
厚別区PTA連合会 - 令和2年度 活動アンケート集計

◆ 回答状況サマリ
回答数：19校

中学校：6校
小学校：12校
幼稚園：1校

◆ 回答集計

Q1 今年度の活動状況を、昨年度と比較して1番近いものを選んで下さい
A. 昨年度より充実した活動を行ったた
B. 昨年度と同様の活動を行った
C. 昨年度より縮小して活動を行った
D. ほとんど活動しなかった
E. その他
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Q2 今年度の活動内容を具体的に教えて下さい(活動しなかった場合、回答不要)

(同種の回答を集約 / 分類は集計時に付加)

回答内容 <大分類> <中分類>
総会、運営委員会、役員会、事務局会議などの企画、運営、開催 ファシリテーション 会議体運営
各種次年度準備作業 ファシリテーション その他
委員会-6学年委員会(卒業記念品制作・贈呈) 定例 学年
委員会-学年学級保護者会運営 定例 学年
委員会-学年諸費会計監査 定例 学年
委員会-研修会 定例 研修
委員会-役員選考 定例 選考
委員会-広報誌発行 定例 広報
事務局-事務局だより発行 定例 広報
PTA便り発行 定例 広報
広報誌作成に当たり、地域の方からオンライン取材を敢行 定例 広報
ベルマーク 定例 ベル
交通安全指導 地域 交通
防犯パトロール 地域 交通
スクールゾーン会議開催 地域 交通
資源回収 地域 資源
花壇整備 地域 整備
図書 蔵書点検 図書 図書
図書 貸し出し 図書 図書
読み聞かせ 図書 図書
鍵盤ハーモニカリサイクル(希望集約、譲渡、寄贈依頼、回収) リサイクル リサイクル
制服等のリサイクル販売 リサイクル リサイクル
雑巾寄付回収、縫製作業 リサイクル リサイクル
文化祭クイズの企画・運営(映像放送) 祭り 祭り
PTA祭り企画・運営(縮小版) 祭り 祭り
コロナ禍での活動検討 コロナ コロナ禍検討
コロナ禍での体制づくり検討 コロナ コロナ禍検討
委員会-活動マニュアル作成(今だからできること) コロナ その他
校地内清掃 学校サポート 整備
運動会手伝い 学校サポート 運動会
児童マスク寄付箱設置 学校サポート その他
卒業式、入学式 撮影用スポット作成 学校サポート その他
消毒・清掃補助(清掃、液補充) 学校サポート その他
事務局-高校見学説明会の開催(保護者向け) その他 その他
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Q3 今年度のPTA会費の取り扱いについて、1番近いものを選んで下さい
A. 例年通りに支出した
B. 剰余金が出たので次年度に繰り越す
C. 剰余金が出たので例年とは異なる使途の支出をした
D. 剰余金が出たので返金した
E. その他

Q4 Q3に関し、例年とは異なる使途の支出をした場合、具体的な使途を教えて下さい

(同種の回答を集約 / 分類は集計時に付加)

回答内容 <大分類> <中分類>
消毒用品 コロナ 衛生
消毒用ディスペンサー コロナ 衛生
加湿器 コロナ 衛生
体温計 コロナ 衛生
使い捨てマスク コロナ 衛生
ビニル手袋 コロナ 衛生
カーテンクリーニング コロナ 衛生
蓋付きごみ箱 コロナ 衛生
扇風機・サーキュレーター コロナ 換気
ウインドエアコン コロナ 換気
タッチペン ICT ペン
PTA備品 PTA備品
PTA備品(イス) PTA備品 イス
子どもの鑑賞会費用 行事費用 鑑賞会
交通安全活動用の腕章 交通安全
交通安全活動用の横断旗 交通安全
運動会で子どもに渡すプレゼント 子どもギフト 運動会
児童の授業用ノート2冊づつ 子どもギフト 学習用具
卒業生への記念品 子どもギフト 卒業記念
卒業祝いの紅白もち 子どもギフト 卒業記念
卒業生に豪華なもち 子どもギフト 卒業記念
カラーコーン・ポール(密を避けるための設備) コロナ SD
生徒貸し出し用の制服・ジャージ その他 貸し出し品
wi-fi契約 その他 通信
ベルマーク棚 その他
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Q5 来年度(令和3年度)の総会について、現時点で予定している開催方法を教えて下さい
A. 実際に対面形式で集合しての開催
B. 書面形式での開催
C. オンライン会議形式での開催
D. 決まっていない
E. その他
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Q6 来年度(令和3年度)のPTA会費について、現時点での計画を教えて下さい
A. 例年通りの金額で徴収
B. 例年より減額して徴収
C. 例年より増額して徴収
D. 決まっていない
E. その他

