
コロナ禍におけるＰＴＡ活動のアンケート
自由記述まとめ

※ できる限り自由記述文をそのまま掲載することに努めましたが、団体や個人を特定する
表現、及び不適切な表現については、一部削除したり省略したものがあります。

Ｑ６ コロナ禍でのＰＴＡ活動で工夫したこと（２４１名）

１コロナ対策（3密・消毒・検温）
○月に1度の定例会議を毎回行う為、昨年度までの場所を変え密を避けた。
○基本的な事ですが、ソーシャルディスタンスが確保出来る場所を考え行事を行います。
○運営委員会などは換気と間隔をしっかりとる。
○2週間前からの検温
○密、長時間は避けて出来ることを工夫する。
○会議は例年会議室で行っていましたが、体育館で行いました。
○受付業務では、出入り口の消毒設置、名簿確認は担当者のみが行い鉛筆の使い回しを
避ける、資料は手渡しせず各自取ってもらうよう声かけする
○密の状態を避けるため体育館で椅子の間隔を大きく取り、換気をしながら、短時間で
終わるようにした。
○行事の参加人数を制限し、マスク着用、距離を保つ、換気する、アルコール消毒をす
る、等の感染防止対策をしている
○学校での検温実施、換気等
○学校で集まる会議では、マスクを着用し座席の間隔を広く取り、十分な換気をして出
来るだけ短時間で終わらすなど、感染防止の徹底に心がけました。

２LINE・メールなどの活用
○広報はほぼメールなどで実施。なるべく集まらないようにしている。
○学校で委員が集まる事を避ける為、各委員会でLINEグループを作り、極力LINEを使っ
て業務を進める。
○広報、文化・校外等の委員会はLINE等を活用し会合を持たない形で実施した。
○委員会はコロナで見通しがつかないため、委員会で初顔合わせ時に、全員でLINEグル
ープを作成○しましたので、緊急に対してはこのLINEを活用予定。
○役員さんとの打ち合わせは対面ではなく、グループLINEにて行っています。
○PTA役員及び各委員会活動の中止や回数を縮小・LINEによる連絡の強化
○コロナの関係で変則的な事が多い上にコミュニケーションが取りにくい状況なので、
グループラインで情報を共有、コミュニケーションを取っております。
○直接会わず電話やメール等で報告連絡をしました。

３集まりの人数削減
○役員会を最小限の人数だけで広い部屋で間隔を広く取って行いました。
○少人数で集まって打ち合わせをする際にも、必ず密を避けて行っています。
○密にならないように少人数での消毒作業。
○感染予防のため、一度に集まる人数を制限。
○時間帯を分けて少人数で会議を行いました。
○活動する委員会においては 委員さん方に参加できるか要望をお尋ねし、できる方の
み（少人数）で活動することとしました。
○常任委員会、役員会の開催数を減らし、また、参加人数も減らした。

４書面の活用
○各部会から部員への今年度活動方針説明配布
○セミナー開催のかわりに紙面による親子で参考に出来そうなサイトの紹介等をした。
○本来であれば人を集めて講義をする形式を、質問を募って講師に回答していただき書
面で配布する
○大勢で集まらない様に、役員選出もなるべく紙面で行いました
○できるだけ書面で行う。家庭教育セミナーの代わりに教育委員会作成の動画を各家庭
で視聴してもらうことにした。
○家庭教育セミナーを全世帯への紙面配布とした
○書面での賛同の了承・簡略化



５活動内容の削減・見直し
○委員会の回数を減らして行った。
○毎年２月に行われていた『〇〇こどもまつり』の中止を決定しました。
○地域の一斉パトロールが中止になったため、地域委員が各自で担当地域のパトロール
をした。
○工夫は無いが活動を必要最低限に抑えている
○各部の仕事内容を大幅に見直し、コロナの事を生かし、皆が参加しやすくするように
変えていく。
○毎年開催の会議であっても内容や必要性を見直しました。
○ＰＴＡ新聞→2回発行から1回へ、資源回収→作品展開催時に持ち込み、制服リユース
→希望票を事前提出し、作品展開催時に受け取り、冬のパトロール→個別パトロール
文化委員会のセミナー等の開催は見送り、保護者アンケートを学校新聞に掲載
○委員会の仕事を見直してもらった。
○給食試食会を廃止→HPへのメニュー写真の掲載
○行事、イベントは今後も名古屋市の地域感染レベル2が予想されており、開催出来てお
りませんが、野外で行う「0の日の登校指導」を実施し、子どもたちを見守る活動を通し
て、PTAと先生方が一体となるよう活動を行っております。

６オンライン（Zoomなど）の活用
○SNSを使った役員同士の話し合い又は会議、セミナーの集まりをオンラインで開催
○打ち合わせは可能な限りオンラインにする。
○時期的に総会及び第一回実行委員会が開催出来なかったため、新メンバーの顔合わせ
としてオンライン（ZOOM）で開催。
○家庭教育セミナーを人を集めず、資料とネット動画
○セミナー、会議はzoomで行う。
○極力オンラインで済ませれるよう行動した
○家庭教育セミナーをYouTubeで行った
○音楽祭の動画配信の検討
○1学期期間中は月例役員会をオンラインで行った。

７集まりの回数削減
○委員会の回数を減らして行った。
○成人委員の活動として年２回行っていたセミナーを１回にしました。
○各委員長さんは文章での活動報告のみで、学校へは来て頂かない事にしました。
○部長会、全委員会は必要な時に招集するようにしました。
○会議の回数を減らし、都度メールにて連絡確認を行った。
○会議の精選

８委員の選出なし・削減
○今年度は各学級委員の選出をせず、役員で活動することにした。
○学級委員の選出をやめ、活動を自粛した。
○親同士の接触が多くないように、今年度はクラス役員決めをしなかった。
○今年度は学級委員の選出をしなかった為、運営委員全員で参加し、色々な意見を出し
合いました。
○PTA委員の募集の停止。
○PTA委員を選出しなかったため、役員のみで行えることのみを実施。
○立候補者のみを役員に選出。

