
六中 PTA 令和３年度 アンケート結果ご報告 

令和４年５⽉２⽇ 
府中六中 PTA 

 令和 4 年 3 ⽉ 25 ⽇〜4 ⽉ 5 ⽇に Google フォームにて保護者の皆様に向けてアンケートを実

施させていただきました。多くの皆様にご回答いただき、また貴重なご意⾒をお寄せいただきま
して、誠にありがとうございました。結果のお知らせが遅くなってしまいましたが、ご意⾒やご

質問等への PTA からの回答も含めまして、アンケート結果をお知らせいたします。 

 

 



 

 

 

 

  



⑥PTA で企画してもらいたいことは、どのようなことですか。 

ご意⾒︓本年度企画された草取りは、部活を頑張る⼦どもたちのためにも毎年企画してほ
しいです。真夏の暑い時期は避けてできると、熱中症の⼼配から短時間にする必要もない
のでよいのでは。⽣徒会と連携してできれば、⽣徒の参加も増え、⼦どもから保護者へ⼀
緒に参加してほしいなどの声もあがり、参加者も増えるのではないかなと思います。⼦ど
もたちも⾃校の整備、防犯対策にも繋がると思います。 

回答︓令和 4 年度の活動の参考にさせていだきたいと思います。 

 

ご意⾒︓匿名の⽬安箱 

回答︓令和 4 年度から PTA の問い合わせ窓⼝として Google フォームを活⽤していきま
す。ご意⾒等ありましたらこちらよりお願いします。 
https://forms.gle/aspieoXvMZwBfq6o8 
 

ご意⾒︓外部講師を招いた親の為の⼦供を守る IT 教室や⽣徒向けの性教育教室など 

回答︓今後の家庭教育学級等の企画の参考にさせていただきたいと思います。 

 

ご意⾒︓防災体験会 災害訓練 お祭り等で六中のブースを作る 

回答︓これまで六中 PTA では三年⽣の為の炊き出し訓練を実施して参りましたが、コロナ
禍において開催が出来ていない状況です。先ずは校内での訓練の実施を⽬指し、今後は六
中ブースについても検討して参りたいと思います。 

 

ご意⾒︓今年も草取りを実施してほしい。但し涼しくなった秋頃に。 

回答︓令和 4 年度は地域清掃を実施する予定ですが、草取りにつきましても検討したいと
思います。 

 

ご意⾒︓どのような事が出来るのかわからない。 (出来るかどうかわからなくても)他校の
PTA 活動の具体例を教えてほしい。 

回答︓コロナ禍のここ数年は他校との PTA の交流が少なくなり、活動内容について詳しく
聞く機会が減った為、どの様に活動を⼯夫されているか全て把握しておりませんが、感染
状況に気をつけながら、家庭教育学級において、⾼校⾒学を実施された学校もあるそうで
す。他校との交流が出来る様になった際には、他校の活動を参考にしながら活動に活かし
ていきたいと思います。 



 

⑧PTA であったら良いなと思う特典は、どのようなことですか。 

ご意⾒︓体育⼤会や合唱コンクール等⾏事での観覧が PTA 会員だけ特等席。 

回答︓合唱コンクールにつきましては PTA 会員に限らず、協⼒員の⽅の席を設けています
が、体育⼤会においても今後検討をしたいと思います。 

 

ご意⾒︓卒業式や学校⾏事で席が前の⽅で座れるなど優先される。 

回答︓今後検討をしたいと思います。 

 

ご意⾒︓6 中の⼈しか持ってないような記念品の様な思い出に残る物 

回答︓PTA から卒業⽣へ記念品を贈っていますが、思い出に残る様な物を更に検討してい
きたいと思います。 

 

ご意⾒︓1度やったら下に⼦供が何⼈いようともうやらなくてよい 

回答︓専⾨委員会の委員と本部役員のことであると思いますが、専⾨委員会委員⻑、本部
役員を⼀度経験された⽅は、下のお⼦さんの時についても免除となります。 

 

ご意⾒︓負担なし 

回答︓無駄を省いたり IT を⽤いたりするなど、なるべく保護者の負担の少ない活動になる
様、努めて参りたいと思いますが、⼦どもたちや保護者にとって意義のある活動も⽬指し
たいと考えておりますので、できる範囲でご理解とご協⼒を頂ければと思います。 



