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２０２１年度 「藤沢市 学校における保護者の活動アンケート調査」 報告 

 

【学校名およびＰＴＡ等の組織名】 

藤沢小学校（藤沢小学校 PTA） ・明治小学校（明治小学校 PTA） ・鵠沼小学校（鵠沼小学校 PTA） 

本町小学校（本町小学校 PTA） ・村岡小学校（村岡小学校 PTA） ・六会小学校（六会小学校 PTA） 

辻堂小学校（辻堂小学校 PTA） ・鵠洋小学校（鵠洋小学校 PTA） ・片瀬小学校（片瀬小学校 PTA） 

大道小学校（大道小学校 PTA） ・秋葉台小学校（秋葉台小学校ＰＴＡ） 

御所見小学校（御所見小学校 PTA） ・長後小学校（長後小学校 PTA）  

八松小学校（八松小学校 PTA） ・高砂小学校（高砂小学区 PTA） ・善行小学校（善行小学校 PTA） 

富士見台小学校（富士見台小学校 PTA） ・鵠南小学校（鵠南小学校 PTA） 

浜見小学校（浜見小学校 PTA） ・俣野小学校（俣野小学校 PTA） ・大越小学校（大越小学校 PTA） 

羽鳥小学校（羽鳥小学校 PTA） ・湘南台小学校（湘南台小学校 PTA） 

大庭小学校（大庭小学校 PTA） ・亀井野小学校（亀井野小学校 PTA） 

新林小学校（新林小学校 保護者と教職員の会） ・中里小学校（中里小学校 PTA） 

大鋸小学校（大鋸小学校 PTA） ・天神小学校（天神委員会） 

高谷小学校（高谷小学校 PTA） ・小糸小学校（組織なし） 

大清水小学校（大清水小学校 保護者の会） ・石川小学校（みんな石小会
いっしょかい

） 

第一中学校（第一中学校 PTA） ・明治中学校（明治中学校 PTA） ・鵠沼中学校（鵠沼中学校 PTA） 

六会中学校（六会中学校 PTA） ・片瀬中学校（片瀬中学校 PTA）  

御所見中学校（御所見中学校 PTA） ・湘洋中学校（湘洋中学校 PTA） 

長後中学校（長後中学校 PTA） ・藤ヶ岡中学校（藤ヶ岡中学校 保護者と教職員の会） 

高浜中学校（高浜中学校 PTA） ・秋葉台中学校（秋葉台中学校 PTA） 

善行中学校（善行中学校 PTA） ・大庭中学校（大庭中学校 桔梗の会） 

村岡中学校（村岡中学校 PTA） ・湘南台中学校（湘南台中学校 PTA） 

高倉中学校（高倉中学校 PTA） ・滝の沢中学校（滝の沢中学校 けやきの会） 

大清水中学校（大清水の会） ・羽鳥中学校（羽鳥中学校 PTA）  

白浜養護学校（白浜養護学校 PTA） 

＊白浜養護学校ＰＴＡの報告は、中学校に掲載されています。 
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Ⅰ.学校における保護者の活動について教えてください。 

          