９時間短縮
○集まる時には密にならないように、なるべく短時間で済ませるようにした。
○制限時間を設けてなるべく時間のかからないよう声掛け。
○集まってからの時間短縮

１０組織変更・PTAのあり方の見直し
○全委員会の廃止、各部部会の分散開催
○今年度は活動が少ない為、選任委員を各クラス１人の学級委員選出とし、全員で成人



・広報・校外の行事を行って頂くことにした。（執行部役員もお手伝いに入っています）
○専門部での活動を縮小、例年は広報・成人教育・校外と分かれて活動するところを校
外のみとした。
○委員の所属を決めず、役員のみで活動している。
○各委員会の活動縮小のため、委員長を決めず役員主体の体制とした。
○先が読めない「状況」に合わせて、事業や組織を柔軟に変化させること。
○PTAの簡素化
○学校行事に基づく受け身の活動であったのを能動的にアイデアを出せるような組織に
変革する取り組みなど

１１活動自粛・なし
○専門部会の活動を中止し、広報誌は執行部で発行した。
○感染リスクを避けるため、運営委員以外の一般の学年委員さん達の学校内での活動を
一切行わないことにした。
○工夫はないが必要最低限の活動にした
○最低限度の回数にした
○極力、会合をなくし通例を廃して簡素化を行った
○イベント開催を減らした
○活動の自粛。
○広報と教養委員の今年度の活動は無しとした。
○コロナ感染リスク回避を最優先とし、活動は全て中止としております。

１２会費減額
○会費を休校期間中は徴収しないこととした
○2020年度は会費を徴収せず、活動しないという方針としました。
○市から活動停止の要請があり、活動はほとんど出来なかった。そのため、PTA会費を８
月分まで徴収しなかった。

１３委員選出のくじ引きを代理で
○学級委員決めを役員によるくじ引きで全て決めた。
○学級文庫の図書の充実、学級委員の選出を執行部役員が代理で実施（くじ引き）
○学校が休校中に、教頭先生のご提案で、PTA学級委員が所属する運営部の割り振りを、
書面で希望を取った上で、最終決定を役員のくじ引きで行いました。

１４交通当番の旗を回さない
○旗当番は、旗の持ち回りを止めた。

１５PTAの周知活動
○役員、委員の活動ができなかったため、活動内容を会員に周知するためPTAの組織図や
紹介文書
○常任委員募集の案内を配付する際、仕事内容(仕組み)を、わかりやすく説明した資料を
新たに作成し添付した。

１６その他
○「子供たちへエールを送ろう！」企画を考え、運動フェスタに来られる保護者が声を
出さずに応援できるよう「運動フェスタうちわ」を作成し全家庭に配ります。
○先生方や役員との連携をこまめに取り合う。
○休校開け早々に、児童全員分のフェイスシールドをPTA役員+10名程度の保護者で手作
りしました。
○夏祭り等の活動は中止とし、余剰の会費にて消毒薬などを寄贈。
○中津川キャンプ中止に伴い、夜のキャンプファイヤーを何とか体験させてあげたいと
いう先生方からの相談を頂き、消防団をはじめ地域のみなさんのご協力の元、運動場で
実施することができました。
○あいさつ運動の手話化
○夏の下校に使うネッククーラーの購入
○行事にかわり、教室の消毒作業のお手伝いを積極的に行ってきました。



コロナ禍におけるＰＴＡ活動のアンケート
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Ｑ７ 新型コロナ禍でのＰＴＡ活動として困ったこと
（２３８名）

１集まれない・活動できないこと
○初めてのPTAそして母代になったのですが、学校のPTAの方と集まる機会が一度も
ないので、PTAの事が全くわかりません。
○お母様が楽しみにしていらっしゃるクラブ活動ができませんでした。
○家庭教育セミナーの参加希望者が激減し、開催に至らなかった。
○体育館が使用できない為、保護者のバレー部、卓球部の活動ができなかった。
○他の母代の方達とも１度も会えていないまま、会議が無くなってしまっている。
○総会やセミナー、給食試食会など、多数が集まるイベントが実施できない（三密
を避けた広い部屋がない）
○予定が白紙になり、文書の作り直しなど、自粛期間中に集まれない状況で行うの
が大変だった。

２引き継ぎの困難・不安
○今年度活動がほとんどできていないため、来期への本部役員の引き継ぎが心配。
○多人数の集まりを避けるため、PTAの中心となる行事をいくつも中止しました。そ
のため、例年の活動内容を知らない状態で、来年度新委員さん方に引き継いで行か
なくてはならないことが心配です。
○中止せざるをえない行事があり、来年度以降の引き継ぎに影響が出てしまうこと。
○新年度の委員総会も行うことができ、委員会もいよいよ始動となりましたが、コ
ロナ対策も考えながらの活動となるので困ったことというよりも不安の方が大きい。
○役員期間は2年だが、今年活動していないため、どのように引き継いでいくかが不
安。中止になった行事やイベントが多く、仕事内容の引き継ぎが出来ていない。

３コミュニケーション・意思疎通が難しい
○役員・保護者とのコミュニケーションがとれなかったこと
○集まる機会が少ないので、顔の認識が出来ない。新PTA役員さん、先生の顔（今年
は校長が代わりました）がわからない事など。
○例年は教室に集まって行う会などをLINEなどで簡略化したが、意見がなかなか出
ず、まとまりにくい。
○集まりがないので、役員さんを知らない人がいる。
○全体で集まることができず、役員同士で協力して取り組んでいくことが難しい。
○活動するにあたり、役員のみの意見や考えで動いてしまいがちだった。先輩役員
や委員経験者の意見も汲むことが必要だと感じた。

