
回答総数

1801

質問１ 所属を教えて下さい

回答者属性 対象数 回答 回答率

小学校の保護者 5103 1198 23%

中学校の保護者 2838 932 33%

小学校教諭 405 15 4%

中学校教諭 231 26 11%

※小学校、中学校両方にお子様がいるご家庭がある為、各項目の回答数は回答全数を上回る

質問２ 区P連 保体委員会の役割を知っていましたか？

知っていた 499 28%
なんとなく知っていた 843 47%

勘違いしていた 12 1%

知らなかった 438 24%

〇属性別内訳

小学校の保護者 1198 中学校の保護者 932

知っていた 282 24% 知っていた 324 35%
なんとなく知っていた 567 47% なんとなく知っていた 455 49%
勘違いしていた 5 0% 勘違いしていた 7 1%
知らなかった 344 29% 知らなかった 146 16%

小学校教諭 15 中学校教諭 26

知っていた 7 47% 知っていた 13 50%
なんとなく知っていた 6 40% なんとなく知っていた 11 42%
勘違いしていた 0 0% 勘違いしていた 1 4%
知らなかった 2 13% 知らなかった 1 4%

質問３ 過去に区P連の保体行事に参加したことはありますか？

ある 498 28%

ない 1201 67%

覚えていない 93 5%

〇属性別内訳

小学校の保護者 1198 中学校の保護者 932

ある 268 22% ある 334 36%

ない 878 73% ない 535 57%
覚えていない 52 4% 覚えていない 63 7%

小学校教諭 15 中学校教諭 26

ある 12 80% ある 15 58%

ない 3 20% ない 9 35%
覚えていない 0 0% 覚えていない 2 8%

質問３-1 参加したことがある方の参加理由を教えて下さい

※複数回答ができるため合計が100％を超過します
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質問3-2 参加してみてどうでしたか？

とても楽しかった 150 30%

まあまあ楽しかった 178 36%

どちらでもない 118 24%

ややつまらなかった 15 3%

つまらなかった 51 10%

質問４-1 その他のスポーツを選んだ方 そのスポーツは何ですか？

質問４ 今後希望する行事を教えて下さい ※詳細は下部に記載

１位

バレーボール 502 28% ２位

ソフトボール 97 5% ３位

バスケットボール 67 4%

サッカー 61 3% 質問4-2 スポーツ以外を選んだ方 その行事は何ですか？

その他のスポーツ 223 12% ※詳細は下部に記載

スポーツ以外 209 12% １位

答えたくない 633 35% ２位

３位

質問５ もし今後保体のイベントを開催する場合、いつだと参加しやすいですか？参加しやすい時間帯を教えてください。

※複数回答ができるため合計が100％を超過します

平日AM 101 6%

平日PM 75 4% 小学校の保護者 1198 中学校の保護者 932

土曜のAM 432 24% 平日 109 9% 平日 73 8%

土曜のPM 236 13% 土曜 357 30% 土曜 280 30%

日曜・祝日のAM 323 18% 日曜・祝日 256 21% 日曜・祝日 180 19%

日曜・祝日のPM 131 7% 特に希望はない 216 18% 特に希望はない 183 20%

特に希望はない 323 18% 参加したくない 438 37% 参加したくない 336 36%

参加したくない 643 36%

小学校教諭 15 中学校教諭 26

平日 3 20% 平日 5 19%

土曜 7 47% 土曜 14 54%

日曜・祝日 1 7% 日曜・祝日 1 4%
特に希望はない 2 13% 特に希望はない 6 23%
参加したくない 4 27% 参加したくない 2 8%

質問６ ご意見

※詳細は下部に記載

質問4-1詳細（回答順）

ボッチャ

講習会・研修会・講演会

運動苦手でも参加できるもの

レクリエーションゲーム大会

テニス

テストで記入してみました。加藤
希望するものはありません
合唱
ストレッチなどあまりカラダを動かさずできる体操など
ボーリングなど練習や集まりが必要ないもの

お茶会

質問4-2詳細（回答順）

講義を受けるや鑑賞など
レクリエーションなど
研修会みたいなもの

そもそも行事の必要性を感じない
思い浮かびまぜん
講話会

バドミントン

卓球

ミニテニス

バドミントン

ボッチャなどの気軽にできるもの

卓球

同じ競技だとメンバーが決まって来るので、何種目かの競技を取り入れてはどうかと個人的には思いま
す

ヨガやエクササイズなど

〇属性別内訳

集まっての練習のいらないもの

ヨガ

ゆるスポーツ

バドミントン

ボーリング

ドッチボール

ソフトテニス

卓球やバドミントン

テニス

テニス

ニュースポーツなどの、気軽に参加できて楽しめるようなスポーツ。

バドミントン

少人数でできるもの

保護者のスポーツによる交流も理解できるが、もっと子供たちの保健体育に目を向け

た活動をしてほしい。

スポーツ選手の講演会
レクレーションのようなもの
不要だと思う
子供も一緒に参加できる行事
プロスポーツの観戦（希望者がいれば）
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28%