問１ 今年度の活動の中で、新たに取り組んだことや改善したことがあれば教えてください。 

【小学校】 

・各委員会の次年度の委員選出方法を変更し、より希望者全員が公平にチャンスを得られるシステムにし 

た。 

・会員にアンケートを実施、会費の用途や当ＰＴＡ組織のあり方についての意見を収集した。 

・数年かけて少しずつ変えてきたＰＴＡ活動(委員会活動)の形を、今年度きちんと整理をして書面で保護者 

へ周知をした。 

・一年間活動した各委員からの感想を集め、ＰＴＡ活動を身近に感じ、より知ってもらえるようにした。 

・「ＰＴＡ祭りをおうちで楽しもう」を実施。発行紙を作成して学校をまわるＰＴＡ祭りすごろく、謎解き、   

  ＰＴＡ祭りキャラクター募集、家で作れるお菓子などの紹介 

・委員募集の方法、時期の変更 

・委員会の細分化 

・学校の要望に合わせてボランティア活動 

・コロナ禍で対面での活動が難しかったため、こどもたちの希望を募って、ＰＴＡより本の寄贈を行った。 

・新たにＰＴＡ専用のスマホを導入し、委員間の連絡をスムーズに行えるよう取り組んだ。また、コロナ禍

なので、なるべく少人数で活動するよう心掛けた。 

・役員の免除権（辞退権）の見直し 

・委員の活動や人数の見直し 

・総会資料のＷＥＢ掲載 

・月 1 回行われていた会議を、必要な回数で行うことになった。 

・無観客の為、運動会の動画配信、運営委員会人数削減、イベント中止のためその予算で学校の備品購入 

・会費の現金徴収から振込での徴収に変更 

・チーム八松（おやじの会）発足 

・オンライン講習会 

・ＰＴＡガイドブックを紙からホームページに掲載へ変更 

・ＰＴＡ名簿のデータ化 

・運営委員会の書面決議や、Ｚｏｏｍでの本部役員会議 

・ＰＴＡ活動ポイント付加の対象として施行したボランティア活動 

・抽選時期がバラバラだったためそろえた。運営委員会簡略化のための改善 

・ＰＴＡ役員の活動内容の見直し 

・設備の充実（新しいＰＣの購入など） 

・Google フォームを活用し、ペーパーレス化、活動のスリム化を図った。 

・年２回の総会を書面総会に変更 

・委員決定を書面にて募集 

・子ども１１０番のポスターを作成、児童に周知してもらう。 
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・コロナ禍における自主事業の実施（読み聞かせ事業） 

・藤沢市浮世絵館授業、藤沢市在住芸術家の絵の授業、役員選出方法改善、PTA お便り配付方法の変更。 

・役員の数を変更した（減らした）。 

・マチコミを活用した。 

・長年の歴史を踏まえた助け合いの考えなどは尊重しつつ、現在の会員の生活スタイルや考え方、実情に添 

えるような、新しい活動の仕方を検討し、全会員にアンケート、新活動スタイルの提示をした。 

 

【中学校】 

・アンケート・申し込み等のフォーム化（Google フォーム） 

（コロナ禍による短期間での募集などへ対応しやすくするため） 

・恒例となっていた活動はほとんど行えなかったので、代替となる講演会の実施 

・オンライン会議（Zoom）の施行 

・鵠中川柳 

・委員決めについて。対面での実施ができなかったため、調査票を用いたアンケート形式で実施。決まらな 

かった委員については抽選で決定した。 

・小学校と共同し大イベントを開催。また、中学校の生徒の「居場所」づくり事業を行った。 

・２年学年委員が学年広報紙を作成。コロナ禍の影響で学校の様子（学年の様子）が不透明だったので、通 

常の広報紙とは別にフレンドリーな雰囲気の広報紙を作成 

・書面での総会。お手紙配付を一斉メールにて送信する事でのペーパーレス対策 

・成人教育委員会の講演会を開催し、２年生だけ体育館、他の学年は教室で映像を生中継した。保護者には 

後日、YouTube 限定公開で閲覧してもらった。 

・カーテン洗濯ボランティア 

・学校 HP に PTA のページを新設、配付物の削減に努めた。BAND アプリの導入で、役員同士の連絡をスム 

ーズに行うようにした。 

・PTA カード（地区名入）の作成 

・コロナの関係で人数制限もあり、１年から３年のクラス委員定例会を合同ではなく、学年ごとに開催し 

た。それにより、保護者と校長先生・教頭先生・教職員の先生方と身近に会話ができ、効率は良かったと

思う。 

・市民病院の医療従事者への感謝・応援の気持ちを込めて、校舎屋上にイルミネーションを飾った。子ども

たちへ心温まる気持ちを込め、昇降口正面の窓に装飾した。 

・生徒の登下校の安全確保のため、横断歩道の白線塗りなおし要望書を、本部・校外委員で藤沢警察署に提

出し改善してもらった。 

・学年懇談会の内容について見直した。 

・昨年度はコロナの影響でほとんど活動できなかったが、今年度はできる限りの範囲で活動することができ 

た。 
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問２ 学校行事のお手伝いなどで、ボランティアの募集は行っていますか？ 

（１）行っている 

【小学校】 ２４校   【中学校】 １０校 

（２）行っていない 

【小学校】  ９校   【中学校】 １０校 

 

「行っている」と答えた方に伺います。どのような活動ですか？ 

【小学校】 

・学校公開日の受付、校内実施のお祭りでの手伝い等 

・運動会や授業参観などイベント時の受付      ・スポーツフェスティバルの手伝い 

・運動会での感染予防対策ボランティア等      ・運動会や学校公開の時の自転車誘導 

・学校公開日や運動会の受付業務や誘導業務など   ・家庭科の授業のサポートなど 

・週末のうさぎのお世話、花壇の手入れ、白衣の補修作業、イベントや学校行事のお手伝いなど 

・側溝掃除   ・旗振り   ・校庭の草むしり  ・花壇整備、図書修繕、ベルマーク集計 

・亀小クリーンアップ（校庭・学校周りの大掃除） ・花いっぱいボランティア（夏休み中のお花の水やり） 

・学校内のカーテン洗濯    ・美化活動・カーテン洗い  ・牛乳パックの洗浄（コロナ禍のため） 

・ベルマーク集計の自宅作業、登校時の旗振り    ・せなかの会の活動 

・ベルテトラ集計、市民の家の清掃、真夏の子どもフェスティバルのお手伝い 

・教職員研究会のお手伝い   鎌倉めぐりなど校外活動のお手伝い 

 