４活動実施の判断が難しい
○社会見学を計画したが実施するかしないかの判断をいつ頃するか。家庭教育セミ
ナーの開催の有無
○人を集めていいのか、どこまでの活動なら取り組んでよいか判断が難しかった。
○賛否両論ある中で、PTA活動自体をやってもいいのか。また、何かをやろうとして
も、会議が簡単に開けず、皆さんとの意思疎通が難しい事。
○行事を開催してコロナに感染した場合、誰が責任を取るのかと考えると中止にす
るべきだという意見が多くほぼ中止としました。
○集合形式による役員、教職員との会議の開催の可否
〇市の決定に準ずることと学校判断の区別

５ 例年と違う対応が必要
〇例年とは異なる方法で進めていかなくてはいけないこと
○活動が例年通りに行えず、延期にしたものの開催の見通しもたたなかった。
○休校に伴い、次年度委員が未定のままで新年度が始まってしまい、委員選出の時



期が遅くなり保護者の皆様にご迷惑をおかけした。
○例年通りではないので、臨機応変に対応しなくてはいけないこと。
○例年通りの活動ができないので、前年度を参考に動けない。全てを手探りで決め
ていくために、話し合いが必要なことも多いのに、集まりにくい。最終決定したこ
とにも不安を感じる。

６次の役員・委員の選出
○今年活動をしていないので、来年の役員や委員決めをどのようにしたらいいのか
について困っています。
○今年はほぼPTA活動ができていないため、次年度の役員決めは難航しています。
○今年度の活動がないので、新しい役員へ一緒に活動しながらの引き継ぎができな
いので、来年度に新しい役員の方がやり方がわからないで、やらないといけなくな
るので、大変そうです。
○次期常任委員の選出も保護者の交流がないため、例年のようにスムーズにできな
い。イベント中止のため会員との交流が減り、次期役員勧誘が難しくなっている。
○メールでやり取り出来るので、活動自体は問題ないが、出会う機会が無いので、
次年度の各部長になってもらえる方を新たに見つけるのが困難。

７見通しが立たない
○学校行事もなくPTA活動もできない状態で、今後の活動の検討に困っている。
○先行きの予定が立てにくい事と、集まることが困難な事。
○先の状況が全く読めないため、行事の予定や集まりも計画していいかどうかの判
断が難しい。
○PTA活動が未定・中止になるため、予定がたたない。1学期休校になったため、常
置委員の仕事を役員が代わりに代行した。
○コロナの状況が1ヶ月先のことさえわからないので、PTAの慣例行事を開催するか
中止とすべきか、役員全員でいつも悩む。

８親睦・交流ができない
○会員相互の親睦を深める事が難しい。
○交流を目的とした活動ができないこと。
○イベントがなくて、学校側、他校PTAと交流を図ることができなかった。
○集まる機会が無く、会員同士の顔合わせが出来ないままであること。
○学級委員選出や、不安に思う父兄の意見交換の場を持てなかったこと。

９コロナ対策
○感染が収束していくのか拡大していくのか読めず判断が遅れてしまった。
○徹底対策はしていますが、確実に大丈夫とは言えないので、答えに困りました。
○感染対策としてどのような対応が必要なのか正しい情報を集めること、実施方法
を考えていくことが大変だった。
○先の見えないコロナ対策をいつまでしたらいいのかわからず、委員活動も何がで
きて何ができないのかの判断がつけづらかった。それを委員の方にどう伝えたらい
いのかわからず困りました。

１０連絡の困難
○全委員会が出来なかったので、連絡先を入手するのにひと手間でした。メールな
どでやりとりするのは便利ですが、連絡先の扱いには神経を使います。
○学校に出向く事自体が出来なかったので連絡事項の遅れなどが生じた。
○小学校は、学年末に次年度の学年委員を決めますが予定が何度も中止になり、常
任委員とLINEの交換をしてなかった為連絡を回すのに苦労しました。
○新年度スタートで、新任の役員、各委員会メンバーによる連絡交換で時間が掛か
った。面直であれば多分抵抗がない事が、オンライン上となると、個人情報など連
絡ツールでの交換に難色を示されたり、連絡先がなかなか分からなかったりした。
○PTA役員と各部員さんの繋がりを(連絡する手段)集まる事なく書面以外で繋ぐ事の
難しさを感じております。

１１ 活動の見直しの機会になった
○来年度以降も、大勢で集まることが困難になる可能性があるため、これまでのPTA



組織や行事のあり方を見直していく必要がある。
○活動しない事で困る、不憫に感じる声を頂く事がありません。来年度より不要な
活動を減らし、保護者により負担のないPTA活動にしていく良いきっかけとなりまし
た。
○困った事はないが、不要な活動が浮き彫りになった事は良かった。
○意外と困っていないのでPTAの活動方法を変えていく良い機会かもしれません。
○必要な活動だけに厳選されてきたので良かったと考えてます。

１２例年との不公平感
○今までの活動が出来ない事が前期までの方との不平等感がある。
○今まで通りの活動を維持しつつ密にならない事を気を付けながら形を変えてやっ
てもらうこと。
○部によって仕事内容を分けて活動していますが、文化厚生部の担当行事がほぼ中
止になってしまいました(給食試食会・講習会など)。仕事のある部とない部の差があ
るので、役員のなかで不公平感を感じる方がいるのではないかと懸念しています。

１３広報紙
○PTA新聞の取材活動ができないこと
○学校行事の中止が多いので、広報紙の紙面を埋めるのに広報部が苦労しています。
○年2回発行していた広報紙が、年1回（3月）発行になったこと
○保護者が学校行事への参加が出来ない為、年１回発行のPTA新聞作りに必要な取材
等が全くできてない。