 

ご意⾒︓⾃由に部活を⾒に⾏ける  

回答︓学校に意⾒としてお伝えいたします。 

 

ご意⾒︓会費免除、体育⼤会や合唱コンでの特等席 

回答︓会費につきましては、活動を続けていくために必要不可⽋なものですので、ご理解
頂きご協⼒をお願いいたします。 
体育⼤会の席については、今後検討をしたいと思います。 

 

ご意⾒︓HP やメール等での情報の共有 

回答︓令和 3 年度より六中ホームページ内の PTA のページを利⽤し、PTA便りやその他の
発⾏物の掲⽰を開始いたしました。 
令和 4 年度につきましても、引き続きホームページや⼀⻫メール配信などで情報を発信し
ていきたいと思います。 
http://www.fuchu06c.fuchu-tokyo.ed.jp/pta/ 

 

ご意⾒︓これと⾔ったものはすぐには思いつかないけれど、特典があればやりたいと思う
⼈も増えるのでは︖ 

回答︓加⼊したいと思っていただける様、今後とも考えていきたいと思います。 

 

ご意⾒︓どのような事があるのかわからないが、他校の PTA 会員特典の具体例を教えてほ
しい。 

回答︓近隣では、PTA⼊会を任意にされていない学校も多い為、特に会員特典というもの
は設けていない学校が多数の様です。 

 

ご意⾒︓PTA 会員に特典をつけるのはやりたくない前提なので、そうではなく、みんなが
できる内容にしてほしい。パトロールふくめ希望制にしてほしい。ただし、役員になった
かたの免除は引き続きでもいいと思います。 

回答︓令和 4 年度は会員、⾮会員に限らず、地域パトロールとあいさつ運動を協⼒員の希
望制といたしました。 
本部役員と専⾨委員会委員⻑の免除規定につきましては、これまで通りです。 

 

ご意⾒︓コロナで無観客になった⾏事を⾒られる 



回答︓令和 3 年度は、広報誌の撮影で無観客の⼀部⾏事を観覧することができました。感
染予防のため、無観客時に多数の保護者に観覧頂くことは難しいですが、撮影した写真等
を会員の⽅に⾒ていただける場を作るなど、考えていきたいと思います。 

 

ご意⾒︓学校での⼦どもたちの様⼦がわかる、写真などが閲覧できたら特典になるかと思
います 

回答︓広報誌作成の際の写真などを、会員の⽅に⾒ていただける場を作るなど、考えてい
きたいと思います。 

 

⑩その他ご意⾒、ご要望がある場合はご記⼊ください。 

ご意⾒︓広報誌の制作に携わりましたが、作成後に本部からの指摘事項が上がってきて、
編集作業が⼤変でした。この写真は必ず⼊れてほしい等、初めからわかっているならば、
指⽰が欲しかったです。保護者の負担を考えると、毎年同じレイアウトならば HP のみで
も構わないのでは!?と思いました。 

回答︓昨年度は広報委員をお引き受けいただき誠にありがとうございました。ご指摘頂い
たことは令和 4 年度に引き継がせていただきます。また、広報誌の在り⽅についても、今
後とも検討していきたいと考えています。 

 

ご意⾒︓PTA 会員は任意となりましたが、本部・委員⻑は下の⼦も免除や⼀⼦⼀役が成り
⽴たなくなることはないのでしょうか︖ 

回答︓今後、候補者が少なくなった場合は、委員や役員の数を減らして規模を縮⼩してい
くことになるかと思います。免除規定は過去に役員や委員⻑をお引き受けいただいた⽅と
のお約束ですので、出来る限り守っていきたいと思っています。 



 

ご意⾒︓PTA が⾏っている活動は、「あってもいいが無くてもどうにかなるもの」が多い
と感じます。 地域のため、⼦供たちのために協⼒しあって活動することは素晴らしいとは
思いますが、共働き家庭も多く、夜間や休⽇の活動等で家族と過ごせる貴重な時間に家を
あけなければならないこと等には疑問を感じます。半強制的に⼀⼦⼀役を求めなければな
らないほどの仕事を抱えるのではなく、どうしてもなくてはならない活動に絞って役員を
選出し、その他の活動はボランティアでやってもいいという⽅がいたら⾏う程度にしてい
かなければ、この先存続していくのは難しいのではないでしょうか。 