ボーリングなど

バスケットボール

バドミントン

武道、テニス、バドミントン

バドミントン

バドミントン

卓球

希望者がいれば何のスポーツでもいいが無理に集めてまでやる必要はないのでは

ボーリング

バドミントン

卓球

多人数ではなくても個人でできるスポーツ

簡単で、これまでやってきていない人でもできるもの。

ボッチャ

誰でも簡単に参加できるもの

卓球

野球 テニス バドミントン

ツナジキ、玉入れ

可能ならヨガとか体操など、怪我のしにくいもの

ラグビー

グランドゴルフ

リレー

ボッチャ等、比較的誰でも参加できそうなもの。経験がなくてもできそうなもの。

ボーリング

ボッチャのような競技

バトミントン

卓球

バドミントン

綱引き

バドミントン

キックベースボール

バドミントン

ドッチボール

卓球

ダンス

バドミントン

バドミントン

ボッチャ

陸上競技

テニス

卓球

バドミントン

ウォーキングとか、ハイキングみたいな歩くもの

ボッチャ

卓球

グランドゴルフやボッチャなど、みんながまだやっていないスポーツ。または気軽に出来るボーリン
グ。

ドッチビーなど

パークゴルフ

大縄跳び　（誰でもできる　バレーは難しい）

卓球

ボッチャやサイレントサッカーといった障害者スポーツだと年齢や体力関係なくでき、福祉に目を向け
るきっかけになるのではないか？

ニュースポーツなど。多くの人が練習をしなくても気軽にできるもの。

練習不要で誰もが楽しめるもの

ボッチャなどの誰でも参加できるようなスポーツ

綱引き

綱引き

卓球

ドッジボール

バドミントン

綱引き又はリレー卓球など

卓球

ボッチャ等経験がなくても簡単に誰でも出来そうなものもの

バトミントン

バドミントン

ニュースポーツ体験

バレエ

タグラグビーなどの男女混合で楽しめる競技　運営の負担も軽減させる

ドッジボール

バドミントン

救命講習、AEDの使い方など
行事の廃止
芸術鑑賞会
参加型イベント（小物作り等）
文化的なもの

綱引き、大縄跳び、など誰でも参加しやすいもの
ランニング、ウォーキング、散歩
ヨガ、バランスボールのような運動が苦手な人もできるもの
開催しなくてもよい
特にやらなくてよい。

皆さんが負担になりにくい事
必要ないと思っている
保護者、教職員が強制参加という形にならないもの。
健康教育
交流会

夏祭り会
親睦会
保護者の大会は不要
体を使ったゲーム
体が弱いとか、色々な事情がある人もいると思うので、そーゆー人も出来るもの

研修委員会と合同で研修会や講演会など
スポーツについての講演会
怪我をしないもの
親子ウォキング、親子登山
運動が苦手なので。

必要性を感じていない
スポーツが全般的に苦手なため、球技以外なら何でも良い。
子供達の為になるもの親は関係ない
研修会や学校行事
綱引き

コーラス
人が密にならない様な事
ドッジボール
テーブルゲーム
なし

わからない
やらなくてよい

ダンス

スポーツというより、親子で野外活動（しっかりしたキャンプのようなものでなくて

も、公園で遊ぶくらいでもいい）するようなものでもいいと思う。子どもが日常的に

屋外で遊ぶ機会も減っている（それには保護者が外で遊びなれていない影響も大き

い）ので、親睦と合わせ外で遊び体を動かす習慣をつくるきっかけにもなるような企

画ができたらよいと思います。
区Pバレーは役員、当番校の負担が大きすぎます。PTAの活動なので、保護者の交流よ

りも子供達に関わる行事に重点を置いて欲しいです。

駅伝

子供と一緒にできる体操など
海岸等のゴミ拾い等役立つ物

学校の運動会や競技大会の手伝い。バレーに参加出来る保護者は、限定的であり、活

動費の恩恵も限定されるため。

興味がないので、やらなくてよい。保護者の負担だし、出る人はいつも同じだし、担

当になった人が大変なだけ。

近隣散策やハイキング、ヨガなど運動が苦手な方も参加出来るもの
子供と、楽しめるもの
思いつきません
未定
講演会

生花やお茶
製作系
ユニホック
健康チェック、体操
花いじり

自由参加で海岸清掃して閖上の朝市で朝食を食べる
親子で参加できる簡単な料理教室や、手芸教室
必要ない
手間がかからないもの
百人一首

気軽に参加できる大人数でできるゲームのようなもの
子供の身体能力をあげるためにはの講義等子供のためになること
ゲーム大会、謎解きや脱出など
子どもの参加できるもの



バトミントン

ドッヂボール

ウォーキングなど、スポーツが得意じゃなくても参加できるもの

バトミントンや卓球など

ドッヂボール

地域を散策しながらのウォーキング

卓球

ウォーキング、外で長縄、外でダンス

ドッジボール

卓球

みんなが出来るようなスポーツ

ドッジボール

パラスポーツ

メジャーではない誰でも気軽に参加できるような新スポーツ

バドミントン

野球

ボッチャなど

ヨガやストレッチ　対戦しないなにか

バドミントン

テニス

バドミントン

卓球、バドミントン

野球

ボッチャなど、未経験でも楽しいスポーツ。

陸上

武道

バドミントン

ボッチャ

ボッチャなど　幅広い年代で楽しめるもの

普段、スポーツをする機会がない人でも参加しやすいスポーツ。例えばボッチャなど

毎年換えてみてはどうでしょうか？

ソフトボール

マラソン大会　リレーマラソン

バドミントンなど

卓球

大人の運動会

キンボール

体力保持と親睦ということですが、コロナ禍では集合して何かをやるというのは、中々むずかしいと思
います。たとえば、オンラインマラソン大会はどうでしょうか？スマホにアプリをダウンロードし、期
間内でどれくらいの距離を走った(歩いた)かを、学校ごとで競う。とかであれば、集合せず、各自でやれ
ますし、体力保持はもちろん、途中経過で他校に負けないように、学校ごとで強化日みたいなのを設定
して、その日を各自がんばって走る(歩く)、みたいなもので、連帯感からの親睦とかも深められると思い
ます。