【中学校】 

・イベントのお手伝い（準備や受付、駐輪場整理）  ・体育祭、文化祭等のお手伝いや写真撮影など 

・花壇整備、学校行事の受付（文化祭）、卒業生に送るコサージュ作り 

・標準服リサイクル   ・清掃活動   ・側溝掃除 

 

問３ 委員会以外に、サークル活動やボランティアチームなどはありますか？ 

（１）ある 

【小学校】 １８校   【中学校】  ７校 

（２）ない 

【小学校】 １５校   【中学校】 １３校 

 

「ある」と答えた方に伺います。どのような活動ですか？ 

【小学校】   

・手話サークル    ・ベルマーク、多文化、生け花など    ・手のひら島サークル 

・おはようボランティア    ・おはなしポケット（朝の会などで子どもに読み聞かせを行う） 

・ボランティアまとめ隊    ・図書館ボランティア    ・絵本朗読  

  （ボランティア活動を行いたい時に、学校との打ち合わせや、ボランティアを集め調整をする） 
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・運動会や発表時の手伝い    ・手しごとの会 

・ベルマークの回収集計を行う「ベルとも」    ・ベルマークサークル 

・校内の花を育てる「花ざかり」や、読み聞かせを行う「あのね」 

・応援団（子どもむけイベント開催や清掃の実施など） 

・ひだまり（親の集う場所） 

・児童の保護者がメンバーでイベントパトロールを行う「親亀会」 

・杉の子山クラブ（おやじの会）、明愛会（ボランティアチーム） 

・KFP(おやじの会)   ・KFP 鵠洋小おやじパトロール隊    ・チーム八松（おやじの会） 

・KMC 鵠洋おかあさんクラブ    ・鵠洋ママさんバレーボールサークル 

・ソフトテニス・バトミントンサークル    ・PTA バスケットボール 

・ガーデニング、バレーボール、バドミントン   ・スポーツ 

    

【中学校】 

・花壇の整備    ・「居場所」のボランティアサポートチーム 

・第一中おやじネットワーク    ・警備や力仕事を担う父親でのボランティアグループ 

・KFP(おやじの会)、図書、ベルマーク、グリーン(花壇手入れ) 

・けやきの会コーラス 

 

問４校外委員・地域委員の活動について教えてください。 

どのような活動がありますか？ 

【小学校】 

・旗振り実施、旗振り講習会の開催、安全マップ作成、パトロール参加 

・校外安全パトロール、安全マップ作り、旗振り、教育講演会、はとりんぼ(子どもの家) 

・読み聞かせ、パトロール、花壇のお世話、旗振り、運動会などの交通整理など 

・安全マップ作成、各学期の始めに旗振り 

・通学路点検、安全マップ作り、交通安全協議会の参加、新入生説明会資料準備 

・安全マップ作成、旗振り、お楽しみ会、ラジオ体操開催、自転車用防犯プレート配付 

・パトロール、夜間見回り、旗振り   ・通学路マップ   ・愛のパトロール 

・登下校の見守り   ・安全教室   ・メール配信    ・街頭キャンペーン 

・子ども１１０番の旗設置   ・子ども１１０番さんへのあいさつ(プレート配付) 

・旗振り、マスコット作り、危険箇所確認、パトロール、声掛け運動 

・三者連携会議への参加   ・地区集会への参加、委員会便りの発行 

・子どもの家   ・公民館まつりの手伝い  ・児童館お手伝い 

 

【中学校】 

・体育祭の時に近隣の住宅へ「お知らせ」をポスティング 

・防犯パトロール   ・通学路見守り   ・安全マップ作成   ・あいさつ運動 
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・交通安全パトロール ・あいさつキャンペーン(学期始まりの３日間、登校時) 

・夏・秋の交通事故防止運動、推進会議、御所見地区文化祭参加、交通安全街頭キャンペーン        

・講演会   ・マスコット作成   ・地域行事の参加 

・地域の会議への出席   ・三者連携会議への出席   ・明治地区内合同講演会の運営 

 

