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佐世保市PTA連合会　活動状況アンケート 
回答集計結果

　すでに舵取りが難しい時代となっていた中、昨年度来のコロナ禍の影
響も加わり、各単P会長の皆様におかれましては、日々の運営に非常にご
苦労されておられることかと思います。今回のアンケート結果を見ると、
さまざまな形で、そのことが確認できるかと思います。 
　まだまだ、想いを形にできていないことばかりですが、今回頂いた回
答やご意見をもとに、今後の活動を進めて参りたいと考えておりますの
で、今後ともご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

　なお、集計につきましては、学校名等の記載や類推されるような箇所
については、こちらで文章を修正しております。また記述式の回答におい
て「特になし」や励ましの言葉等は紙面の都合上、割愛させていただい
ておりますのでご了承ください。 

アンケート締切日：令和3年10月15日 

佐世保市PTA連合会 
会長　曽和英徳
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～その他、記述での回答内容～ 
・コロナ禍により生活が厳しくなり、役員を離れる方がいた。 
・夏休み中に役員選出はできたものの、専門部総会が開けず未だに部長が決まっていない。 
・緊急事態宣言などにより、集合し検討する機会をつくるのが難しかった。 
・活動を見直し組織構成を改革したかったが、そのための委員会を開催できなかった。

設問１ 
今年度、役員の選出や組織の構築についてコロナの影響はありました
か？

16.1%

12.9%

あったと答えた方の内訳

年度始めの会議が開催できず、選出を行えなかった

コロナ禍において仕事の都合上、活動に参加できない方がいた

回答校数
0 6 12 18 24

9校

13校

16校

23校

なかった
46.8% あった

53.2%

62校回答

昨年度来のコロナの影響により、保護者との繋がりが
希薄になり、選出に苦労した

実施できない事業等を踏まえ、委員会構成や
委員会の事業内容を変更した
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設問２ 
これまでの会議の運営状況について 

～その他、記述での回答内容～ 
・レベルによって開催できなかった会議がありました。時期次第です。本部役員会は感染予防に
気を配り実施しました。 
・市内の感染状況ステージが３以下であれば本部部会及び各専門部会を開催し、ステージ４以
上になった段階で正副会長会のみの開催としている。 
・一部時期をずらすなど、緊急事態宣言中は会議などは行わないようにした。会議が必要な
時、コロナのフェーズが落ち着いていたら実施。開催が無理な状況なら文書やメールで連絡。 
・意思決定が必要な議題に限り本部役員で集まって会議を実施した。 
・予定通りではないが感染状況をみながら行っている。会議など集まれなくても本部役員同士
LINEで連絡をとりあい情報共有を行っている。 
・9月の評議員会を中止したが、それ以外は予定通り実施した。また役員だけの臨時の会議を
LINEミーティングを利用して一度開催した。

その他
12.9%

24.2%

12.9%

33.9%

16.1%

感染予防に気を配りながら集まってほぼ予定通り実施している
正副会長会議等、一部の会議を集まって実施している
ZOOMやLINEなどWeb会議やSNSを用いて、なるべく実施できるようにしている
ほぼ実施できていない
その他

62校回答
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設問２-１ 
一部実施されていると答えた方 

●年間予定に対してどの程度実施されていますか？

●行事の開催など、運営上の遅れ等はありますか？

半分未満
71.4%

半分程度
23.8%

4.8%

半分以上できた 半分程度 半分未満

21校回答

46% ある
54%

ある
行事等も中止したので、特に遅れはない

21校回答
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設問２-2 
Web会議やSNSを用いて実施されていると答えた方 

不明
50.0%

12.5%

12.5%

昨年度中から
25.0%

昨年度中から 今年度のはじめから
今年度の途中から 不明

ZOOM

LINEグループでのチャット

LINEグループビデオ通話

Microsoft Teams

Google Meet

0 1 2 3 4 5

0

0

2

4

5

回答校数

８校回答

８校回答

0

0

●いつ頃から実施されていますか？

●どのWebサービスを用いておられますか？ (当てはまるものを全て選択してください)
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設問３ 
感染状況による会議や行事を中止する基準を設けていますか？