ドッチボール

綱引き、大縄

バトミントン

ドッヂボール

ボッチャ

バドミントン

ラウンドゴルフ

ヨガ

綱引き

ニュースポーツなど

経験者じゃなくてもできそうなもの

柔らかいボールでドッヂボールなど準備に手間のかからないもの

バドミントン

特になし

ドッチボール

卓球

ダンス

テニス

ウォーキング等

初めてでも楽しめるルールが簡単なスポーツ。

マラソン

キンボール

バドミントン

ストレッチなどの健康体操やヨガ（オンラインでも可）

ヨガやボッチャなど誰でも参加できるもの

野球

卓球

子供も大人も気軽に参加出来るもの。マラソン大会とか、ウォーキング大会とか。戦闘中なども楽しめ
る

スポーツができない人でも楽しめるもの。
誰でもできそうな運動
わからない
わからない
食育講座など

流しそうめんとかいもにとか参加者が気軽にできるようなこと

参加する気はない
特になし
ボランティア活動
特に必要がないと感じます。

清掃活動
参加はしたくない

参加したくない

不要です。
しなくていいと思う
保護者の共働き率が高い今、委員会の必要性について疑問です。
わかりません。ウォーキングとか

特になし
行事は必要無い
ゴミ拾い活動
ハンデなく楽しめるもの。
参加をしたくない

健康保持に関する講習など
必要ない
勝ち負けのないもの
とくにない
ストレッチ、ヨガ、体の柔軟性を求めるもの

運動が苦手でも楽しめるもの
何もしなくていい
気軽に参加できるレクレーション的なもの
子供と一緒に楽しめる何か。
子供と一緒に参加できる様なもので、強制参加では無いもの。

運動が苦手な方でも参加出きるもの
あまり参加したくない
わからない
バドミントン
スポーツ以外ならたいてい何でもいいです

練習なくできるもの。子供と参加できる体を動かす行事など。
講演会
スポーツの苦手な方でも出来る行事
運動会やスポーツテストの補助員
親子ストレッチ教室

特にない
誰もが構えすぎず参加出来るもの
陶芸教室など
スポーツ以外なら何でも良い
ストレッチ教室など運動が苦手な人も参加しやすいもの

百人一首の大会あるいは活動
誰もが参加できるようなもの
密にならないオンライン等
講演会
わかりません

特になし
やらなくていい
体力測定
オリンピック メダリストの方との交流など。
特になし

歩き方やトレーニングの仕方の講習

講演会
思春期の子どもへの接し方等の講座
親子で楽しく出来る活動

PTA役員になった人もそうでない人も負担にならない行事があればと思います。難し

いでしょうが。

大会を開くのではなく、各会員になわとびを配るなどし、各自で健康保持を促す取り

組み
バレーボールの手伝いなどは今後する必要はないと思うので、ベルマーク委員会など

に名称変更して、ベルマークなどの回収、集計等のみ行えばいいと思う。

何かは思いつかないのだが、バレーが交流になっているとは思わないし役員の負担が

大きい

思い切ってスポーツ大会は不要。健康教室的なオンラインでも受講出来るようなもの

だと参加しやすい。



ドッヂボール

体育（運動能力向上）

ダンス

バドミントン

バドミントン

ボーリング

誰でも参加出来るもの

誰でもできるゆるい運動。

バドミントン

卓球

バドミントン

なわとび

(誰でもできる)玉入れや綱引き、リレー等のミニ運動会的なもの

卓球

バドミントン

ボーリング

バトミントン

ドッヂボール

バドミントン

バドミントン

バドミントン

硬式テニス

ドッチボール

バドミントン

バドミントン

ボッチャ

パラのような　ユニバーサルな競技

大縄跳びなど

誰でも簡単にできるボッチャなどのニュースポーツ

キックベースボールなど

野球

卓球、バドミントン

パターゴルフ

バドミントン

ドッジボール

誰でも気軽にできるスポーツ等

バドミントン

ゴルフ、バトミントン

筋力トレーニング ヨガ

筋力トレーニング ヨガ

ボーリング

ケガの心配が少ないもの

ボッチャ

卓球、バドミントン

卓球

タグラグビー

百人一首

卓球

ハンドボール

ドッチボール

簡単にみんなが参加できるもの

大縄跳び

ヨガなど団体競技ではないスポーツ

ドッジボール

バドミントン

急に実施しても怪我しないスポーツ　玉入れやストラックアウトなど

レクリエーションとして、年代を問わず参加できる軽めの物

バドミントン

綱引き

バドミントン

オリンピックやパラリンピックなどから、普段あまり触れないようなスポーツができると面白いと思い
ます。

綱引き

親子ドッジボール

具体的に何と聞かれると難しいですが、得意不得意に関係なく、皆が楽しめる物が良いかと思います。

ドッジボール

特に行事は必要ない。それを運営する手間や人出が必要になるから。保護者の負担を減らして欲しい。

綱引きなど団体競技

練習なしでも気軽に参加できるスポーツ

特に思いつかない
何もやらなくていい
身体を使ったゲーム
クイズ大会、クッキング、お絵かき伝言ゲームなど(すべてチームで)
ハンドメイドのワークショップ

球技は苦手なので、ウォーキングやダンス
ドッジボール
芋煮会
子どもの行事と関連があればよいが、わざわざ開催しなくて良い
そもそも参加したくない

伝統遊びや、ピタゴラスイッチ的なもの
よく分かりません
短時間で終わるもの
無回答
分からない

大きなかるた
ボッチャ
盆踊り

健康維持に関する講義

ダンスや舞踊

百人一首
ワークショップ等
ゲーム
スローヨガやピラティス
マラソン

ホットヨガ
登山、ハイキング、音楽、合唱など
役員さんが大変な思いをされています。廃止して良いと思います。
リモートで参加でき、役員の負担の無いもの。
講演会やスポーツ観戦も楽しそう

