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アンケートについて結果のご報告 

実施期間:平成 29 年 10 月 20 日～31 日/ 対象者:保護者 324 家庭  

回答者数:172 名（ウェブ 157 名、紙 15 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容] 

現状の活動をついてどう思いますか?  

児童への利益

名称 回答数（割合）

本部 67%
各学年委員会 68%
文化委員会 45%
選考委員会 38%
広報委員会 43%
校外生活委員会 70%
卒業記念事業委員会 65%
放射線対策 55%
おさがり交換会 51%
インターネットボランティア 38%
並木小手伝隊 63%
図書ボランティア 67%
日本語ボランティア 65%
読み聞かせボランティア 75%
イベントボランティア 47%

回答いただいた 3 割の方が多すぎると思ってと
いう結果になりました。 
強制加入では仕事数が無いと全員に行き渡らない
ので、仕事を減らすこともできませんでした。おしてあ
る意味で伝統を止めてしまうことへの日本人の恐怖
感も充分にあると思います。これらを変えていくに
は、まず任意化が必要でした。 

児童のためになっている活動は?活動を挙げた理由は? 

（選択した理由） 
「子供から楽しかったと感想がある」、「子供の人間関係や活動、雰囲
気へ良い影響を与えている」、「学校生活を快適にしている」、「知的
好奇心を刺激している」、「子供が親の学校行事への参加を喜んでい
る」「子供の同級生の親と関わりを持つ良い機会」「学校主導ではな
い、保護者有志の主導ならではの活動、児童の学校生活改善に直
結」、「先生だけでは大変な学校周りの清掃などができる」、「PTA 活
動があるから、経験豊かで安全な学校生活が出来ている」「頑張って
いる大人の姿を見せることができる」、「子どもたちが読み聞かせ・広報
「なみき」楽しみにしている」、「今まで無くならずにあるということは必要
なのだと思います」等 

（選択しなかった理由） 
「直接児童に関係しない」、「どのような活動をしているのか分かるか
ら」、「ボランティア活動のみで良いのでは」等 

会員と非会員の違いについてご意見 

児童のためになっている活動は?という質問でしたので、直接的に児童に働きかけているボランティアの回答割合が多い
結果となりました。他の活動に関しては、小さくても 4 割の方は間接的に児童のためになっていると回答され、必要性はある
と考えられます。任意制を受けて、将来的にボランティア化も可能となりました。 

卒業記念品等の金
額的な不公平感が出
るものへの対応は? 

児童支援の趣旨から子供に差は付けません!非会員の
方のお子さんに配るのに対して不公平感はありますが、一般
社会でもこの程度の不公平はあり、皆様許容されていると思
います。子供は平等に、大人はちょっと不平等でもメンタルの
問題なため解決可能かと思います。 
*PTA からではない小学校の記念品等を取り入れることは可
能ですが、本年度は昨年と同じ対応を考えています。 
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会員数が減った際の
運営方法は? 

運営方法は、減り具合を見て対応することになります。（寄付金
受付を拡大する、非会員ができる仕事をしっかり考える等）。任
意制を導入している学校も既にあり、加入率が少なくても運営が
破綻することになってはいません。 

役員をするという労働
的不公平感への対
応? 

「役員＝大変」よりも、「役員をしてよかった」となる PTA へ、
1 人 1 人が携われるようにアピールすることが解決になると考
えます。 
PTA が変わり、役員をやっていない人への不公平感より、活
動にかかわることで学校生活を知り、人生の肥やしにできると
いう考えが、先にたつ並木小 PTA になれると良いですね。 

任意参加制になると、特に新
入生の保護者の入会率が下
がるのでないかと心配です。 

新入生保護者説明会をしっかりやります! 
（特に、男性保護者向け） 
皆さんも新入生の保護者へのアピールお願いいた
します。 

配布資料は会員のみ
に配布（IT 化し、関
心のある方々が自発
的に収集）が良いの
では? 

紙媒体を使う場合は、小学校と児童が配布に介在するので、会
員をその段階で弁別することは不可能です。IT 化は、このアンケ
ートの回答も紙ベースでの回答が 1 割弱あるので、意外と難しい
のかもしません。今年度は IT 化しませんが、是非スキルのある方
役員になって改善してくださればと思います。 

部分参加可能な行
事がわかりにくい 

その都度、配布紙面の担当者に問い合わせてください。もしくは
PTA にご加入ください。（PTA 安全互助会に加入しているので
共済金・見舞金を受け取れます。） 

活動内容について改善案があったらご記入ください。 

ホームページの中に、各委
員会の連絡掲示板を作っ
て、連絡や交流の場にして
は、どうでしょうか? 

掲示板は悪意の書き込みさらには炎上を避けるのが
非常に難しいです。悪意による格好の狩場へなりか
ねません。メーリングリスト等の別の方法で対応出来
たらと思います。 

選考等に用いる名
簿管理は? 