１４感染リスクの考え方の違い
○コロナに対する考え方や環境が人それぞれなので、一番安全策を考えると、結局
何もしないことが一番安全となり、ほとんど活動できなくなること。
○コロナに対しての温度差に個人差があり、規模を縮小・オンライン化など、形態
を変えて行おうとしても、意見がわかれ、結果リスクを避け全ての活動が中止にな
ってしまうこと。
○コロナを理由にPTAの会議に１回も参加して頂けない方がいる。
○人によってコロナに対する思いが違うため判断が難しい。

１５学校との連携
○変化を期待する「保護者」と変化を求めない「学校」との協調の在り方。
○家庭教育セミナーもPTA新聞もほとんどの作業がオンラインで行える為、困ること
は少ないが、運営委員会をオンラインで行っても、学校とオンラインで繋がれない
ため、教頭先生とは別途調整が必要になる点。
○あいさつ運動や地域のパトロールなども行っておらず、学校とPTAとの関わりが例
年より薄い感じは致します。

１６その他
○休校期間中の会費の取り扱い、総会の紙面開催など、過去に例のない判断と対応
が必要だったこと。また本校PTAは任意加入だが、入学のタイミングでアピールでき
なかったため、新規登録の出足が鈍かったように感じる。
○会費を減額したが、予算執行の見通しが立たない部分がある。
○学内の事はLINEで決められる、進められる事項が多いが、地域に関する事は地域
によってやり方が違ったり、地域の方々のご意向を確認する必要があったりでLINE
だけでは難しい点も多いように思われる。
○清掃消毒ボランティアをPTAにて行うことには疑問が残る。感染対策は理解出来る
が、PTAといえども感染の知識はなく、実際その学校に通っている子供の親であるた
め、結局感染が広まってしまう。
○家庭教育セミナーは、日程を1ヶ月ずらしたけど、例年は授業参観後に開催してい
るので、誘いやすいが今年度は授業参観もないため、なかなか参加者が見つからな
くて苦労しました。
○校外委員の活動。他の委員は休止できても、登校時の旗当番を決めるなど、学校
再開時変わりなく旗当番をできるよう、どうしても引継ぎ業務が必要だった。
○PTA活動が無くても、学校活動は成り立つと多くの人が思ったこと。



コロナ禍におけるＰＴＡ活動のアンケート
自由記述まとめ

※ できる限り自由記述文をそのまま掲載することに努めましたが、団体や個人を特定する
表現、及び不適切な表現については、一部削除したり省略したものがあります。

Ｑ８ 今後のＰＴＡ活動の予定（１９２名）

１ＰＴＡ活動の見直し・負担軽減
○単P全体や、各部の活動内容を精査し、必要なものは残し、無くても済む物や簡素
化出来るものは今年度中に改革する。例年通りの活動に戻ると、考えて改革する時
間的余裕がないため。
○PTA活動（役員等）が自発的にやりたいと思えるような場所にしたいと思っていま
す。PTA活動を再度見直す良い機会になったと思います。PTAは必要だと思います。
○PTA活動の縮小、役員決めのやり方について議論
○PTAの学級委員選出を取りやめ、行事の手伝い等必要に応じて募集する方法に切り
替えていくことを検討している。
○コロナのおかげで不要な活動が洗い出せたので、今後も必要な活動と不要な活動
をきっちり仕分けして、不要と判断した活動は徹底して廃止していく。
○コロナ以前のような活動は出来ないかもしれないので、今年度のような形で各部
の活動を縮小して今後も活動していくつもりです。
○コロナの収束の目処が立たない以上、活動内容の仕分けやオンラインでの開催な
どは必要と考えます。
○まずは安全第一を考えて活動したいと思います。これをきっかけにＰＴＡ活動も
なくていいものは中止にし、精査することができました。
○最小限の人数で有効的な時間の使い方を工夫するべきだと思います。

２できることを考えたい
○役員会などを出来る範囲の回数で。
○コロナ禍で、来年度以降活動が元に戻るかわかりませんが、活動ができる範囲で
少しずつできたらと思っています
○コロナ禍において、PTA学級委員の負担が減ったという面では良かったのかもしれ
ないが、もう少し 子どもたち学校の為に何かできないか考えないといけないと思う。
○子供のために何か動けたらと思ってます。何か楽しい企画を考えたりする予定。
○できる範囲でできることをしていく
○現在の新型コロナの状態を考えると、収束するまでかなりの時間がかかると考え
ます。感染対策をしながら、最低限度のPTA活動しかできない様に感じられます。
○保護者も先生方も、状況に応じて出来る事を出来る範囲で活動していければと考
えています。ただ、簡素化するのではなく、子供の成長や学校生活に何が必要かを
考え活動内容を決めていきたい。
○今後どのような状況になろうと、PTAとして今何ができるのかを常に考えて、学校
と連携しながら、活動を進めていきたい。

３オンライン（Zoomなど）の活用
○対面なしの会議の継続
○オンラインでの会議等を活用して時間効率を高めて活動をスリム化出来たらと思
います。
○積極的にオンラインを使用した委員会、PTA活動の棚卸（慣例的な行事は省き、必
要な活動のみにしていく）、不測の事態での連携
○オンラインやLINEでできることは移行してもいいと感じました。
○学校開放（参観）の代わりに動画、画像の配信を検討できないかなど。
○コロナの状況によるため様子見になっているが、オンラインでの集まりや話し合
いが好評なのでそちらに力を入れれると良いと思う
○オンラインを活用しながら会員に情報発信できればと考えている。

４ＰＴＡ活動の工夫
○各委員の活動に少しでも気楽に参加でき、立候補をしやすいような工夫をしたい。
○学校の感染症対策に準じてPTA活動を実施していくとともに、対面による活動の必
要性に応じて、活動を手法を見直していきたい。