わかりません
レクレーション的なもの
研修や講演など
AED使い方研修会など
運動が苦手です 球技以外がいいです

女性が好みそうなもの
親子でできるレクリエーション
能力に関係なく取り組みやすい運動
ヨガ フラダンス
保健体育系の講習会等

ウォーキングなど
子どもたちの通学の見回りなど、もっと学校生活に身近なこと。
健康に関する講演会など
ゴスペル
正直、仕事もあるし、行事がない方が嬉しい。

怪我が毎年のバレー大会の課題になっています。怪我のないものがいいです。
自宅でも参加できるような講習会等
ウォークラリーとか誰でもできるようなやつ
ダンス
特になし

大会だけではなく講習のようなもの。絵画や書道など。

釣り
音楽鑑賞会
プール監視の研修など

密にならずマスク着用で危険がないもの。短時間で終了するもの。体操など間隔をあ

けて行えるものならスポーツでも良いと思う。

今は思いつきませんが、スポーツだと、不得意な人は億劫になってしまうので…
講師を呼んでの講演会等
七夕飾り制作、
軽めの運動
仕事を休まず、自由参加なら生活に支障なく参加できる



質問6詳細（回答順）

アンケートを各学校で取り、回答の多いスポーツ

やらなくて良いと思う。

大人が楽しむ行事の必要性を感じません。一部の方だけのお楽しみなので、あることすら知らない人もたくさんいます。子供達の為になることを考えてみてはどうでしょうか。

親睦も大事ですが。特定の選手にのみ貢献する形では意味がないと思います。保体委員の負担の大きい行事は縮小していくべきと思います。

皆さんが参加しやすいスポーツだといいのかと思いました。

お疲れ様です。

練習や予定の調整が負担に感じる

運動が苦手な人も楽しめるような内容だと良いと思います

出場する方のために役員がお世話をするのは時代にそぐわないかも。

人数集めの強制参加であればそもそも実施しない方がよい

なし

アンケート、イベント開催前提なので、まずは開催しないと言う選択肢も必要だと思います。

人の集まるようなイベントは開催しない方がいいと思う

コロナで中止、残念です。1回だけ参加したことがあるのですが…学校の先生とも交流がもてて、とっても楽しかったです。コロナが収まったら是非また開催して下さい。

今年度引っ越してきたばかりで、これまでの習わしを何も知りません。情報の公開・共有をよろしくお願いします。

今までのような強制の参加ではなく、参加したい学校・個人でのみ開催が良いと思います。

各学校によって保体役員の内容は違うかもしれないが、うちの学校では例年だと、選手のお子さんの面倒をみたり当日の応援と、保体の役割なのか疑問に思います。

バレーができる人限定のイベントに意味はあるのでしょうか？

区Pバレーのような一部の保護者しか参加できないイベントをやるなら、子供も一緒に参加できるイベントを開催する方向で見直した方がいいと思う。

知り合いがいないので、参加しにくい

コロナが終息して、保護者同志の関わりが取れるようになってもらいたいですね!!

働く保護者も増えていますから平日の活動は負担が大きすぎると思います。

逆に何故特定の人の為にPTA予算使って、バレーボールなのか分からない。

コロナ禍でPTAの不要が世間でも十分知れたと思うので、PTA活動そのものを無くしても誰も困りませんね。

PTAの活動はいらない

保護者の親睦が目的だとすると、参加者の範囲がとても狭く限定的に感じます。初めての方こそ親睦を深めるきっかけになるよう、もっと大々的に且つ具体的に募集をかけて欲しいです。

現状のバレーボールは本部役員ばかりで参加しづらいと思います。他の競技に変更してもそうなのではないかと思い、参加できないです。

こういう行事をPTAとしてやるのはやめたほうが良いと思っている

役員の皆様、お疲れ様です。

コロナを機に無駄な行事は減らすのがいいと思います。どれくらい参加したい人がいるのかわかりませんが、これが負担になっているなら見直すべきです。

保体役員の業務でバレーボールお手伝いはやめて欲しいです

夜の練習だと、帰宅後バタバタなので可能なら子供が学校にいる間の活動が、望ましいです。（難しいなら､休みの日中。）参加人数が少ない場合、強制的に参加しなくてもいいと思います。

スポーツは怪我が怖いので参加は厳しいので、応援や講演会があると助かります。

共働き世帯が増えている中、活動が本当に必要なのか疑問

PTA活動は子どものためのもの以外は希望しません

選手側とPTA役員の方とが対等の立場であってほしい。

アンケートの作成ありがとうございます。PTA事業ですので、保護者にとっても、教員にとっても、地域にとっても、子供たちにとっても、より良い暖かな取り組みとなることを期待しております。