回答︓コロナ禍を経て、また、⼊会届を導⼊し、六中 PTA 活動は変換期を迎えていると思
います。令和 4 年度は地域パトロールとあいさつ運動について、協⼒員を募り、ボランテ
ィアとさせていただきました。今後の活動におきまして、保護者の皆様のご意⾒をお聞き
しながら、今の時代に合った、且つ有意義な活動にしていきたいと考えています。 

 

ご意⾒︓強制加⼊でなくなったのはよかった。⾏事ごとに協⼒できる⽅々のボランティア
を募るなどして定期的 義務的な参加がなければよいと思う。役割分担制度は負担。 

回答︓令和 4 年度につきましても、体育⼤会、合唱コンクールなど、⾏事ごとに協⼒員の
ボランティアを募らせていただいています。義務的と捉えられることもあるかと思います
が、出来る範囲でご協⼒を頂きながら活動していきたいと思っています。 

 

ご意⾒︓働いている⼈に負担がかからない内容にしてほしい。 

回答︓働いている⼈、働いていない⼈という括ではなく、会員の皆様には負担が⼤きくな
らない様、今の時代に合った、且つ有意義な活動にしていきたいと考えています。 

 

ご意⾒︓カラーの広報誌をできたら家庭数に配ったら節約になるのではないかと思いまし
た。 

回答︓今後の配布時の参考にさせていただきます。 

 

ご意⾒︓地区のパトロールは、おしゃべりしながらの散歩にしかなっておらず、無意味で
す。 

回答︓今後の地域パトロールが無意味なものにならない様、参考にさせていただきます。 

 

ご意⾒︓PTA に参加しないと役員はやらなくて良いのですか︖参加有無のアンケート実施
前に具体的にもっと質疑応答が欲しかったです 



回答︓役員選出対象者は PTA 会員となります。⼊会届につきましては、ギリギリまで校内
で検討を重ねていたため、質疑応答の⼗分な時間が取れないまま、唐突な提出依頼となり
申し訳ありませんでした。⼊会届作成時の Q&A を作成しておりますので、ご参考になさっ
てください。 
http://www.fuchu06c.fuchu-tokyo.ed.jp/pta/osirase.html 

 

ご意⾒︓コロナ禍になり、学校との関わり、特に先⽣の顔が⾒えないまま 1年間を過ごし
たなと思っています。⼦供たちから聞く先⽣の話は⽂句ばかり(すみません)でもきっと先
⽣も⼀⽣懸命な⽅もいらっしゃると思っています。広報誌やお便りもいいですが、先⽣達
や PTA の⽅々と気楽に話せる時間とかあればいいなーとか、ちょっとした悩み、困ったこ
とをつぶやける場所があればいいななんて思います。保護者同⼠のつながりもなかなか持
てず、すごく困っている訳ではないですが、⼦供たちの学校⽣活をもう少し知れたら嬉し
いなと思ったりします。 

回答︓コロナ禍ならではの活動を考える良いきっかけとなる様に思います。今後の活動の
参考にさせていただきたいと思います。 

 

ご意⾒︓挨拶運動や地域パトロールは、委員さんが労⼒をかけるわりに、⽋席が多いと思
います。⼦どもだけを残して参加せざるを得ない、下の⼦の送迎と重なる、仕事があるな
どで参加できないご家庭もあるので、協⼒員を募る形で参加できる⽅ができることをする
形に変えたほうがいいと思います。コロナでバス研はありませんでしたが、やるとなると
担当の⽅は企画がとても⼤変だと聞いています。⼦どもたちのためになる企画に労⼒を使
ってほしいと思います。 

回答︓令和 4 年度は地域パトロールとあいさつ運動を協⼒員として募集することにいたし
ました。バス研につきまして、令和 4 年度におきましても実施はしない予定です。今後の
活動につきましても、負担が⼤きくなりすぎない様に考えていきたいと思います。 

 

ご意⾒︓学校が健全に機能するために PTA があればいいと思います 

回答︓そのような活動ができるよう、努めていきたいと思います。 

 