設問３-１ 
中止する基準を設けていると答えた方

●県の感染ステージによる基準は設けていますか？

●感染状況による会議や行事を中止する基準を設けていますか？

1校
1校

49校

11校

基準を設けている
特に基準は設けず、状況に応じて判断している
佐世保市のレベルによって判断している
市の感染症対策を参考にしている

(79.0%)

(17.7%)

62校回答

2校

3校
ステージ３
3校

ステージ４
2校

ステージ５
1校

ステージ５ ステージ４
ステージ３ 参考にしているが数値としては設定していない
参考にしていない

11校回答
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●佐世保市の感染レベルによる基準は設けていますか？

レベル３
2校

レベル４
8校

レベル５
1校

レベル５ レベル４
レベル３ 参考にしているが数値としては設定していない
参考にしていない

11校回答

※その他、県や市の指標以外にも学校の感染レベルを基準にしている、という回答も
ありました
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設問４ 
今年度、PTA(育友会)活動として会議以外で実施できたものを教えてく
ださい(複数選択可)

～その他、記述での回答内容～ 
・広報誌と親子レク計画中。 
・今、予定している行事がある。 
・本部及び地区部主宰による小中学校及び自治協合同の地区懇談会。 
・ウェブベルマークの新規取り組み。 
・1月に資源回収を実施予定。 
・10月23日親子先生清掃活動、応援旗コンテスト。 
・これからウォークラリーや挨拶運動の実施を計画している。 

広報誌等の発行

あいさつ運動

児童・生徒を対象とした活動(屋外)

保護者向けの研修会等

スポーツ等の親子レクリエーション活動

児童・生徒を対象とした活動(屋内)

保護者や先生との懇親会等

回答校数 (パーセンテージは回答のあった62校に対しての割合です)
0 10 20 30 40 50

3校

4校

5校

5校

10校

28校

44校 71.0%

42.5%

16.1%

8.1%

8.1%

6.5%

4.8%
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▶コロナ禍で行事が行えないということで、会費をどうするか悩んだのですが、150周年
記念式典に向けてプールする（一年分回収）ということで決まりました。また、保護者
の納得ができるように、一部は学校への物品の寄付（ケルヒャー２台）として、その残
りを、記念式典に当てるように保護者へ説明しました。 

▶親子レクリエーションの開催については、行うか行わないか学年毎に話し合って決めて
もらっています。 

▶活動はしておりません。賛否両論あるとは思いますが、保護者の気持ちを考えると、精
神的に無理があると思っています。コロナ禍で生活が苦しくなった家庭もあると思いま
す。PTA活動がなくて児童にとって今後どのような影響があるかは議論の必要がありま
す。 

▶以前よりLINEを活用するようになった 

▶PTA本部から「安全面」「お願い」「お知らせ」などを「PTA本部だより」で不定期に
発行している。 

▶できる限り校長、教頭、会長の連絡を密にして学校行事等を一切中止にせずに済むよ
う、開催するための方策を模索しながら活動し、細かい内容については逐次本部役員に
連絡及び相談をしている。 

▶PTA活動がほとんどできない中で、保護者から会費を支払いたくないと言われないよ
う、会費をどのような形で使用したか、書面で説明文を提出している。 

▶活動内容を変えて実施している。夏休みの街頭声かけ→交通安全期間の立哨など。

設問５ 
コロナ禍でのPTA活動の中で、感染予防以外に何か工夫していること
があれば記入してください

８件の回答
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設問６ 
これまでのコロナ禍での活動縮小による影響が、来年度に影響すると
思われる点があれば記入してください

設問６-１ 
影響があると思われている方へ(複数選択可)

～その他、記述式での回答内容～ 
・予算編成、会費徴収。 
・コロナ禍を理由にしたくない派の急増！ 
・恒例行事を経験していない役員のみになった場合、例年通りの年間行事では苦労する
と思われる。

●どのような影響があると思われていますか？　(当てはまるものを全て選択してください)

保護者の顔が見えず、役員の選出に影響が出る

活動の引き継ぎがうまくできない

活動に対してのモチベーションの維持

事業中止による委員会構成や活動内容の変更

地域との連携

0 6 12 18 24 30 36 42

30

27

39

42

40

回答校数

17.7%

82.3%

影響があると思われる
影響は特にないと思う

62校回答
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設問７ 
現時点においての次年度会長について予定がありますか