出来るだけ小学校の管理されている名簿を活用する方が、労力
がかかりません。メーリングリスト等と取り入れが便利だと思います。 

任意制に対する保護者の方の不安のご意見が多くありました。PTA はもともと任意団体であるのに対して、これまで自
動加入となっていました。近年、「自動加入」のデメリットが指摘されています。役員・委員を義務的にこなすことで活動の
“引継”が主目的となり組織のための組織になりがちです。任意制にしたことにより、保護者が主体性をもち創造的に活動
することで、本校 PTA の目的「父母と教職員が協力して、学校と社会と家庭における児童の幸福な成⾧をはかること」に
即したものになるのではないでしょうか。任意制になることによるメリットをご理解いただき、全保護者が PTA に携わることが
並木小 PTA をさらに魅力あるものに発展させられるのではないでしょうか。 
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子供が主役、楽しめる活動
であってほしい。親がイヤイ
ヤながら参加する「耐える」
活動は古臭い。 

任意化してようやくそれができるようになりました。活
動しやすくする策は、個別の委員会で実践していくこ
とが良いと思います。 

文化委員会企画の講話
は、働いている以上ほぼ参
加不可能。共働きが増えて
行く上で、検討必要 

参加者あるいは必要と考える保護者からは評価され
ています。委員会募集でも引き受けて手があります。
将来的にボランティアへの移行が良いケースもあると
思います。 

1 年ごとの総入れ替えでは
なく、半年毎の半分入れ
替え体制にしてはどうか 

本部 8 人が率先してできればよいと思えます。任意
化によって各委員会の人数制限も条件付きながら
なくなっていますので各委員会へ問い合わせくださ
い。 

ボランティアも役員・委員と
してカウントされてもいいの
では? 

ポイントやカウントという概念は捨ててください。で
きる人が出来る範囲で児童支援するのが PTA
活動になります。 

入学時に 6 年生までの役
員を全て振り分ければ、選
考委員も要らず、平等にふり
わけられるのでは。 

保護者の人数が少ない学校ではしばしば行われてい
るようです。並木小でも PTA 総会の決議があれば実
施可能です。もしくじ引きでやる場合は、会⾧に推薦
されたらかならず引き受けなくてはいけない事態になり
ます。 
そして、（自分の子供）1 人一役の考えは、子供の
多い家庭では無理が大きいです。本年度児童数ベー
スから家庭数ベース（6 年間 1 役）にしました。 

近年、PTA に代わる PTCA という活動が注
目されてる。並木小でも PTCA について検討
してみてはどうか。 

任意化でようやく入り口に立ちま
した。頑張りましょう。 

本部だけは、登録ボランティア
制にして、時給がありだとどう
か? 

時給をありにすると、年会費が何倍にもなります。
非会員が出ると賄いきれません。 

働いている人は、休みの
調整などしなくてはならず、
委員にも立候補しづらい。 

仮に役員になっても、やれる範囲でやっていただければ充
分です。それが PTA です。そして当たり前ですが、子供が
小さい時にしか経験できない活動ですよ。 

任期を終えても役員をお
願いされ、やらざるを得な
い状況にならないか、心配
である。 

話し合いが重要かと思います。状況を話したら悪い結
果にはならないと思います。 
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     その他のご意見 

・ “任意化”という言葉が先走っていますが大きな改善点は 2 点。並木小 PTA への加入意思確認を行えるようにな

ったこと、子供が 3 人以上の家庭で PTA 役務負担が低減される場合がある、です。 

・ 調整が大変だったと思いますが、任意制になったことはとても良いことだと思います。 

・ 好きで役員を引き受ける方は極少数でしょうし、今までは子供 1 人に付き 1 役の義務があると考え、ノルマとしてこ

なして来た方が殆どだと思います。それが任意加入となると、役員をやりたくないが為に退会される方が出てくるでし

ょう。 今までよりさらに不公平が生じ、義務として役員を引き受けて来た方達もやる気を失います。会員と非会員

で余程の差がない限り、会員で居る事が馬鹿馬鹿しくなると思います。 

・ PTA に関わることで、子だけでなく親も積極的に並木地区の教育や環境に携われることやゆるい人間関係が構築

されることは意義深いことだと思います。 

・ これからもがんばっていきたいです 

・ 日中の母親中心の親睦会が児童の利益に大きくつながるかが疑問です。 

・ 皆さん、ボランティアですのに献身的にお勤めくださり、ありがとうございます 

・ ＰＴＡ運営に関わる皆様方のおかげで親子共々充実した生活を過ごすことができていると感謝しております。並

木地区にはより専門的な知識や技能をお持ちであり、また子どもたちの教育環境をより整えたいと考える方々が多

くいらっしゃると感じています。小学校ＰＴＡという共通の（子育て支援の）場所で、多くの交流を図り、それぞれ

の得意な事を生かしたＰＴＡ活動を運用することができれば、積極的な参加者がより一層増えていくのではないか

と思います。まずは、一番始めの関わり部分を多方面から入ることができるような環境を整えたいと思っております

（できる範囲で）。 

・ PTA 活動は必ずしも全保護者がしなければいけないものではないと思います。ただ、最低限必要とされる保護者と

しての活動があるならば、できることをできる範囲で分担して関わっていくべきと考えます。負担を感じずに手を貸せる

仕組みが作れるといいですね。 

・ いつもご苦労様です。活動ありがとうございます、感謝します。 

・ 皆さん とても熱心に活動されていると思います。 

・ どの役員・委員会・ボランティアも、すべての子どもたちのことを考えて、また保護者たちも楽しみを見つけながら、関

わろうとしている 

 

 

 

 

 
 

皆さんの熱意が子供達にまで届くといいと思っています。PTA への継続的な

お力添えをよろしくお願いします。 

1 人でも多くの保護者が PTA の目的（児童の幸福な成⾧をはかること）

に賛同し、保護者同士助けあい、子供たちの学校生活を垣間見る機会を

楽しみながら、親も成⾧しつつ並木小全児童を支援して行きましょう! 

 