○子供たちが楽しめる行事や活動を再開するために、どのような感染対策が必要か
を子供たちに意見を聞こうと思っています。
○来年度、『〇〇こどもまつり』が開催できる状況になっているかはわかりませんが、
食品を扱うブースもあるため、Withコロナという状況で開催できるような形はない
か話し合っていきたいと思っています。
○規制で活動ができない場合の在り方について。
○通信環境の向上。
○PTA総会や全委員会をどのように行うか。

５SNS・WEBなどの活用
○webを活用した取り組み、親子が自宅で参加できる講演、イベントなどがあればと
思っています。
○BANDアプリの活用。執行役員一人一人が誰がなんのために今何をしているかちゃ
んと把握するため。
○現状が続くとなると、保護者の学校への訪問は引き続き制限されるため、子ども
たちの様子を知ることはできず保護者として不安は募る一方です。WEBを用いた授
業参観など不安を少しでも減らすための取り組みをＰＴＡでも行っていきたいと考
えております。
○広報紙作成など、集まることなくLINEなど活用できるものは、出来るだけ活用し
て、集まることの負担を少なくする。

６以前の活動に戻したい
○今まで通り活動か早く出来ると良い。
○特にないが、早く収束して以前のように日常生活が送れる為に協力できることが
あれば協力したい。
○薬が開発されると、ある程度、従来に戻ると思われるため、例年行われてた活動
を、感染対策しながら活動していく予定。
○コロナウィルスの状況を見ながら、従来の活動に戻していく。
○例年通り行う予定だが、今のところは未定。
○活動範囲が規制されなければ、例年通りのイベントを行いたい。
○上記のような子どもの安全に関わることなどは極力今まで通り活動していく予定。
○withコロナを視野に入れながら、例年の活動を再開していく

７コロナ対応
○今回のコロナ禍のような突発的な事態に対応出来るようPTA規約の改正を検討
○コロナありきで全て考えていく。
○コロナでも会議やセミナー、広い場所（体育館）も会議場所として考えている。
○感染症との上手な付き合い方。
○コロナ感染予防対策もしつつ、少しずつPTA活動を再開していければと思います。
○新型コロナ対策のもと、できるだけ前向きな活動をしていきたいと思っています。
○教育委員会からの通達に沿った活動はもちろんですが、専門家の意見など参考に
し、対策に努めていきながら、その中で、地域の役付の方々や父兄・学校と相談し
ながら、学校行事・地域行事・子供達の活動を支援していきたいと思います。

８イベント
○家庭教育セミナー(1月、2月)
○来年度の家庭教育セミナーは、室内ではなく野外でのフィールドワークなどを検
討している。
○（私個人のやってみたい企画ですが）避難所体験訓練。
○郊外学習等が中止になった場合にPTAとして子供達にしてあげられる事はないか？
デイキャンプなどを検討していきたい。
○地域美化、花いっぱい運動の球根や苗を購入するためのバザーを開催しています
が、近年、お中元やお歳暮の廃止、結婚式引き出物のカタログ化、ネットフリーマ
ーケットの普及などで、家庭の不用未使用品が減り、バザーの売り上げが芳しくな
い。そのため、どう売り上げを伸ばす妙案を検討中です。
○今年度、もちつき大会が出来なかったので、来年度は開催したい。

９委員役員の削減



○委員の数を減らす事を考えている。
○来年度も今年度のように、「密を避けた活動」になりそうです。その中でも子ども
たちとの活動や子どもたちのための活動を行ができるよう、役員の数を少なくして
いく必要があるかもしれません。やれることは少なくなるかもしれませんが、でき
るだけ行えるように努力したいです。
○コロナがでたら休校になったり、また第三波がきたら休校や行動制限などが繰り
返されると予想されるのならば、イベント等の担当の教養委員の選出は見送ろうか
と思っている。
○各委員会の慣例化していた活動をコロナを機に見直すきっかけになったので、それ
ぞれの委員会の簡略化と人数削減をします。

１０書面の活用
○来年度以降も総会は紙面開催にする予定。
○PTA 総会を書面審議に変更して行ければと思います。（評判が良かったため）
○校長の承認が得られれば、総会は書面で執り行いたい。
○PTA総会は来年度も書面にて行います。
○密にならないように、紙面で行えるPTA活動は紙面で行う。
○PTA 総会を書面審議に変更して行ければと思います。【評判が良かった為】

１１学区・交通安全
○生徒の交通マナーの向上の為、交通指導などの活動を増やしたいと思っています。
○学区合同パトロールや、ベルマーク収集など児童の委員会活動との共同開催につ
いては、引き続き継続していきたい。
○保護者の方々が1番必要だと思うPTA活動は、子供の健康と安全を守る活動である
事を再確認できた。これからも交通安全や保健系を中心に単Pとして活動を行ってい
きたいと思う。
○あいさつ運動、地域のパトロール。

１２その他
○来年度の役員（執行役員）への引継ぎをどうしようか悩んでいる。今年度何も行
事のお手伝いをしていない状況で、文章だけの引継ぎで伝わるのかどうか。来年度
も同じメンバーで執行部を運営したほうがいいのか。
○新しい役員へ引き継ぎが出来なかったので、今まで、執行部の経験があるかたに、
もう一度、執行部をやってもらえないか声かけしたり、役員経験者をリストアップ
して、活動をするときはお手伝いしてもらえないか、お願いしたいと思ってます。
○今年はあいさつ運動の際に｢グランパス｣と｢あいモン｣が来てくれるので、一緒に
あいさつをして、子どもたちを応援してあげたいです。
○日々の子どもたちのためできること、学校に協力できることでやりがいを感じた
方が多かったトイレ掃除を、授業参観と合わせて行うと参加のしやすさや、衛生度
も上がるので今後も考えてみたい。
○オヤジの会の立ち上げ準備中。
○１つの場所に集まらなくてもできるような、おやじの会のレク。
○子どもたち・保護者の心のケア
○コロナ禍の活動自粛で区・市などで活動することがあまり意味を成してないなと
実感したので、役員さんの負担軽減のため以降の集会参加の調整をしていこうと考
えています
○スポーツフェスティバルなど小規模な学校行事にもできるだけ参加していく。
○活動ができなく、余った予算を小学校の子供たちの為に使用する。
○活動を縮小することで親の負担は軽減されるが、思春期である子どもたちの様子
を少しでも見守ることがPTA行事、活動ならばやはり寂しい思いもある。
○PTA自体継続が難しくなりつつある。少なくとも来年度体制を決めることは、出来
ないと考えている。