子供の為のPTA.子供のためになるものをやりましょう

活動中止になったらPTA費を保護者へ返金されるべきる

スポーツが苦手な人も楽しめるような内容だと嬉しいです

皆さん仕事等で大変かもしれませんが、イベントは無くさないで欲しいです。

運動したいがバレー経験者が多く、未経験者は…。未経験者でも参加しやすいと嬉しいです。

あまりに時代に即していない行事が多く、コロナ禍を機に見直すべき事が沢山あるんじゃないかと思う。

スポーツは苦手だし、スポーツ以外だとしても知らない保護者と何かやりたいとも思わない。何も無くていい。

せっかくの交流の機会ですから、多くの皆さんが楽しめるようなことができるとよいと思います。このようなご時世でご苦労がおありかと思いますが、よろしくお願いします。

やりたい人がいればイベントをやればいいと思いますが、毎年出場者集めに苦労しているのが現状ではないのでしょうか。

小さなお子さんがいる親御さんが参加しやすいシステムが必要だと思います。私の時は、面倒見が良い役員さんが子供を見てくれましたが、それも中々難しい時代ですので…

基本やる事が前提となっているが、今後やらないという選択肢もあって良いのでは？

やりたい方がやるなら別ですが、やらなきゃいけなくてやるのは、とても大変だと思います仕事もいろんな業種があります。本当に負担になってる方も多いと思います。

スポーツは何にしても特定の人しか参加しないので、種目を変えても難しいと思います

バレーボールに拘わらずPTA活動全体にも通じることなのですが、保護者の活動に児童生徒と下の子ども（未就学児）が置いてけぼりがちで、預かってもらう必要があったり核家族にはやさしいとは
いえない要素があったと思います。このことについて前向きに検討いただければ嬉しく思います。

保体委員会は区Pバレーボール大会が主たる活動となっており、それが保護者の方々の負担になっているのが現状。この機会に是非バレーボール大会ではなく、子供たちのための委員会活動に見直す
べきだと思います。

親睦を深めることも大切ですが、片親、共働き、休みの日が不定期などの理由で集まれない事情の人も増えてきて、今までやってきていたようなような活動では難しくなることも多いのではないで
しょうか？役員の方も準備や打ち合わせなどに都合を合わせるのも大変だと思います。行事の回数、時期、規模などの検討も必要なのかなと感じます。

今までの区Pバレーのようなものもいいのですが、その実施のために、特にその企画に思い入れの無い各校保健体育委員の保護者が動員されるような方法はよくない。バレーボールをしたい人と、そ
れを応援したい人でつくりあげるような形でできるとよいのではないかと思います。

今まで流れで続いていた行事等も、コロナで見直すチャンスでもあると思います。時代の変化に合わせ、形を変えることも大変ではありますが、負担を減らすこと、子ども達のための活動を中心に学
校単位でも見直せたらと思います。

保体のイベントについては、参加したい人もたくさんいらっしゃると思うので、開催自体はいい事だと思いますが、役員だからお手伝い必ず参加、と暗黙のルールがあるところもあるので、お仕事の
都合がつけにくい保護者の方も結構いると思いますので、役員は強制参加というところをどのPTAさんでも見直していただきたいなと思います。それで悩む方もいらっしゃると思うので。

バレー大会はハードル高く出たことありませんが、保護者間、取り分け区内で他校の方と何かやれる機会が失われることはもったいない気がします。

やってみたいと思うスポーツ選びが難しいと思う。

保健体育など必要ありません。廃止していただきたい

何人か集まらないと出来ない競技ではなく、個人でも参加できる物がいいなぁと思います。人を集めるのが大変なので。



お疲れ様です。

特になし

運動が苦手な人はスポーツと聞くと敬遠してしまいます。ストレッチや体幹トレーニング等動きの激しくない物もご一考してみてはどうでしょうか。

その競技が得意な方だけが楽しめる雰囲気はやりにくい。そもそもの目的は違うはず。誰もが楽しめる、参加して良かったと思えるないよを検討していただきたい。

役員を強制的に決めるのはやめてほしいです。

スポーツは、一部の方しか参加出来ないような印象が強いので体育会系じゃなくても参加しやすいスポーツであることが望ましいと思います。

コロナが落ち着いても、念のため当分の間は親睦を深めるタイプの行事には参加しないつもりです。

取りまとめいただきありがとうございます。

行事の練習のために学校な役員が夜に招集されるのは、小学生の親としては負担になると思う。町内会対抗の保体行事だけで十分。コロナがすっかりなくなる迄は何もしないでほしい。

より良いPTA活動になることを願ってます。

ごく一部の人たちだけが楽しむ行事。開催方法、保体委員の在り方等、検討すべき。

この大会の意味がわかりません。役員だからといって、強制参加させられるのはどうかと思います。選手ではなく、裏方を含め。好きでやってる方のサポートをなぜしなくてはならないかがわかりか
ねます。ママさんバレーの延長ですよね。教員も交ざり、そこでケガをし、生徒達の授業に支障を与えて、何の意味も無いと思います。これを機に無くせば良いと思います。

この委員会という組織が本当に必要なのかどうか、このコロナ禍でよく実感されたのではないかと思います。何をやるか、もいいのですが、もっと原点に返って、本当に会員にとって必要な組織なの
かどうか、ということを考えることもこの際必要なのかなと思いながら、回答させていただきました。失礼な言い方で大変申し訳ないです。アフターコロナは、前のような状況には戻らないことはわ
かっていることなので、根本からの議論がある、もしくは、このアンケートの前に、そのような議論があった上でのアンケートであったことを信じております。