～その他、記述式での回答内容～ 
・個人的に引き継ぎたい人はいるが、本人の了承をはっきりとまだ得ていない。 
・候補者アンケートの実施中。 
・来月から役員選考委員会を予定しています。人材はいる。 
・役員推薦委員会が選定することになっている

4校

8校

15校

8校

27校

自身の継続予定も含めておおよそ目処はついている
まだ話してはいないが、会則上の候補者はいる
候補者がいない
まだ考えていない
その他

62校回答
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設問８ 
この機会に活動を見直すことを検討されていますか。もしあれば、ど
のように見直そうと思われているかご記入ください

設問８-１ 
検討中と答えた方

検討中
45.2% 今のところ特にない

54.8%

62校回答

●主にどのような方向性で検討されてますか？

18.5%

81.5%

主に活動の活性化のため、拡大傾向で検討している
主に負担感の軽減のため、縮小傾向で検討している

27校回答
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設問８-２ 
拡大傾向と答えた方(複数回答可)

設問８-３ 
縮小傾向と答えた方(複数回答可)

主に活動の活性化及び今後の人材確保のため、役員数を増やす

　

組織の構造改変を伴う根本的な改革

まだ検討中

0 1 2 3

1

2

3

1

活動内容を見直し、廃止する部分もあるかもしれないが、
新しい活動にも取り組み、全体として充実させていきたい

●どのような点を検討されていますか？ (当てはまるもの全て選択してください)

●どのような点を検討されていますか？ (当てはまるもの全て選択してください)

委員会数や活動の見直し、不要なものを廃止する予定

組織の構造改変を伴う根本的な改革

役員及び会員の負担軽減、事務補助員の業務見直し

0 2 4 6 8 10 12 14

1

1

1

8

6

14

主に負担感の軽減のため、将来の人材確保に
気をつけながら役員数を減らす

役員の削減はせず、PTA行事の本質や内容に
ついての見直し及び廃止

地域のイベントとタイアップしPTAでの出ごと自体
を少なくして　会員の負担軽減に繋げていきたい

6校回答

22校回答
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設問９ 
その他、コロナに限らず単PでのPTA(育友会)活動に関して、思ってお
られることがあれば自由にご記入ください

▶保護者全体が、PTA活動に関する正しい知識、認識等が少なく、活動に関して負担を感じてい
る。地域との繋がりも希薄だと思う。 

▶会長の立場から役員への仕事の進め方の指針や、各学校で行っている取組などをご紹介いただ
きたい。また、私たちの小学校PTAでは、今後の活動として、通学路の確認や通学路の点検を
行うにあたり、市P連や佐世保市教育委員会にもお問い合わせをしましたが、資料や実績がな
いようなので、この活動に限らず、各学校からの取組を集約や水平展開できる形ができれば、
望ましいですが、組織が会社ではないため、難しいかと思いますが、そのあたりの情報がほし
いと感じています。 

▶企画計画してはコロナ蔓延で中止、延期の繰り返しで疲れました。何一つ活動をしなかったの
ですが保護者から文句が出ることはありませんでした。仕方ないと思っていただけたかなと
思っています。 

▶時代の変遷と共に活動内容も柔軟に変えていかなければ、どこかで制度疲労を起こしそう。 

▶数年後100周年記念式典を予定しておりますが、コロナ禍で団結力が低下している状態から、
どう保護者の士気を高めていけば良いか悩んでいます。 

▶特にコロナ禍において、去年より引き続き活動ができていない。感染拡大防止を考えると仕方
がないことだとは思うが、行事を楽しみにしている子どもたちがかわいそうだと思う。学校側
と話し合い慎重に物事を進めてきたが、子どもたちにとって｢コロナ禍で何もなかったよね｣と
いう残念な結果だけは避けたい。しかし子どもたちに感染が広がると、いかなる活動も難し
い状況になると思う。 