コロナ禍におけるＰＴＡ活動のアンケート
自由記述まとめ

※ できる限り自由記述文をそのまま掲載することに努めましたが、団体や個人を特定する
表現、及び不適切な表現については、一部削除したり省略したものがあります。

Ｑ９ 名古屋市ＰＴＡ協議会に期待することや希望すること
◆活動のやり方の見直し （１７２名）

１オンライン（Zoom）などの活用をしてほしい
○集会はオンラインで行っていただきたいです。
○これまで会場で開催されて来ました講演会を、全てオンラインにしていただける
とありがたいです。お忙しい委員さん方にもご負担が少なく、こちら側としても参
加のお願いがしやすくなります。また、決められた委員さん以外の方にもご視聴い
ただくといいのではないかと感じました。
○オンラインでの講演会は、参加もしやすく、いつも以上の人数の方が聴くことが
できるのでいいと思います。
○４月から６月の会合等で、オンラインに積極的に取り組んでほしい。そうするこ
とが、経費の削減、会場までの往復にかかる時間の削減等、さまざまな部分でメリ
ットがあると感じる。
○オンラインを活用し、セミナーや母代会が中止ではなく開催されるようにしてい
ただきたいです。
○会議や講演会など、今後もオンラインで行ったり、時間や物の無駄を省く方向で
シンプルに活動を行って行けると良いと思います
○PTAの会合、定例会、講演会についても、オンラインを活用することで利便性が向
上し参加しやすくなると思います。
○名古屋市主催のセミナーや会議などは、紙面やオンラインで参加できるようにし
て欲しい。

２市ＰＴＡ協議会の活動の見直し 負担軽減をしてほしい
○当アンケートのようにウェブ上での取り組みが可能なものは、運営側にとっても
参加者にとっても負担が軽減され、メリットが大きいと思います。
○数年前と世の中も変わり、母親の生活体系も変化しているので、市Pの活動も精選
していただきたい
〇働く女性が増えて、これからの時代も働かなくてはいけない世の中になるので、
働いていても無理無くPTAに関われるやり方になったらいいなと思います。
〇※※区は会長・母代が集まる会議や打ち合わせが多いと感じております。情報交
換会等は会費が必要なので、こういった積み重ねがPTA会費を圧迫しております。
○当校は各学年1クラスから成り立つ小さな学校であり、世帯数も少ないです。PTA
活動の担い手も大変少ないです。次期役員さんを探すのもひと苦労です。このよう
な集まりは必要最小限に抑え、負担を減らす事で、本来の目的子どもの為のPTA活動
に十分力を注げるのではないかと思います。
○これを機会に、廃止・縮小を含めたPTA活動のあり方を考えた方が良い。
〇今年度、多くの活動が中止になったことで、「ＰＴＡなんてなくても問題ない」と
の風潮が広まることを危惧している。市Ｐ協議会としても、本来の活動意義をより
一層アピールし、本当に必要な活動を充実させてほしい。
○講演会・活動の精選 各校で、校外・広報・成人など委員会活動をなくす学校も
増えてきてきてるので、市でも対応した精選をしていって欲しい

３参加割り当ての廃止をしてほしい
○決起集会など、あまり小学校にとってはメリットのない行事への動員割り当ては
やめて欲しい。
○本校PTAでは役員を含めた会員へ、一切の強制をしない方針で動いています。この
ため講演会や会議への参加要請があっても参加者を出せない場合があります。この
点にはご理解をいただきたいと思います。
○市Ｐや区Ｐからのいわゆる「動員」への拒否感が強いです。
家族形態も多様化し、働く女性が増える中で、会員自身が必ずしも参加の必要性を
感じない、また行きたいと思えない活動に「動員」で参加する事に抵抗感がある事
を理解してください。



○対外派遣セミナーの見直しをしてほしい。そのための人員確保を考えると、全体の
役員や評議員を減らすことをためらう。

４行事の在り方
○新しい生活様式に合わせて、市PTAの行事も改めて見直しを検討していただけると、
ありがたい。
○母親代表の集いや懇親会ですが、今年は中止になり参加したことありませんが、
必要な集まりなのか疑問に思っていました。貴重な機会だとは思いますが夜の集ま
りは難しいという母親もおり次期代表を決める上でネックになります。
○新しい生活様式に合わせて、市PTAの行事も改めて見直しを検討していただけると、
ありがたい。
○pバレー大会、ファミリーデー等はこれからもなくていいと個人的には思います。
○コロナ禍でも可能な行事の提案

５中止連絡は早くしてほしい
○全市一斉パトロールや研修会など大勢の人が集まる行事の中止は、１ヶ月前など
早めに周知していただけると助かります。
○中止or 開催の連絡は、早く確実に欲しい。
○今年は各学校ごとに委員活動の判断をすることになったが、その判断は難しく委員
によって納得しきれない方もいた。なので、名古屋市として委員活動を中止や今年
度の委員は白紙とするなど決めてもらうと伝えやすく納得をしてくれるかと思うの
で早めの判断をお願いしたいです。