問５ 学校における保護者の活動でお困りのことや、悩んでいることなどがありましたら教えてください。 

【小学校】 

・Wi-Fi が使用できない。クラウド上でデータを修正し、すぐにパソコンに落として直接印刷したいができ 

ないので、作業効率が上がらない。 

・コロナ禍で入学された、現在の１、２年生の保護者への PTA 活動についての理解がされにくいと感じてい 

る。例年通りの活動ができていないので、目で見たり、実際に関わっていただいたりする機会が明らかに

少ないので仕方ないのですが、今後の活動に影響すると感じているので、いかに伝えていくかを工夫しな

がら取り組んでいる。もし、他校の取り組みがあったら伺いたい。 

・委員会や他の活動をもっと多くの方に興味を持ってもらい、知ってほしい。 

・デジタルシティズンシップ教育について保護者への理解協力浸透 

・保護者同士で連絡を取る方法が難しいと感じる。 

・総会の書面会議など資料が多いため、全ＰＴＡ会員へ配付するお便りの配付が紙ではなくＷｅｂを使った 

ものにするか検討したが、費用面や、各ご家庭のＷｅｂ利用事情に合わせたプラットフォーム選び等課題

が多く、すぐには解決できないと感じた。 

・ＰＴＡ委員同士は公式ＬＩＮＥや、ＬＩＮＥグループを使って連絡を取っているが、ＬＩＮＥを利用して 

いない人もいるため、そこで不便が出ることもあった。 

・Ｗｅｂシステムの運用をだれが行うのか、数年で変わってしまう本部役員の中に必ずしも運用できる人が

いるとは限らないため、保護者のＷｅｂ利用に課題を感じている。 

・ＰＴＡの活動にペーパーレス化やオンラインの活用を望む声が上がって来るが、効果的な運用方法が見つ

からず未だ導入に至らないこと。 

・働いている保護者が多くなってきて、委員活動の取り組みに差が出たり、ＰＴＡ活動に参加しない人も増

えたりしてきた。 

・委員間のコミュニケーション(フルタイムで働いている方、コロナ禍など) 

・ＰＴＡの活動を最低限でもしてくれない人がいる。 

・仕事をしているとなかなかＰＴＡ活動に参加できない。 

・コロナによって、よりつながりたい気持ちが強い保護者の方が多くなり助けられている。 

・仕事をしている保護者が多いので、どうしても仕事量にかたよりが出てしまうが、できる範囲でやってい 

る。 

・夫婦共稼ぎや、ひとり親世帯が多い中で、平日における日中の活動が多すぎる。 

・無償だが、業務内容が多すぎる気がする。仕事とＰＴＡとの両立が困難になっている。 

・コロナ禍で密を避けるため委員会の開催時の制限をかけなくてはいけないこと。 

・この状況での活動有無の考え方の保護者間の相違 
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・前向きな担い手の不足 

・役員が決まるまでに時間がかかってしまうこと。 

 

【中学校】 

・コロナ禍において学校活動に足を運ぶ機会が減り、保護者同士のつながりが薄くなったように感じる。次 

期委員やＰＴＡ役員の人選にも影響が出たように感じた。 

・学校に行って顔を合わせる機会が少ない中で、学校との、また、保護者間のコミュニティ作りが難しいと 

感じている。結果として、ＰＴＡ委員の選出などがなかなか難しい。 

・コロナ禍で、保護者(ＰＴＡ会員)が関わることができる機会が限られていること。 

・委員会メンバーの募集は毎年悩んでいる。青少年指導員が２年任期なので募集が難しい。 

・ＰＴＡ活動という位置づけではあるが、実は一部の役員のみで実施しているイベントがある。これらをＰ 

ＴＡ全体の活動として実施していけるよう改善していきたいが、どうやってやればいいか悩むところがあ 

る。 

・コロナ禍になり、どこまで活動を広げて良いのかなど、いろいろと変化してきていること。 

・委員が決まらない。 

・次年度の役員や委員を決めるのに立候補が少なくて困っている。成人教育委員会の活動が思うようにいか 

ず、来年度は休会することになってしまった。来年度以降、再開することができるのか不安。 

・ＰＴＡへの入会が年々減り続けており、存続が心配 

・保護者が忙しく、活動を拒まれる。 

・青少年指導員のなり手がいない。 

・役員決めがなかなか決まらない。特に青少年指導員は荷が重い。 

・コロナ禍の為、委員会においても全保護者会員の参加が難しいため、限られた人数での活動になり、正副 

委員長だけに負担がかかってしまうように思う。 

 

 

Ⅱ.コロナ禍における活動について教えてください。 

 

問６ 今年度の活動で、苦労したことや、工夫したことなどを教えてください。 

 

苦労したこと 

【小学校】 

・校内開催の祭の準備を進めていたが、直前で中止となってしまった。 

・学級閉鎖などで活動スケジュールの変更を余儀なくされた。 

・コミュニケーション不足 

・集まって開催できない話し合い 
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・運営委員会の回数自体を減らしてしまったせいか、各委員からの進捗状況を把握する機会が少なく、一定

期間活動が進まないままだった委員会が発生した。本部がこまめに進捗確認を行い、学校と連絡を取るこ

とが必要と感じたので、来年度は毎月各委員から情報の吸い上げを行うように決めた。 

・コロナの状況が読めず、イベントの企画ができなかった。 

・対面で会えないのでコミュニケーションが取りづらい。ＺｏｏｍやＬＩＮＥ、ｋｉｎｔｏｎｅ を駆使し

ているが難しい。 

・イベント開催の判断が難しい。 

・イベントがなく活動があまりできず、ＰＴＡの集会も短時間になってしまったため、あまり活動について

の議論ができなかった。 

・対面で会議が持てなかったこと。ＬＩＮＥでのやり取りでは感情的になる表現が多く、お互いぎすぎす 

することが多かった。うまく話し合いにつなげられなかった。 

・総会や運営委員会の開催有無の判断 

・コロナ禍の中で何ができるか前例がないため、各委員会にて検討しながら活動を行った。 

・行事が変更や中止になり、その度、お知らせの文書を作成・配付するのが大変だった。 

・役員が集まる機会があまり持てないので、打ち合わせや連絡をメールなどでしなくてはならないことな   

  ど。 

・参加してくださる保護者の減少 

・会議の開催時期、連絡方法 

・例年通りにいかないことばかりだったので、一から考え直さなければならなかったこと。 

 