▶２年間活動がなく、来年度から通常の運営に戻したとしても、会員(先生も含め)モチベーショ
ンが上がらず、活動ができるのかと思います。また、そもそも必要なのかという話も出てきて
います。PTAに加入しないと言われてもおかしくないです。PTA活動がないことが、保護者、
先生、児童にとってどういう影響を与える、与えそうなのかは議論が必要です。しかし、活動
がなくても学校も家庭も、児童にしっかり向き合ってそれに変わるものを行っている報告もあ
ります。本部からすると活動をしていないのに、役員を減らしたり活動の見直しもさらに混乱
を招き難しい状況です。ただの縮小でしかありません。また、来年度の役員のなり手もいない
状況です。役員が変われば少なからず議論していたものは中断されます。混乱を避けるため
に、当校では来年度はコロナ前の活動に一旦戻すということになりそうですが、役員は不安だ
と思います。何をするにも八方塞がりな感じはあります。近隣校のやり方も参考にしたいと思
います。 
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▶私の小学校は、２つの中学校区の会議や地区行事に出ないといけないので、人数確保や会長が
難しいときに副会長で出る人がいない、など、上げたらきりがありません。一番は、会長が
３月末まで決まらないことです。 

▶地区自治協や健全育成協議会、子ども育成会とPTA会員がダブる組織が多い。特に少数地区は
子を持つ親からすると面倒くさい感が半端ないのが現状。PTAに加入したくなくなる世帯が
今後、増えても仕方ない状況になっていると思います。PTAからの発信だけでは、その問題は
解決できないと思います。自治協が発足している地区はいろいろな問題点が発生しており、根
本的な佐世保市のまちづくりから見直さないといけないと私は思いました。基本的に出ごとや
行事が好きな人は少数だとは思います（私は嫌い派でした） 

　PTAの魅力 
　ボランティアでの達成感 
　それを発信できれば良いのでしょうが　永遠の課題かな 
　改革のための第1歩 
　曽和会長よろしくお願いします^_^ 

▶働き方改革とコロナ禍を踏まえた、生徒たちの思い出づくりが何かできないか悩んでいます。 

▶[問題点] 
●既に破綻しているシステムで運営されている組織 
・過度な忖度が癖になっている活動姿勢 
・時代性を直視できず変化させ辛い運営方法 
・我が子を家に残して活動していることが回り回って子どもたちのためになっているという理論
は通用し辛くなってきている 

　[改善策] 
●全員が同じ方向を向くことや、同じ熱量を持つことを前提としない組織 
・PTA役員だから活動する、という形ではなく活動者(保護者や地域の人、その他様々な活動家
等)と対象(子ども)を繋ぐ役割や、その支援を担う組織とした方が良いのではないか 

・PTAとしての支援内容は運動会などの学校行事での設営や片付けといった直接的な見える活動
が良いのではないか 

・保護者どうし繋がりを深めるための機会は必要だが、レクリエーションや講演会の準備といっ
た活動を通しての親睦ではなく、シンプルに語らいの広場のような「誰かと会話」をする機会
が求められているのではないか 

・同じように学校と保護者の関係性においても問題共有や認識の共有といった子どもの成長を見
守るうえでの大きなチームのような関係性がベストではないか 

・両者ともにアプローチの仕方で悩んでいるように感じるため、学校と保護者が「会話」できる
機会を設ける組織としてPTAがあるのも良いかもしれない。
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▶地域とのつながり、及び小中の連携に加え、保護者の横の繋がりが、コロナ渦以前から希薄に
なってきており、早急に新しい枠組みの構築をすることが課題であり、またその構築を行う中
で、新たな活動を見出だすモチベーションの維持向上など、協力体制を築いていくことが必要
不可欠かと思う。 

▶今まで通りでの活動は難しくなると考えます。 

▶任意のものとはわかっていますが、自分の子どもが通っている学校のことなので少なからず活
動に関わらないといけないのかなと思っています。実際活動を本部役員をやってみて子どもの
様子、学校のこと、先生のことがわかりましたし、他の親御さんとのコミュニケーションを取
り、それぞれの育児のことの情報交換ができて私はすごく良かったです。今の時代共働きだっ
たりと忙しい毎日を過ごす中でPTAという活動が少しでも意義ある活動ですって伝えられたら
いいと思います。 

