内容の見直しに合わせて、PTA会費を減額する方向

で継続検討（令和６年度以降）
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来年度PTA執行部の募集
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PTAを変えていく仲間を募集します！！
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令和５年度執行部 募 集

01
自分の子供が安心・安全な地域・学校生活が送れるよう保護者として
何か活動を行いたいと感じている方

子どもが楽しめるイベントを企画したいと考えている方

保護者や先生、地域の方々との交流を深めたいと感じている方

今のPTA運営に疑問を感じており、自分も変えていきたいと感じている方

PTA活動の改善に向けて、文章作成、お金の計算、ITの知識、
プロジェクトマネジメントのスキルなど自分の得意分野を活かして
みたいと思っている方

※役職としては、会長・副会長・書記・会計などがありますが、今後執行部体制を変更する可能性があります
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02

こんな方
ぜひ



PTAを変えたいと少しでも感じたあなたに
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アンケートのお願い
PTA執行部へのご検討状況を教えてください。
実施期間：令和4年12月22日（木）～ 令和5年1月12日（木）

https://docs.google.com/forms/d/1O-MG0tqqiqzL8cs1TAo-

pI0IRrRqFw8OpOQ9m_yG8ZQ/viewform?edit_requested=true

現PTA執行部との交流会（来年度活動案の説明会）のお知らせ
現執行部メンバーに詳しく話を聞いてみたい！
来年度どう変えていくつもりなの？と感じた方は、ぜひ交流会にご参加ください。
参加したからと言ってしつこく勧誘はしません！ので、ご安心ください。

参加希望の方は上記アンケートからお申込みください。
※交流会日程については、参加希望者のかたとご相談して決定いたします。

問合せ先：校内副会長 本木・梶並 yagumodai.school.pta@gmail.com

詳細はPTAだより（次年度募集特別号）をご確認ください
ご夫婦での

参加 大歓迎！

https://docs.google.com/forms/d/1O-MG0tqqiqzL8cs1TAo-pI0IRrRqFw8OpOQ9m_yG8ZQ/viewform?edit_requested=true