【中学校】 

・近隣小学校ＰＴＡとの連携行事を計画し、各学校からもＯＫをもらえたが、コロナ禍の影響で開催できな 

かった。代替案として中学校内でのイベントに切り替えて検討してが、それも直前になって実現不可とな

ってしまった。仕方のないことではあるが、各小学校からも喜んでもらえるとてもよいイベントだっただ

けに非常に残念。 

・計画してもその時の状況で実現できなかったことが歯がゆかった。コロナ禍で判断が難しく、どうしても

弱気になってしまいがちだった。 

・行事も中止でなかなか集まらないので、各委員会の仕事が把握できない。 

・コロナ禍により、学年・学級懇談会が開かれず交流が持てない。 

・集まって相談できない。 

・茶話会が一度も開催できず、学級委員の仕事がほとんどなかったこと 

・顔を合わせる機会が少ないため、活動費の受け渡しや、各委員の活動状況などを聞くことができずに苦労 

した。 
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工夫したこと 

 

【小学校】 

・活動するにあたり人数制限を設けて複数回に分ける等の対策を取った。 

・ＰＴＡ総会の会場を２か所に分け、オンラインで繋ぎ、密を回避しての開催を心掛けた。 

・密を避け、人数を制限して活動した。 

・集まる機会を少なくするため、各委員会の連絡方法はグループＬＩＮＥを基本にお願いした。 

・ＰＴＡ本部として公式ＬＩＮＥを作成し、各委員との伝達、本部役員内での情報共有がスムーズに行え

た。書面で開催する運営委員会などについては、公式ＬＩＮＥの配信を活用した。 

・ペーパーレス化を進めるべくマメール(配信サービス)でもＰＴＡ通信を発信した。 

・運営委員会や総会で書面報告のみにしたり、Ｚｏｏｍでのオンライン会議にしたりして、大人数が集まる 

ことを極力減らした。 

・活動報告はラインを活用した非対面方式で対応する工夫をした。 

・委員会が開けないときはメール採決とした。 

・会う回数を減らし、感染対策を学校へ提案 

・来年度に向けての説明文や書類の改定 

・感染対策のため、懇談会での委員決めができなかったため、書面にて立候補を募った。 

・役員募集の仕方を全保護者対象の書面に切り替えた結果、立候補してくださったすべての役員が決まっ   

 た。 

・密にならないように広い教室で活動したり、アルコール消毒やフェイスガードをしたりコロナ感染予防を

した。 

・口頭で会員に伝える時間が取れなかったため、お便りやホームページなどでこまめに活動内容などを伝え

た。また、ＬＩＮＥやＺｏｏｍなど、オンラインを中心にして、密になることをさけた。 

・打ち合わせなどの時間短縮のため、ＬＩＮＥで情報交換をしたり、意見交換をしたりした。また、学校と 

も連絡を取り合いながら、感染状況等によって活動の可否や内容を柔軟に変更した。 

 

【中学校】 

・制服リサイクルを、学校ホームページを利用した。 

・体育祭の保護者観覧が禁止されたため、オンラインでＬＩＶＥ配信をした(演目や各組の得点などの字幕付

き)。 

・運営委員会や定期総会を書面で開催した。 

・委員会に参加する人数を毎回制限した。活動を一部自粛、制限した。 

・対面を少なくして、その他の媒体で意見交換をするようにした。 

・成人教育委員会の講演会は密にならないように、当日は生徒のみ、後日、保護者へ配信した。講演者の日

程の確保が大変だった。 
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・クラスの茶話会は、お菓子を持ち帰りにした。学習会は委員のみの参加にした。何か子どもたちにしたい

と考え始めたのが１２月頃で、学年末に向けて忙しくなる、コロナ禍で密になれない、など制約あるなか

で、委員が装飾したものを通して伝える形になった。 

・「できる範囲での活動」「いま学校に通っている生徒・保護者優先」の２点を軸に活動した。 

・広報委員会の校内紙の発行を、他の委員会の正副委員長の方々にも協力いただき作成した。 

・前年度から転籍、入学された方々は、当校のＰＴＡ活動がほとんどない状態なので、活動については紙面

で会員に配付するなど工夫した。 

 