小さなお子さんがいる家庭でも負担なく参加出来るものであれば良いと思いますが、遅い時間帯や土日などは避けてもらいたいです。子供達の為になるような事であれば良いと思います。

役員になった全ての方が運動が好き、得意とは限らない。バレーなどの競技だけで親睦を深める必要はないと思います。

親のスポーツ大会は必要でしょうか？

バレーボールという限られた人しかやらないスポーツのために役員活動があるのは意味が分からない。誰でも参加できるイベントにするべきでは？バレーボール大会に出場したい人が集まってすれば
よいと思う。

バレーボールが交流の場になっている方もいると思いますが、PTAではなくサークルとしてやってもいいと思います。希望者がいない中で、無理にするものでもないですし、限られたバレーボールが
好きな保護者の方のために予算が使われる必要性はあまり感じられません。PTAの交流の目的が達成されているか疑問ですし、必要感をあまり感じません。このようなアンケートを取っていただきあ
りがたいです。ぜひ、必要な活動を厳選していってほしいです。よろしくお願いします。

イベントは今後もなくてもよろしいかと思います。

共働きの家庭が増えている昨今、未だに何十年も前からの行事を続けることに必要性を感じません。このコロナ禍は、行事をなくし家庭の負担を減らすとても良い機会だと思います。

当番校の負担がいつも大きいので、あまり負担にならずにやれるものがいいと思います。

持病があり、激しい運動やスポーツは医師からしない様に指示がある為、活動には参加出来ない

スポーツをしたい一部の大人達の為に、くじで負けたスポーツをしたくない大人が仕事を休んでまで集まるのは違うと思う。やりたい人が自主的にやらないのであければスポーツではなく大人イジ
メ。子供達の為のスポーツフォローならまだ良い。

日中や夜の集まりや役員作業の際に幼児連れでの参加不可に子供の預け先がないのでとても困りました！

PTA活動のスリム化を希望します。

東京五輪・パラリンピック競技にするのも面白いと思います。

働く保護者も増え、従来の活動はこの機会に大幅に見直すべき。実行に無理が生じていると思います。この2年間活動がなくても不都合はなかったと思います。見直しをお願いしたいです。

バレーボールは毎年同じ人達の為のレクリエーションになっている様に見えるので、普段運動しない人でも出来そうな競技にした方がいいと思う。

親のスポーツ大会は必要でしょうか？

役員としてバレーボール大会に参加しましたが、平日の夜に小学生の子どもたちだけを家において、親が楽しそうにバレーの練習をしている姿をみて、愕然としました。これは本当に必要な行事なの
か、子どもたちのために、他に出来ることはないのか？保護者として、あるべき姿なのかを疑問に思いました。コロナを機に、もう少し内容を考えてほしいです。せっかくのアンケートの機会でした
ので、感じたことをそのまま述べさせていただきました。日々の活動、お疲れ様です。

健康増進を図る目的はわかりますが、開催主催校の負担が大きいように感じます。集まって何かをするのが大事という時代でもないと思いますので、健康増進は各校の取り組みとして、区P連として
はそのバックアップでいいのではないでしょうか。

大会自体は楽しいです。ただそれまでの準備を考えると大変です。子供の為ならしょうがないが保護者の親睦の為と考えるとなぜ保体委員がそれをやるのか？保体委員の負担が多いです。当番校なら
尚更。嫌な人は苦でしかない。大会をやりたい人、サポートしたい人を集めてやればいいと思ってしまいます。

親睦が目的と言うが違う場合もある。バレーが出来なければ参加出来ない人や参加しても既に仲間が出来上がっていて出してもらえないとか参加しても感が強い。雨風避けられるため、バレーの選択
が1番良いのは分かるが、毎年バレーなのはいかがなものか。

今までの活動を見ていて思うのですが、やりたい人がやるのではなく、できない人まで巻き込まれていくところに問題を感じていました。例えば、役員としてバレーボールの練習を手伝う為に、夜、
幼い下の子を家に残して出かけなければいけないなど、子供や家庭に負担をかける行事は本末転倒だと思います。各自が無理なく取り組めるやり方を切に願っています。健康保持を目的とするなら、
なわとびや室内用ボールなど、各自が好きな時に家でできるグッズを配布するのはいかがでしょうか？放課後や休日などに使いますので、親子で体力アップにつながると思います。

保体委員の活動として、バレーボール大会のお世話役がありましたが、土日関係なく仕事をしている家庭では、わざわざ大会の日に休みを取らなければならないという事態が発生していたと思いま
す。大会自体、やりたい人たちがやる事に異議はありませんが、選手ではない人達がわざわざ半強制的に参加させられる意味がわかりません。

役員の方々、お疲れ様です。今後もよろしくお願いします

任意であっても参加に忖度や強制感があり、役員さんも積極的にやりたい方がやっている訳でもないので活動を減らすか無くして頂きたいです。

活動はできるだけ省力化し、必要な内容のみに絞ってほしい。

ＰＴＡ全てにおいて強制しないでいただきたい。

小学生は地域に根ざした行事があれば低学年はうれしいと思いますが、年齢が上がると親子ともに多忙となるので強制にならない運用がよいです。

次回バレーボールを開催してください。

親がバレーなどのスポーツ協議に参加する行事よりも、親子で事前練習なしで参加•体験する行事もよいのでは、と思います

働く親が圧倒的に多い、また今後介護に関わる親が増える事を考えると負担を減らすという選択をすべきでは？と思う

子供のための内容ではないので、活動内容については考えるべきでは?