６メール・WEBの活用をしてほしい
○今年みたいに、総会、講話などは、Web開催がいいと思います。
○会員全てが自由に閲覧できるようなweb学習会どうでしょうか？
○今回の講演会のようにwebで行えるものはwebで行って欲しいと言う意見が役員の
中に多くありました。
○印刷物を減らすためにも、連絡事項は紙ではなくメール配信での情報伝達を整備
した方がいい。

７男女割り当ての廃止してほしい
○区の副会長が男性限定になっており、令和3年度の区の副会長を探すことに苦労を
しております。是非とも女性の登用も検討していただきたく思っております。

◆活動の内容の見直し

１情報提供・共有
○ホームページ等での情報発信
〇もっと他の学校の状況がタイムリーに知れたり、共有できる機会があると嬉しい。
○市PTAとして名古屋市との連携をしっかりと取って情報発信をしていただきたい。
〇名古屋市で活動されている事を末端の私達にも周知させていただけたら参考にし
たいと思います。
○名古屋市の他校の活動状況など、知り得る事ができるかと思います。今後のPTA活
動を行うにあたっての参考にさせていただきたいと思います。
〇全市的にどのような動きがあるのか、早めに情報を提供して欲しい。それによっ
て、活動を修正していきたいと考える。
○コロナ禍の中、他の学校のPTAがどのような対応を行なっているか、情報共有が出
来るようにホームページにあげて欲しい。
○令和３年度以降の全市で行う活動がどうなるのかを教えて頂きたい。
○今年度中止された集会形式の講演会、指導者研究集会などを以前と同様に開催す
るのか、開催方法を変更するのか教えて頂きたい。
○横とのつながりが全くできていないので、このアンケート結果を共有していただ
き、他校のＰＴＡ活動の現況について知りたいです。宜しくお願いいたします。
○PTA協議会内部での意見の一致。速やかな情報一斉発信。
○コロナ禍の中で、単位PTAでできる、子どもや親、学校のためになる活動内容の情



報を発信してほしい
○コロナ禍での今後の活動対策を伺いたい

２ＰＴＡの在り方の見直し・提案
○市や区の方の、PTAに関するイベント、講習会、公演会など、PTA役員の負担増に
なっている活動の必要性を今一度見直して頂きたいです。
○これを機会に、廃止・縮小を含めたPTA活動のあり方を考えた方が良い。
○やりたくない方の思い、やれない方への不平感等をしっかり受け止めないといつ
までも子供を人質としたボランティア活動への強制参加感は否めません。「入会退会
自由ですよ」と言いますが、実際その仕組みで活動できている学校の割合はどれ程
あるのでしょうか。
○PTAという団体を維持することが目的になっていて、存在意義に疑問を感じていま
す。加入任意団体でありながら、実際は見えない強制力があり、その矛盾に反発を
覚える保護者は少なくありません。
○よりよい見直しのためには、一つ一つの活動の目的や意義をきちんと理解するこ
とが重要になってくると思われます。
〇平成初期のころから、現在まで3世代に渡りPTAへ携わり、今回初めて母親代表と
いう大役をさせていただいております。正直現代の家庭事情には相応しくない形で
あり、みなさんに疎まれる役割となりつつあります。
○吹上小学校の様に、ボランティア制の自主参加型のPTAへ替えていく事が、この時
代の親御さま皆さまに合ったスタイルなのではないかと思います。そういう時代へ
向かっているのではないでしょうか？
〇社会全体に対してPTAの意義や活動への理解を深めてもらえる活動をして欲しい。
父親がPTAに関わることの意義も含めて、社会への発信を積極的に行って欲しい。
○名古屋市の集会の為にPTAはやっておりません。名古屋市PTAとして集会をされる
のであれば、しっかり議事録を取って頂き、欠席者含めて後日議事録を送って頂く
事を強く求めます。
○保護者は「わが子が通う学校の為になる活動」は参加意欲があります。逆に市Ｐや
区Ｐからのいわゆる「動員」への拒否感が強いです。家族形態も多様化し、働く女
性が増える中で、会員自身が必ずしも参加の必要性を感じない、また行きたいと思
えない活動に「動員」で参加する事に抵抗感がある事を理解してください。民間企
業で、あの様な非礼な文面で他者に何かを依頼をする事はありません。
○「動員」かけないと人が集まらないだろうなあ、と市Ｐで判断されるイベントは
内容を見直すなり中止してください。

３活動ガイドラインの提案
○コロナ状況を踏まえたPTA活動のガイドラインを提示してほしい。
○コロナ対策のPTAとしてのガイドラインがあると分かりやすいかと思います。
○イベントを行う上で、コロナ対策のノウハウや実行可否の指針を示して欲しい
○一律で活動可否の基準があると助かります
○何を行っても大丈夫なのか指針がないのでガイダンスを作って欲しいです。何か
があった時に個人の責任にならないようするべきだと思います。
○各校の判断に任せずにダメな事を明確にしてほしいです。未曾有の事態なので、
個人の責任にならないよう市や国でルールを決めてもらいたいです。
○できること・できないことの基準が明確だと、活動しやすいんじゃないか。
○コロナ対策のPTAとしてのガイドラインがあると分かりやすいかと思います。

４事例の紹介
○コロナ禍において、学校により行事等は様々。気軽に情報交換ができないのが現
状なので、参考例等が欲しいと思った。
○他校の活動内容などを早めに教えていただき、参考にさせていただきたいです。
〇同じ名古屋市内の小学校でも対応が様々なので、コロナ対応の成功例などがあれ
ば情報共有していただけると助かります。
○学校の抱えている様々な問題点（不登校、イジメ、教室環境等）も協議会で協議
し、こんな事があって解決方法がこうであったなどアドバイスがほしいです。
○コロナで工夫しているPTA活動の成功事例等を教えて頂きたい。