Q7 来年度(令和3年度)のPTA活動について、現時点での計画を教えて下さい
A. 例年と同程度の活動を予定
B. 感染症対策の観点で見直しつつ、例年と同程度の活動を予定
C. 感染症対策を意識して、例年の活動内容を大幅に見直し、刷新する予定
D. 例年より活動内容を大幅に縮小する予定
E. 決まっていない
F. その他
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Q8 Q7に関し、感染症対策を意識して、中止を予定している活動があれば教えて下さい
例： お祭り、バザー など

(同種の回答を集約 / 分類は集計時に付加)

Q9 Q7に関し、感染症対策を意識して、これまで実績がない活動を計画しているものや、
やり方を変えて実施するような活動があれば教えて下さい
例：オンライン○○○を開催予定

例年、開催していたバザーを、○○○の形式で開催予定
など

Q10 昨年度の活動状況や、来年度の活動予定について、特に他の単位PTAに紹介したい
ことがあれば、記載をお願いします。

回答内容 <大分類> <中分類>
学年運営委員会の活動 委員会
各委員会活動 委員会
行事取材に関する広報誌発行 委員会
各部の活動 委員会
茶話会 イベント 茶話会
バザー イベント バザー
PTAまつり イベント まつり
もちつき会 イベント もち
給食試食会 給食
講習会 講習
資源回収 資源
プール開放 プール開放

回答内容

イベント開催を外部に委託することを検討

ベルマーク作業を在宅で行うことを検討

PTA会員の意見を会議ではない方法で吸い上げることを検討

PTAまつりの開催方法変更を検討

校内謎解きまつりの開催

youtubeを活用した保護者コミュニケーション

役員間の電子資料共有(Googleドライブの活用)

イベントの密回避-玄関外に撮影スポットを複数設置(卒業式/入学式)

PTA活動単位の見直し-部全体で行っていた活動を、クラス単位に分割

Googleフォームアンケート機能の活用-紙媒体を使わず、電子情報でコミュニケーション

学校で集まる活動を減らす-ベルマークの在宅化など

係活動の一部をボランティア制に

回答内容
外部化-業者に頼めるものは依頼した

広報紙は事務局により発行し、コロナ禍の活動を詳しく記載し、地域にも配布した

事務局を中心に話し合い、できることを模索した
次年度も中止前提ではなく、実行するためにどういうことが考えられるか、先生たちを交えて検討していく

子どもたちのためにできるコトを模索し、これからも精進していく

一斉メールや、ホームページを活用して情報を発信する「PTAコラム」を試行中。
新学習指導要領など、学習に関わることだけではなく、先生や保護者の趣味の照会など、親しみやすい内容も
発信することで、PTAに興味を持ってもらい、保護者・教職員の情報交流を促進する。

児童数減少に伴う会員減少を踏まえ、会合回数を減らす、イベントの一部外部委託など、会務の効率化を図り
継続性を確保する

感染予防を図りながら、子どもたちのためになる活動は常に検討し実施していく

5月の時点で環境部が行う花壇整備をやめなかったことで、道路沿いの花壇マスが美しく彩られ、
地域の方からも「元気づけられた」というお言葉をいただけた。
花の水やりなど手入れ方法も、部員が連絡ツールを活用しながら行っていたため、手入れが行き届き、
11月まで咲き続け、道行く人々を元気づけてくれていた。

昨年度は各係活動が大幅に縮小された中、例年通りの活動の代わりに、イベント係とスポーツサポート係が合同で
消毒作業や各トイレのハンドソープ補充、扇風機掃除など、積極的に学校の感染症対策に協力していただいた。
コロナで学校に集まることが規制されている中、できる活動を探し対応していたと思う。
来年度は少しづつ緩和されて、例年通りとまではいかないかもしれないが、臨機応変に対応していきたい。
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