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ごあいさつ
津 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会

会 長 木原 剛弘

平素より、津市ＰＴＡ連合会の活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

また、各地区において子どもたちのための活動を行っていただいていますことに心から敬意を表し

ます。

コロナ禍と呼ばれる未曾有の事態により、子どもたちの生活環境は大きく変化をし、健康面、精神

面でも影響を与えているものと心配をしています。こんな時だからこそ、われわれＰＴＡが力をあわ

せることが必要だと思っています。各家庭、学校、地域をつなぎ合わせ、子どもたちのために課題解

決にむけ取り組むことができるのはＰＴＡなのだと確信しています。

今回、小学校部会交流会においてご報告いただいた内容をとりまとめ報告書を発行させていただき

ました。この報告書により、各地区の課題や取り組みを広く共有いただき、それぞれの地区での活動

のヒントとなりますことを、ご期待申し上げます。

津市ＰＴＡ連合会では、「つながろうＰＴＡ！子どもたちの輝く未来のために」のスローガンのもと、

より一層の情報共有に努めてまいります。引き続き、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

最後になりますが、小学校部会交流会の開催にご尽力いただいた部員のみなさまをはじめ、ご多忙

のなかご出席いただきましたみなさまに厚くお礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ
津 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会

小学校部会担当 副会長 中西 洋智

平素は津市ＰＴＡ連合会小学校部会の活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

また、１１月に開催しました小学校部会交流会には、ご多忙の中、多くのみなさまにご出席をいた

だきました。改めまして、厚くお礼申し上げます。

私たち小学校部会では、「コロナだから・・・」ではなく、「コロナとどう向き合うか」を考え、行

動することで、少しでも子どもたちに明るい未来が築けるよう取り組んできました。そのなかで感じ

たのが、情報共有の「必要性」です。いろいろな課題が各中学校区にあり、その内容も様々です。

交流会当日は、学校規模に応じてグループに分かれていただき、役員選出方法やコロナ対策等の実

例が紹介され、大変有意義な時間となりました。そして、「ヨコのつながり」として、中学校区を越え

た交流により、人脈の輪を広げることができたと思います。

この機会を交流会一回だけで終わらせるのではなく、コロナ禍のなか、みなさんとともに考え、行

動できるよう、情報共有の「場」を今後も継続して提供できるよう努めてまいります。引き続きご支

援、ご協力をお願い致します。

最後に、今年度ともに活動いただきました部員のみなさんに感謝申し上げます。
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Group A
参加小学校：高茶屋小、一身田小、南が丘小、附属小、、立成小 ／ 参加人数 6名
司 会：世古 丈人