問７ 学校から PTA 等に、活動の協力依頼はありましたか？ 

【小学校】 

・危険箇所の洗い出し   ・登下校時のあいさつ見守り活動 

・運動会の手伝い   ・運動会の駐輪場の見守り    ・運動会でのライブ配信 

・スポーツフェスティバルの見守りとパトロール    ・保護者の学校参観や運動会の受付 

・交通安全説明会や、授業参観の受付と手伝い    ・課外活動の引率 

・遠足の引率     ・体育館の暗幕や児童の白衣の補修作業など 

・給食終了後の牛乳パックの洗浄     ・校庭の側溝掃除    ・プール清掃 

・草むしり    ・校庭の美化清掃    ・園芸の手入れ 

・今年創立５０周年を迎えるので、ＰＴＡを通して人選し準備をすること 

 

【中学校】 

・校外での学校活動の見守り誘導    ・文化祭の受付    ・合唱祭の手伝い 

・体育祭の受付    ・文化祭での保護者作品展示 

・体育祭での手伝い、見守り、パトロール    ・体育祭の様子を広報紙に掲載すること 

・グラウンド側溝掃除    ・カーテン洗濯ボランティア 

・創立６０周年記念に向けた活動の協力依頼 

  

問８ PTA 等の活動に、オンラインを活用しましたか？ 

（１）活用した  

【小学校】 ２２校    【中学校】  ９校 

（２）検討している  

【小学校】  ４校    【中学校】  ３校 

（３）考えていない 

【小学校】  ７校    【中学校】  ８校 
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「活用した」「検討している」と答えた方に伺います。使用した、または検討しているツールを教えてくださ

い。 

①Zoom 

【小学校】 １６校    【中学校】  ７校 

②Skype    

③Google Meet  

【小学校】  ２校 

④その他 

マチコミ、ＬＩＮＥ、ＢＡＮＤ、ｋｉｎｔｏｎｅ、らくらく連絡網、Google ドライブ、G mail、

YouTube、Google フォーム               

 

問９ オンラインを「活用した」と回答された方に伺います。 

オンラインを、どのような活動で、どのように活用しましたか？ 

 ・委員会ミーティング(活動予定の確認や引き継ぎなど) 

 ・ＰＴＡ総会 

 ・運営委員会、定例会、理事会 

・児童とのイベント打ち合わせ 

 ・公式ＬＩＮＥを使って各委員会代表へ配信を行った。各員会からの問い合わせを、担当者一人の負担にな

らないよう、本部役員で共有できた部分が良かった。 

 ・本部役員内の打ち合わせ 

 ・普段のコミュニケーション 

 ・書類のやり取り、確認 

 ・講演会 

 ・ボランティアの募集 

・運営委員会前の役員会 

 

問１０ オンラインを「活用した」と回答された方に伺います。 

来年度以降もオンラインを活用する予定ですか？ 

（１）はい 

【小学校】 １３校    【中学校】  ８校 

（２）いいえ(未回答含む) 

【小学校】  ９校    【中学校】  １校 

 

「はい」と答えた方に伺います。どのような活動にオンラインを活用する予定ですか？ 

・運営委員会    ・総会    ・委員会の引継ぎ    ・打ち合わせ 

・状況によっては会議をオンラインにと検討しているが、話し合いには向かないのが難点。 

 ・大人数で集まることが難しい場合は、オンラインに切り替えて会議を行う予定。 
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問１１ 講演会について伺います。 

録画やＬＩＶＥ配信など、新しい様式での取り組みをされましたか？ 

（１）これまでどおり行った 

【小学校】   ２校   【中学校】   ３校 

（２）新しい様式で取り組んだ   

【小学校】   ４校   【中学校】   ２校 

（３）講演会は行っていない 

【小学校】  ２７校   【中学校】   １５校 

 

「新しい様式で取り組んだ」と答えた方に伺います。どのような方法で開催しましたか？ 

・YouTube での限定配信    ・アーカイブ配信    ・Zoom 配信    ・ライブ配信 

・PTA だよりに校長先生のあいさつ動画を QR コードで掲載した 

 

問１２ アンケートや申し込みなどの回収や集計作業の簡素化のため、工夫していることや取り組んだことがあ

りましたら教えてください。 

・QR コードの発行    ・Google フォームでアンケート回収    ・BAND 上でアンケート回収   

・LINE アンケート    ・LINE 投票機能 

・PTA 入会申込書や議案書の回収を Google フォームから行った。 

・アプリや HP 上に載せて回答できるように検討したが、実現できなかった。 

・検討したが否定的な意見もあり、改善できなかった。 

 

 

 

Ⅲ.「藤沢の子どもたちのためにつながる会」へ望むことを教えてください。 

 