５コロナ対応のサポート
○今年度は、例年行う活動をするか否か判断に困ったが、市からの助言や案内でリ
ードしていただいたので、それに従う形で進めることができた。来年度も、同じよ
うに活動するための基準や条件等を案内していただくと助かる。
○今年度は、どの学校も手探りでの活動となっていると思います。安全に活動する
ためのヒントを教えていただけると嬉しいです

６オンライン活用のサポート
○各学校行事が父兄参観なしや人数制限になっているが、オンラインや映像の公開
を求めても、方法が分からない、先生方の負担が増す、個人情報保護の観点から難
しいなどの理由で出来ない。「この方法なら、法律的にも問題なく、先生方にも予算
的にも負担が少なく出来ます」という、専門家のレクチャーを、学校やPTA役員が受
けられる仕組みが欲しいです。
○オンラインで行う活動のハード・ソフトの支援（P総会や、各種説明会はオンライ
ンでも行うことができるように各学校に支援していただきたいです。）
○オンライン活動への支援を望みます。
○web環境を整えて欲しい．インターネットへの接続・メールアドレス・グーグルや
マイクロソフト等のアカウントが現状では全て個人のものに頼っている．しかし，
単位PTAで環境を整備するのは金銭的に厳しい．

７雰囲気づくり
○PTAというと、どうしてもマイナスイメージが強く積極的に参加して頂くことがま
だまだ難しい。なので全体的に楽しく明るい雰囲気をイメージ付けて頂きたいです。
○私自身、役員をやって良かったと思うので、みんなも役員やってみようかなぁて
少しでも感じてもらえるようになるといいですね。

８交流の機会づくり
○PTA活動の方針は学校それぞれです。学級委員をまとめる執行部に負担がかかるP
TA活動。今の時代に合った進め方、アドバイス、悩んでいることを話し合える場が
あると良いのかと思います。
○Pバレーの部員がなかなか集まらなかったり、大会の応援に参加者の子供の世話な
ど毎年負担を感じています。なので親の交流とかでなく子供が交流できるようなも
のに変えていってもらえたらと思います。
○母親代表の集まりがなくなったため、連絡をとれる環境がなく、近隣学校の様子
を知るすべがなくて困りました。昨年度の母親代表さんに昨年度の母代ラインを通
じてイベントの実施状況を聞いたりしましたが、色々と他の学校のことも聞いてみ
たいので、近隣ごとに少人数で顔を合わせる機会があればありがたいと思いました。
○Pバレーの部員がなかなか集まらなかったり、大会の応援に参加者の子供の世話な
ど毎年負担を感じています。なので親の交流とかでなく子供が交流できるようなも
のに変えていってもらえたらと思います。

９市教委との連携・要望活動
○教育委員会等と連携をはかり、情報や方向性を出していただけたら助かります。
○名古屋市に対して子供たちの環境整備、例えばリモート等で学習ができる環境な
どを訴えてほしい。
○学校施設の開放について、緩和できるよう上申してほしい。利用するに当たって、
制限を設ければ問題ないのではないでしょうか。
○部活動の大会が縮小や中止となり、今年度に限っては志半ばで引退する子もいた
ように思います。高校野球でも行われたように、名古屋市独自大会の開催を各部活
動にご検討いただけないかなと思います。
○名古屋市に対して子供たちの環境整備、例えばリモート等で学習ができる環境な
どを訴えてほしい。

10以前の活動をできるようにしてほしい
○今までの行事が無くなってしまったので、来年度以降は区民祭りなど、小規模で
も良いので出来る範囲でやっていただけたらと思います。
○必要な会議は対面でも行えるようにして頂きたいです。
○PTAと他団体とは異なるので活動をさせて欲しい。交流を深めるためのバレーや会



合等。何もかもが規制されるので有れば存在意義がない。
○新型コロナに関しては必要以上に恐れず、少しでも早く元のような生活に戻れるよ
う、過度の対応はこれからは控えて行った方がよいかと思います。通常のインフル
エンザの対応と同じような形でいいと思っています。

11保護者・子どもの意見を吸い上げる機会
○今年度はありとあらゆる活動が中止になりました。学校施設使用の一般開放も、
今年度いっぱい中止にする必要があったのか、子どものマスク着用について等、疑
問に感じる。意見に耳を傾けてもらえる場が増えるといいなあと思います。
○コロナ禍において、子どもの気持ちが置き去りになっている気がします。遠足や中
津川や学芸会…子どもたちがどれほど楽しみにしていて、どれだけ家で泣いている
か、子どもたちの声を聞いてもらえる機会（アンケートでも構わないので）を作っ
て頂きたいです。それを受けて先生や保護者が今後何かできないのか、考えてあげ
たいです。世の中は（go toキャンペーンなど）動き出しているのに、子どもたちの
時間は止まったままです。子どもたちにも希望を与えてあげたいです

12壁新聞の廃止
○壁新聞だけは復活させないでください。

13セミナーの内容
○働く保護者が増えているので、委員限定ではなく本当に聞きたい方が聞きに行ける方法
が良い。
○性教育や柔道の受け身のような転び方教室（上手く転べなくて怪我をする子がいると聞
くので）のような、子どもたちで問題が起こっている分野の参加型イベント（オンライン
含む）をやっていただけるとうれしいです

14その他 親学パンフレットのＨＰ掲載
○今年度、ホームページにて書面総会をご紹介いただきありがとうございました。大変参
考になりました。
○「親学アクション」活動のあいモンのイラストのある紙面を、市PTA協議会のホームペ
ージに掲載していただきたいです。

15保護者の悩み相談ができる環境づくり
○学級委員をまとめる執行部に負担がかかるPTA活動。今の時代に合った進め方、アドバ
イス、悩んでいることを話し合える場があると良いのかと思います。
○まずはコロナ禍でも子供達の健康と安全と楽しい学校生活がおくれるのが第１ですが、
父母の皆さんの子供に対する悩みや学校生活に対する悩みを相談出来る環境作りを期待し
ています。