記 録：牧野 智子

■ＰＴＡで何かコロナ対策をされていますか？

各学校において、マスクの着用や検温、アルコールの手指消毒など共通して行われいるよう

だった。またスマートファンアプリＬＩＮＥなどを用いて、会議の資料を配信し、事前に議

事の相談をする学校も多かった。さらに、期間限定でＺＯＯＭが無料で利用できたため、そ

れを利用したオンライン会議を開催する学校もあった。

■ＰＴＡとして何か熱中症対策をされていますか？

ＰＴＡとしての目立った対応はなかった。

■学校行事の開催状況はどうでしょうか？

各学校で、運動会などをはじめ、大人数が集まり行事は、多くが分散形式で行われているよ

うであった。また、研修会などのＰＴＡ行事が例年通り行われているかどうかについては、

学校ごとに大きな差が見られた。

多くの学校ではコロナ禍のため「活動しない方向」で考えられ、ＰＴＡ関係の行事は中止す

る学校が多い中、附属小学校では、学年活動やバサーなど、コロナだからといって何もかも

中止にするのでなく、できうる限りのコロナ対策をとったうえで「やれることはやる方向」

という考えのもと、例年とほとんど変わらぬ活動をしているとのことであった。また、コロ

ナ禍になる以前より、「ＰＴＡのペーパーレス化」を進められており、様々な書類を配布せず

に、絆メールを利用したデータ配信をすることで、印刷の手間やコストを省き、ＰＴＡ役員

の負担軽減が図られていた。絆メールが届かない世帯のみプリント配信とのことだった。

■ＰＴＡ本部役員はどのように選出されますか？

例年通り、立候補を受け付け、立候補で埋まらない場合はくじ引きによる抽選などを考えて

いる学校が多かった。またコロナ禍であることから、大人数で集まっての選出会議は控える

べきであるとの考えから、全世帯に委任状を提出してもらったうえで、代理抽選による選出

を考えている学校もあった。

■まとめ（今後に活かしていける・展開していけそうな事項等）

附属小学校で行われている絆メールを利用した、全会員へのデータ配信は、ＰＴＡ役員の作

業負担を減らすことのできる先進的な取り組みであると感じた。ただし、地域によっては絆

メールに加入している世帯の割合やネット環境に差があるため、各項の状況に応じて取り入

れられるものか検討は必要であると考えられる。

一方で、小学校教育においても一人一台端末を用いた「ＧＩＧＡスクール構想」が推し進め

られていることから、今後、各家庭においてもネット環境が整えられ、絆メールを用いたデ

ータによる資料の配信は、益々有効な手段になると考えられる。
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Group B
参加小学校：北立誠小、新町小、千里ヶ丘小、芸濃小 ／ 参加人数５名

司 会：芸濃小学校 小林

記 録：新町小学校 矢代

■ＰＴＡ活動や学校行事・教育について ～ ｗｉｔｈコロナ ～

本部役員の選出について、立候補と地区選出、大きく分けて２種類。地区選出は事前に役

職まで決められている学校があり、４年先まで決まっている。複数年任期と単年任期など様

々。

近隣校では免除対象者（過去本部役員経験者）が増えすぎて免除制度が崩壊しつつあり、免

除対象者の拡大は数年後に影響が出るため、慎重に検討する必要がある。推薦制度もあるが

本人の意思次第となっている。

コロナ対策について、専門部の活動は軒並み休止しており、本部が活動しているのみ。地

区の旗当番だけは子供の安全に関係するため活動している。地区の廃品回収を PTA が主催し
ている学校では、開催が通常２回から１回になったため、収入が半減。大きな活動費財源で

あったため痛手、PTA でコロナ対策用品を購入した学校もあり。総会は書面決議とした学校
が多い。

学校行事について、修学旅行は行き先を県内に変更して実施できたが、中止となった行事

は少なくない。開催内容、日時を変更してどうにか開催されたのが運動会。学年毎に午前・

午後に分けたり、競技時間を細かく決めたり、観覧者を２名又は１名に制限したり、密状態

を作らないために学校が対策をしてくれた。観覧者の健康状態確認については各人に任せて

いるところ、観覧者の事前連絡制をとり、紙に体温と風邪症状有無を記入してもらい、PTA
本部役員が確認するところがあった。

平日開催校が多かったが、土曜日に開催した学校もある。

PTA 会計について、今年度は活動を縮小しており、行事が少ないため活動費用の減少が予
想されるが、固定費があるため、会費返却の予定がある学校はない。予算実行決定権は PTA
本部にある学校が多い。

コピー機本体の再購入を予定しているところ、学校備品を使用しているところがあり、消耗

品に対する予算も差がある。

■まとめ（今後に活かしていける・展開していけそうな事項等）

PTA のあり方について各校、一長一短であるが、改革をしたくても労力が必要である。他校
の長所を上手く取り入れてより良い PTAとして活動していきたい。
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Group C
参加小学校：南立誠小、豊が丘小、誠之小、栗葉小、芸濃小、一志東小 ／ 参加人数６名

司 会：南立誠小学校 中川

記 録：一志東小学校 三城

■ＰＴＡでのコロナ対策

ＰＴＡ総会を書面決議にしたり、会議数を減らし密にならないように広い会場を使用したり、

人数を少なくして行った。

旗当番をなくしたり、奉仕活動を外注に頼んでしてもらった所もあった。

子どもと父兄の交流する活動は中止にしたが、すべて中止にすると、来年度の運営に影響す

るのでは？と考え、球技大会を行った所もあった。使用する物すべて消毒をし、医療従事者

にアドバイスをしてもらい開催した。

廃品回収・奉仕作業や大人数、子どもと保護者が接触する行事等を中止する学校が多かった。

■ PTAとしての熱中症対策
夏の奉仕作業を中止したり、暑くなる前に終わらせたり、時間短縮する所が多かった。また、

学校の先生、用務員さんがしてくれたり、草刈りを外注に頼んでしてもらった所もあった。

PTA会員から、学校で子ども達がたらなくなった場合のお茶やスポーツドリンクを購入した。
ヘルメットが暑いので、帽子に変更したり、日傘をさして登校してもよいことにしたり、注