問１３ つながる会に企画してほしい活動、取り上げてほしいテーマがありましたら教えてください。 

【小学校】 

・他校との交流が持てるような情報交換できる機会を作っていただきたい。可能な限り、対面だとあり 

がたいです。 

また、今後対面が難しくなるようなときに備えて、Zoom などのオンラインでつながる方法の勉強会な 

どもあったら助かります。 

・ネットを利用して、他校と交流する機会などできたらと思います。合同で一つのテーマについて発表をし

あったり、話し合ったりなど。いろいろな価値観に触れられることは心を育てることになると思うので。 

・デジタルシティズンシップ教育の講演会 

・各学校の PTA だより等、つながる会の HP などで見れるようになると助かります。(パスコードつき) 

本来は対面で話せるのがいいですが、各校 PTA と Zoom などでお話しできる機会があればいいなと思いま

す。 
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・他校の PTA 等とのコミュニケーションの場 

・PTA の活動にオンラインを導入し成果を上げている例があればその方法を教えてほしい。 

・時代にあった PTA について取り上げてほしい。 

・いじめ問題、命の大切さ、友達との関わり方、放課後の過ごし方 

・グーグルフォームの使い方、活用講座 

・PTA 未加入者が増えており、様々な状況(PTA 会費減少、役員不足)にどう対応していけばよいのか、アイ

デアや他の学校の事例や、取り組み方法を教えてほしい。また、学級委員としてどんな学年行事をやって

いるのか？そもそも学年行事をやる必要があるのか？（PTA 会費を使うことが目的になっている節がある

のです) 

お金（PTA 会費）の使い道等も教えてほしい。つまり、「新しい PTA のあり方」についてです。 

・PTA 規約について。特に、入会と退会の規定について。 

・プライバシーを保護しながらの広報活動、PTA としての個人の写真などの取り扱い方。どこまでが許容範

囲なのか？子どもたちの背中ばかりの広報紙ではさみしいとの声が多いため。 

・他校のよい取り組みなどの事例の共有 

・PTA に求められていること 

・PTA、PTA 以外の保護者会において、会に関わる意思確認(任意確認)を毎年行っているか。任意に対する

考え方や取り組み方を、他校のやり方を聞きたい。 

 

中学校 

・学校サミットの提案 

(生徒会がどんな企画をして実行しているのか、PTA はそれらをどうサポートしたら良いのかなど) 

・年度末に各学校の取り組みを共有し、PTA 活動の活性化を図る。 

・ICT 活用についてのノウハウ共有はあっていいと思います。今年度いろいろ試したので、あれが良かっ

た、これはイマイチ、セキュリティ面の不安など、話し合ってみたいです。 

・支援学級の活動は見えにくいため、WEB や紙上などで記事など読めるといいと思います。 

・PTA 役員の選出方法 

・対面での座談会(先生方も参加) 

・不登校児童について 

・役員や委員でもない保護者も参加できるようなイベント 

・保護者が参加したくなる PTA 活動 

・青少年指導員の任期を単年度にする。また、PTA 推薦の指導員は、その学校の保護者でなくても推薦でき

るように、青少年課に要望する。 

・グーグルフォームの使い方、活用するための勉強会 

・コロナ禍でも行える PTA 活動 

 

問１４ つながる会へのご意見やご要望がありましたら、ぜひご記入ください。 
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・イベントのお知らせを現在のように１部のみではなく、保護者に配付できるように印刷済みの状態でいた

だけると告知しやすい。または告知 URL をいただけると、学校へ依頼して保護者メールに掲載してもらえ

るかと思う。 

・今年度実施した交流会を、年２回は実施をしてほしい。 

・YouTube での研修会の配信、ありがとうございました。 

・いつもありがとうございます。来年度もよろしくお願いいたします。 

・藤沢市内の小学校の PTA と交流・意見交換をしてみたいです。それを基に改善すべきことなどの参考にし

たいです。 

・未来を担う子どもたちのためにつながることが、いろいろな形でより良い環境になればよいと思います。 

・役員にならないとつながる会の存在を知る機会があまりないように思うので、周知が必要ではないかと思

う。 

・いろいろな「つながり」が実現できたらいいな、と思っています。よろしくお願いします。 

・引き続き、情報発信・共有をしてもらいたいです。 

・つながる会の保護者へのアピールが足りないように思います。HP を見てもらえるようなチラシを定期的に

配付したりしてもいいのではないでしょうか。 

・年度初めに、つながる会のチラシを各 PTA に配付して、活動の PR があったらいいなと思います。今回の

アンケートで存在を知ったので。 

・藤沢市内 PTA として、オンライン活用方法をまとめてほしい。各 PTA の力量に任せるのではなく。 

・コロナ禍でいろいろと制限がある中でも先生方や保護者同士のつながりで子どもたちのために何かできる

こと、子どもたちが充実した環境にいられることを希望します。 

 

 

 

ご協力ありがとうございました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「つながる会にいただいたご意見より」につづく 
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つながる会にいただいたご意見より 

 