参加者も減ってきてる中、そしてコロナ禍大変だと思います。ＰＴＡ、役員の方々いつもご苦労さまです。

小学校のPTA活動参加について、コロナの影響があって行事が開催できない今だからこそ見直して頂きたいと強く思います。子供たちのために必要な活動があることは理解していますが、PTA参加は
義務であるかのような呼び掛けは目に余ります。両親ともにフルタイムで仕事をする家庭がほとんどという現状踏まえて、PTA連合会から各学校へ保護者の過剰な参加負担が起きないよう呼び掛ける
ことを検討して頂けないでしょうか。一部の熱心で活動時間をとる余裕のある保護者の暴走的なPTA運営は、仕事と家庭を両立し必死で育児に取り組む多くの保護者の負担になっています。

2年間保体行事が行われていなくても、それぞれの学校でそれぞれのPTAが活動し、子ども達は学校生活が送ることができている。ということは、コロナ禍で見えた見直すべき集まり、行事の１つな
のではないかと思う。顔がわかった方が活動はしやすいが、時代の変化に伴いPTAの負担も問題になっている昨今。このコロナ禍は既存踏襲から脱却するよい機会だと思う。

役員任せや当番校任せにするんじゃなくて参加者が自主的に動く活動にしてやればいい。せっかく若林区の仲間と楽しめる機会なんだから、この構成と組織ほ残し、当番校がお世話するという負担は
無くせばいいのでは。

役員さんの負担にはなるかもしれませんが、なにか共有できる行事やスポーツは必要だと思います。やらなければ、負担もなく楽でしょうが、保護者同志が楽しく活動している姿は子どもたちやＰＴ
Ａの活動にも、良い影響があると思います。無くすことだけを考えるのではなく、やることも考えてほしい



保体のバレー大会を通じて、他校の方との繋がりも増えました！ぜひとも今後も続けて欲しいと思います！

軽い運動・雨天・程よい人数・打上げ（ここ重要!）を考慮すると、バレーが丁度良いです。他校の方とも顔を覚えていて、兄弟の高校で偶然一緒になり、交流が出来ましたよ。

いつも大変お世話様でございます。今回考え直す機会であるのであれば、バレーボール大会はチーム集めから苦慮する学校がある事、みんなが楽しめる大会なのか？という事から別な事へ変更して頂
きたいと思います。PTAの会員みんなが楽しめるのであれば、一流のチームの試合を観戦するのでも親子で楽しめて、子どもの将来の夢にも選択肢が増えるきっかけになるのではないでしょうか。

ソフトバレーを通じ、学年の垣根を越えた保護者や、先生との交流の場になっていた。ソフトバレーなので、練習の時、子供達と一緒にバレーを楽しむことができた。子供達も学年関係なく、遊びを
通して思いやりの心を学べた。上級生は下級生の面倒を見てくれたりと、言葉で理解するのではなく、経験して学ぶことで自然に身に付いた子供の成長を間近に見ることができた。自分が子供の頃に
はわからなかったPTAの活動だが、自分の親もこうして参加しながら子供達を守ってくれていたんだ！近所の人も守ってくれていたんだと自分が親になり初めて知ることができた。核家族が増え、隣
近所もわからない、知らないから挨拶もしない子供が増えている現状は、とても淋しい事だと思う… 役員は確かに大変だと思うが、そこから学ぶことも沢山あるのではないだろうか？何事も参加して
みないとわからない。親が嫌だからやらないと思っていると、子供も嫌なことや面倒なことはやらなくてもいいんだ！と感じてしまうとおもう。子供は親の姿を見て育っているのだから…

バレーボールを通して、学年関係なく沢山の人と仲良くなれた事がとても嬉しかった。バレーは一人ではできないスポーツだからこそ、みんなで協力することができ、話したことのない人とも自然と
コミュニケーションがとれるのだと思う。

なぜ、バレーがだめで他のスポーツならいいとするのかが分からない。

参加しようとは思うのですが、仕事の都合でなかなか参加できずにいます。いつも不参加になってしまうので、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

ソフトバレーボールという事もあって、あまり大きな事故もなく参加者全員が楽しめるスポーツだと思います。地域の交流の和を広げるために最適だと思います。

同じ若林区内だが引っ越しをして学区が変わり学校も転校したのですが、新しい学校で区Pバレーを通じ子供も親も新しい交流ができた。大会に出れば、前の学校の仲間にも逢え、そこで交流が生ま
れ、子供も前の学校の友達に会えて嬉しい思い出があった。時には交流戦をやったり(笑)普段はなかなか話せない先生達とも一緒にバレーを通じお話しする機会が出来たこともすごくいい思い出に！
時には異動した先生にも会えたりして、子供も喜んでいた。学年の枠に囚われず、沢山の人達と交流できる機会は大切ではないでしょうか？子供達も学年関係なく一緒に遊ぶことで、大人になり、成
長する姿も見てきました。親としても嬉しい子供の成長、時には子供と一緒にバレーしたり！ソフトバレーだから、子供も楽しく練習に参加する姿をみてきたので、今後も続けて欲しいです！ソフト
バレーだから、経験者だけでなく、バレー初心者でも、参加してとても楽しかった。大人になるとなかなか運動する機会もない…固いボールだと、初心者向きではないので躊躇してしまうが、ソフト
バレーなので、初心者も楽しめた競技でした。他の区ではないところもあると聞いています。とても残念だなーと思う。