ご意⾒︓校外委員でも学区外の会員さんも最寄りの学区に当てて欲しいです。数限られた
⼈数で担当を割り振りするのに仕事や部活動の⼿伝いがあると⾔う理由で担当を出来ない
⽅がいると時間を⼯⾯する⼈だけ仕事が負担となるため不満となります。 

回答︓地区割について検討していけるよう引き継ぎを⾏いたいと思います。また、なるべ
く不公平感が⼤きくならないよう、活動を考えていきたいと思います。 

 



ご意⾒︓横断幕、どのような基準でフェンスに飾ってあるのかいつも疑問です。 

回答︓PTA では学校からの依頼で横断幕の代⾦を半額負担している為、校内でどの様な基
準が設けられているかは把握しておりませんが、これまで、都⼤会や全国⼤会に久しぶり
に出場した場合、または⼤会において優秀な成績をおさめた場合に、該当の部から学校に
希望が出されて制作するという経緯があった様です。PTA といたしましては、活躍してい
る部活を横断幕で後押しし、学校全体の活気アップに貢献できればと考えています。 

 

ご意⾒︓パトロール、協⼒委員などコロナで 3 年間やった⼈、やらない⼈がいるのは不公
平だと思う。3 年次で何かしら調整があるとありがたいです。 

回答︓全ての活動が出来るように協⼒員を募集させていただいていますが、感染状況によ
り突然中⽌が決まるなど、⼈員の調整も難しい状況です。不公平感が⼤きくならないよ
う、今後とも考えていきたいと思います。 

 

ご意⾒︓広報誌を HP にしたら⽣徒も保護者も今より⾒ない・読まなくなると思います。 
私もですが、わざわざログインしてという作業をしない。紙をリビングテーブルに置いて
るので家族が⾒たい時にサッと⾒ている。 

回答︓今後の広報誌作成の参考にさせていただきます。 

 

ご意⾒︓夜のパトロールや朝の挨拶などの決め⽅が不明瞭。かつこのご時世実施そのもの
が密になり、またタイミンクグによって実施の有無が変わり、やる意味が薄れている。時
間も遅いため下の兄弟がいると調整が⼤変。⼦どもたちの⾏事に直結するならもっと協⼒
したいが、講演会など本当に必要かがわからない。本当に必要、求められているならオン
ラインや限定公開などのほうがいいと思う。 

回答︓令和 4 年度は地域パトロールとあいさつ運動を協⼒員として募集することにいたし
ました。また、令和 3 年度はオンラインの講演会も⾏われました。コロナ禍においては、
実験的に様々な活動内容や⽅法を模索していきたいと思います。 

 

ご意⾒︓とにかく⼦供達の運動会や合唱コンクールさえも⾒られない中 PTA の仕事だけを
する気にはなかなかなれません。⼦供達の顔を⾒られるのであれば積極的に参加される保
護者も増えるような気がします。 

回答︓⼦どもの様⼦が⾒られるような活動を増やしていけるよう、考えていきたいと思い
ます。 

 

ご意⾒︓⽇ごろより⼤変お世話になっております。地域、⼦どもたちのために活動してく
ださり、ありがとうこございます。 



回答︓こちらこそご理解、ご協⼒頂きましてありがとうございます。 

 

ご意⾒︓6 中ホームページに Q&A をアップして頂いた中で PTA 会費を集める必要は無い
のではないですか︖の問いに、昨年度は PTA 会費の集⾦は⾏っておらず、繰越⾦で賄う形
で活動とありましたが、R4.4.27 付で⼀世帯 1,500円の振込納⼊の書⾯があり振り込みま
した。これは PTA 会費ではなく別のものだったんでしょうか︖理解出来てなくすみませ
ん。 

回答︓Q&A内の「昨年度」とは令和 2 年度のことで、その年は 4 ⽉からの休校が続いたこ
ともあり、PTA 活動もストップしていた為、会費の集⾦は⾏わず、繰越⾦で賄いました。
令和 3 年度は 1世帯 1,500円の会費をお振込にて集⾦させていただきました。お⼿元の振
込み納⼊の書⾯は令和 3 年の⽇付ではないでしょうか。ご不明点ありましたら、下記にお
問い合わせをいただけますようお願いします。 
https://forms.gle/aspieoXvMZwBfq6o8 