・他校との交流が持てるような情報交換できる機会を作っていただきたい。可能な限り、対面だとありが 

たいです。 

・他校のＰＴＡ等とのコミュニケーションの場  

・年度末に各学校の取り組みを共有し、ＰＴＡ活動の活性化を図る  

・対面での座談会（先生方も参加）  

・藤沢市内の小学校のＰＴＡと交流・意見交換をしてみたいです。それを基に改善すべきことなどの参考に 

したいです。  

 

昨年度もコロナ禍において活動が難しい状況が続きましたが、「保護者と教職員との交流会」を開催する 

ことができました。また、ＰＴＡ研修会の収録の際に少数ではありましたが保護者の方にもご参加をいた 

だき、情報交換の時間を設けました。  

今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症等の状況を見極めながらになりますが、できる限り

「対面」での情報交換会を企画してまいります。 いろいろな学校の保護者と教職員、保護者同士の交流を

通じて情報交換ができる場を提供してまいりますので、ぜひご参加ください。企画の情報につきまして

は、各校にお知らせをお送りするほか、ホームページにも掲載いたします。また、マチコミのご登録をい

ただければ、そちらからもお知らせいたします。  

 

 

 ・今後対面が難しくなるようなときに備えて、Ｚｏｏｍなどのオンラインでつながる方法の勉強会なども 

  あったら助かります。  

・ＰＴＡの活動にオンラインを導入し成果を上げている例があればその方法を教えてほしい。  

・グーグルフォームの使い方、活用講座  

・ＩＣＴ活用についてのノウハウ共有はあっていいと思います。今年度いろいろ試したので、あれが良かっ 

た、これはイマイチ、セキュリティ面の不安など、話し合ってみたいです。  

 

  オンラインについては各校の PTA が活用について模索していることと存じます。つながる会では、昨

年度 2 月に全校交流会をオンラインで行いました。  

オンラインの活用をどのようにしていけばいいのか？などの問い合わせを多数いただきましたので、今

後オンラインの活用を題材にした勉強会を検討しております。開催が決まりましたら、各校にお知らせい

たします。 
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 ・イベントのお知らせを現在のように１部のみではなく、保護者に配付できるように印刷済みの状態でい 

ただけると告知しやすい。または告知ＵＲＬをいただけると、学校へ依頼して保護者メールに掲載して 

もらえるかと思う。  

・役員にならないとつながる会の存在を知る機会があまりないように思うので、周知が必要ではないかと 

思う。  

・引き続き、情報発信・共有をしてもらいたいです。  

・つながる会の保護者へのアピールが足りないように思います。ＨＰを見てもらえるようなチラシを定期 

的に配付したりしてもいいのではないでしょうか。 

・年度初めに、つながる会のチラシを各ＰＴＡに配付 

して、活動のＰＲがあったらいいなと思います。今回のアンケートで存在を知ったので。  

 

貴重なご意見をありがとうございます。  

昨年度は 7 月につながる会の広報紙を全戸に配付させていただきました。この他にもつながる会の 

イベント情報はＨＰで周知したり、ご登録いただいた方には「マチコミ」でお知らせしたりしていると 

ころですが、なかなか周知が進まず、大きな課題であると捉えています。各校で PTA 活動等に関わっ 

ている保護者の皆さんに事業にご参加いただき、口コミで情報が広がるのがいちばんの効果的な発信で 

あると考えております。どうぞよろしくお願いいたします。  

各校に配付するお知らせには、申し込みＱＲコードと共につながる会のＵＲＬも記載していますの 

で、ご利用ください。  

  

 

  ・PTA 規約について。特に入会と退会の規定  

・PTA、PTA 以外の保護者会において、会に関わる意思確認(任意確認)を毎年行っているか。任意に対す

る考え方や取り組み方を、他校のやり方を聞きたい。 

 

各校の PTA の事情や考え方もあり、難しい問題であると思っています。情報交換等を通じて、良い 

 解決方法を見つけていければと思います。  

 

 

 ・YouTube での研修会の配信、ありがとうございました。 

  

ご視聴していただきありがとうございます。つながる会のＨＰ上に昨年度の研修動画を掲載しておりま 

すので、各校での活動にお役立ていただければ嬉しいです。 
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 ・いつもありがとうございます。来年度もよろしくお願いいたします。  

・未来を担う子どもたちのためにつながることが、いろいろな形でより良い環境になればよいと思いま 

す。  

・いろいろな「つながり」が実現できたらいいな、と思っています。よろしくお願いします。  

・コロナ禍でいろいろと制限がある中でも先生方や保護者同士のつながりで子どもたちのために何かでき 

ること、子どもたちが充実した環境にいられることを希望します。  

 

つながる会の活動にご理解とご支援を賜りありがとうございます。 子どもたちの健やかな成長のため  

にどのような環境が必要なのか。保護者と学校が一緒になって「みんなで考え」「みんなで話し合い「み 

んなで実践していく」、そのようなつながりを築いていけるよう、つながる会が架け橋となって取り組ん 

でまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 