区Ｐ保体の内容は初めて知りました。とても意義のあるものだと思います。小学校から親がバレーをやっている人たちで行事のたびにお揃いのTシャツで、他の人達が入れない雰囲気。区Ｐバレーの
時の未経験者へのマウント取り等本当に苦しいです。皆がフラットに参加できるものを希望します。

スポーツは全般的に好きなのでバレーに拘りません(ドッジボールやゆるスポーツもお勧めです！)先生方との交流を考えると土日祝が良いと思われます。

PTAの加入は強制ではなく、任意であることをもっと周知すべき。

大人同士の空間だから楽しかった。親子競技では、子供の面倒が主になるから特に面白さを感じない。

あまり激しいスポーツでは、ついていけないので、バレーくらいがちょうどいいと思います。

最近ゴミ拾いも大会として(ごみスポ)あるようなので、結果をオンライン集計等にすれば住む街も綺麗になるしイベントとして一石二鳥だと思います。

なくても特に困らない

ありがとうございます。

やりたい人だけでやってください。興味もなく、参加したくもないのに会場準備やお手伝いは負担でしかありません。

PTAは必要ない。時間とお金の無駄。

交流目的といいながら、勝ち負けにこだわり上手い人メインで下手な人は外されてる感じが否めなかった。もし、何かスポーツ大会をするなら、上手い下手関係なくみんなで楽しめるようにして欲し
い。

子供が参加しない行事はやめてもいいと思う

子供が参加しない行事はやめてもいいと思う

人数が集まらないとできないスポーツでは役員以外も声をかけられる。役員が強制的に参加するのも保護者が役員を敬遠する要因のひとつだ。

任意参加で行うイベントはいいと思います。でも人を集めたり、半強制だったりした場合、任意参加人数だけで開催で出来ないイベントは、廃止した方がいいと思います。

なし

保護者が行う行事は必要ないと思う。見直すべき。

競技が苦手な子供の為に、遊びの延長になる運動を取り入れてもいいと思いました。例えば鬼ごっこやだるまさんが転んだなど。

PTAのバレー大会など、一部の保護者で盛り上がっている行事など不要。PTA自体が不要。

年齢的にスポーツは厳しそう

伝統あるバレーボール大会をコロナ禍が要因で取り止めてしまうことがない様に心より祈っています。また、他の競技案もある様ですが、若林区総合体育大会と銘打って大々的に企画し開催するのも
一案ではないかと思います。

バレーボールの係りになり練習試合へ子供もつれて参加しました。先生方と父兄が楽しそうにバレーの練習をしている様子が子供たちの話題になりました。学校入学でわかれた友だちとの再会の場に
もなりました。

一部の保護者と先生が参加するバレー大会にはいつも疑問を感じていました。そもそものこの委員会の目的が現状で必要とされていないと感じます。せっかく忙しいなか集まるのなら子供たちの役に
立つことをすべきで、スポーツ大会はPTAではなく、希望者がサークル活動で行うべきと思います。

子供のためならまだしも、一部の保護者の行事に、子供と過ごす時間を犠牲にして手伝いをしなくてはならないのは納得いきません。出たい選手の方々が自分達のやれる範囲で企画運営する方向にし
てほしい。

子供達の為の活動ではない為スポーツ大会は不要だと思う。保護者同士の交流は学校内でできる範囲で行えば負担にならないので敢えて交流させたりは無くて良いと思います。仕事をしている方や子
供を預けたりできない方もたくさん居ると思うので夜の練習や休日の参加などは不要と思うので考え直して欲しいです。

今までは保体の仕事は引継ぎがしっかりあり、その通り進めるという土台が出来上がっていました。今回新たな事に変更する場合、次回の当番校に負担が集中しないように、次年度の運営まで詰めて
考えてほしいです。

バレーボールは特定の人しか出来ないから、誰でも気軽な気持ちで参加出来そうなことをしたら良いと思います。毎年バレーボールでは、毎回同じ人しか参加出来ないのではないでしょうか。

保護者の負担になるような行事は全て無くして欲しい。

これを機会にPTA自体を見直してください。専業主婦の少ないこの時代に家庭への負担が大きすぎます。入学時にPTA加入するか選択制にすべきです。

今後も開催しなくて良い

以前、バレーボールに誘っていただきましたが、練習時間が夜なのでお断りしました。土曜日も仕事です。PTAや地区活動、募集の際に「より良い運営のため」や「子ども同士学校で気を揉ませるこ
とにならないよう」など、断る際に罪悪感を感じます。この文書を作った方も、負担が大きく大変な思いをされたのかと。コロナ期に、なくしてもいい活動あるのではとおもいます。

家庭の事情や運動が苦手などの理由で、“PTA”で参加を募られることを重荷に感じる方もいると思います。ご配慮いただけると幸いです。

頑張ってください

PTAのバレーボールは必要ない

バレーボール大会など、ごく一部の保護者のみ参加している状態はPTA会員の健康と親睦が図れるのか疑問。バレーボール大会のことをよく知らない保護者もいる。

大会に参加する方は好きなことができるのでいいのかもしれません。しかし、その一部の人の楽しみのためにPTAの予算を使ったり、他の保護者が働いたりするのはなぜなんだろう？と不思議に思い
ます。