▶過去の活動内容にしばられず、その年その年の状況でできることに取り組めるような組織にで
きればよいと思っています(難しいですが)。 

▶ＰＴＡへの無関心や嫌悪感を失くし積極的な参加を促すようなイベントを考えていきたい 

▶地域の子ども会や町内会に入らない方々が増えており、PTA会員への影響も不安視する役員も
いる。コロナ禍で、ライフスタイル、考え方に多様性もあり、地域との繋がりが重要だと感じ
れないご家庭もあるようです。また、お仕事があるため、実際役員などにつけない、ついても
できないなど声もあります。学校との連携、コミニュケーションはこの2年影響があると思い
ます。だからこそ、PTAの活動は大切だと感じますし、次年度はぜひ活動を少ないながらも再
開、取り戻していくことが大切ではないかと考えます。 

▶任意加入問題への懸念 

▶PTA役員を選出する際、特に会長はやりたい方がいない。 

▶PTA活動は子どもと共に保護者も成長するための場と考えているので、いろいろな情報の発信
をする必要があると思っています。 

▶昨年よりコロナにより会議を行えないことがあった。しかし、今回行えなかったことで必要性
(会議等)があるのかを考えた。 

▶誰の声も届くような仕組みが欲しい 

▶参加できる人がやる、参加しない人の文句を言わない！ 

▶行事の目的が明確でなく時代に合わせた内容に変化成長させるべきだと思っております。
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設問１０ 
市P連に対してご意見等あれば、ご記入ください

▶前回話されたように、それぞれの単Pでの問題点が、回答を含めてまとめられていれば、新規
の会長方も対策に困らないのでは、と思いました。 

▶昨年度不可解な制度改正がありましたので、健全性・透明性を欠くことのないような運営をお
願いいたします。 

▶数年後の100周年式典に向け、うちの学校規模でどれくらいの予算を設定すればよいか分かり
ません。実際行われた所のお話を聞けたり、参考資料があれば頂きたいです。 

▶地区編成を見直してほしい。 
このままだと私の小学校のPTAは崩壊します。 
切にお願いします。 

▶市P連に対しても問題点や改善策は設問9とほぼ同様に感じている 
具体的な活動を挙げるとするならば 

●音楽祭 
多くのPTAの参加を前提にした内容ではなく、佐世保市のPTA活動の特色と言えるぐらい質が高
く、コンテンツ化できるぐらいの音楽隊があって良いのではないか。 
・参加資格は市内の小中学校保護者 
・学校の垣根を越えるチームで年間通して練習 
・年に1、2回、例えば文化マンスなどでステージに立つ等 
・市P連自体はその音楽隊を予算面等で支援する形 

　バレー大会にしてもそうだが、バレーに限らず市内の社会人リーグに参加できるようなチーム
や、大会に参加せずとも学校の垣根を越えて結成する方が、誰も負担を感じず盛り上がるのでは
ないか。バレーに親しんでなかった人達が圧倒的に多い中で、PTAだからという理由でバレーを
前提とした話し合いが毎年行われるのは、理解に苦しむ保護者も多い。スポーツにしても文化的
なことにしても市内に大会があり、その運営をしている団体があるにも関わらず、PTA内だけで
社会から独立した大会を運営しながら選手や演者もこなすのは、コスパが悪すぎるうえに時代性
を無視しているのではないかと感じる。親睦が目的ならシンプルに会話をさせて欲しいという声
は多い。
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▶保護者間の交流が減り情報量も減ってきているので、情報発信の強化をした方がいいと思いま
す。 

▶設問9でも答えたが会議を行わなくてもまわることがあるのではないか？会議や集まりが多い
のではないか？単P役員に入らない一つの理由として出ごとが多いと言うこともあると思いま
す。あと、会議などが平日の夜にあることが多く、仕事の関係上出席することが難しいです。
単Pの誰かに依頼するのも難しいことがある。 

▶組織や役割が複雑。 

▶各家庭に参加・不参加の是非を問う！会費が少なくなり活動が出来ないのは、無いなりの活動
をする！参加する人たちの気持ちの会ではないのかな？ 

▶各単Ｐでの温度差がかなりあることに驚きました。ＰＴＡの目的を明確に掲げ全て単Ｐが同じ
歩みになるように導いてほしい。 

▶単Pの会長で、初めての会長さんは、年間の流れ等がわかりずらいと思う。自分も今年初めて
会長になり、コロナの影響もありますが、活動内容について行けてないところがあります。