意をしてもらうように手紙を出した所もあった。

■学校行事の開催状況

運動会はどこの小学校も開催した。平日にして規模を縮小したり、自分の子どものいる学年

だけを見てもらうようにしたり、保護者の人数制限をしたり、時間を２学年ずつにしてわけ

て行ったり、各小学校コロナ対策をして運動会をした。

修学旅行は奈良、京都を県内に変更した。

社会見学、遠足は中止にした所、実施した所にわかれた。実施した所はクラスごとに見学す

る場所を変更してかさなって密にならないようにした。（社会見学）

公共交通機関を利用せず、近くに徒歩で行った。（遠足）

今年度は、行事の中止や縮小する学校が多かった。

■ PTA本部役員の決め方
どこの小学校も基本は立候補で選出する。役員の選出方法はそれぞれ違い、同じ人が会長を

４年している所もあった。今はやってくれる人がいるからよいが、いなくなった場合はどう

なっていくのか？という不安がある。今会長をしている人がやってくれそうな人に声をかけ

て、会長を決めてから、他の役員を決めている所もあった。どこの小学校も会長が決まらな

い様子であった。立候補がいない場合は、免除対象者以外でのくじ引きで決めているが、免

除対象者が多く、くじ引きを引く人数が少なくなってしまうので、今後、免除対象者の内容

を変更していく方がよいのでは？という声も上がっている所もあった。

任期も１年の所が多かったが、２年本部役員をして、２年目の人から会長を決める所もあっ

た。本部役員を地区割りで決めていて１年ごとに本部役員、学級委員、地区役員がまわって

くる所があったが、地区によって人数が違うので、１００人ぐらいいる地区、５、６人しか

いない地区もあり、人数の少ない地区はすぐにまわってきてしまい、不公平が生じてしまう。

どこの小学校も役員を選出することにいろいろと課題がある様子だった。特に会長は学校と

連携をとらないといけないことも多く、他の役員よりも大変という意見が多かった。
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■その他

今回 PTA総会が書面決議になったが。PTAのきやくになく規約を変更する所からだったので、
二重総会となりものすごく手間がかかった。どういう文言で作っていけばよいか等そこから

だったので大変だった。

津 PTA 連合会で研修だけでなく、規約変更時の文章等何かひながたがあれば方向性も同じで
きちんとした活動ができると思うので各 PTA の単体が楽になるようにしてもらえたらと思
う。

配布物をきずなネットでホームページでみて、印刷をしたい人はしたり、グーグルフォーム

で出欠をとっている所がある。そうすると PTA の役員、学校の先生が印刷、集計をする作業
が減る。紙代、印刷代も減る。こういうよい取り組みを津 PTA 連合会で各学校に教えてもら
いたい。

Group D
参加小学校：修成小、藤水小、桃園小、村主小、一志西小 ／ 参加人数５名

司 会：藤水小学校 上嶋

記 録：－

■ＰＴＡ活動に各校どのように取り組んでいるか

新型コロナは悪影響も良い影響ももたらした。コロナによってこれまでの人と人のつながり

がリセットされた部分もあったが、いろいろな意見が会長の元へ直接集まってきたため、い

ろいろな方の思いが知れてとてもありがたかった。意見をもとに、来年に向けて準備ができ

たり PTA関連のマニュアル作りを進めることができた。
各教室への加湿器の購入と設置を計画中である。

コロナウイルス感染を避けるため、主要な会議を行うことができなかったことから、PTA 行
事も開催できなかった。

会議や行事が行えていないことから、来年への申し送り、引き継ぎがうまくなされているの

かも不安の１つである。

PTA の連携については、学校側が行事開催に消極的なところもあり、コロナウイルスの広が
りも受けて行事は取りやめとなったこともあった。しかし今後もずっと続けていく PTA 活動
のために、多くの意見を交換し、それぞれが可能性をもって連携していく必要がある。

新しい役員選出については、選挙管理委員会が置かれている学校もあり、免除の規定や選出

方法等も学校によってそれぞれ特色がある。「仕事や地区の役員をしているから」「毎年新し

い人ばかりで不安」「仕事内容が分からない」等の意見があがったり、それを理由に役員立候

補を躊躇されたりということから、もっと本部の仕事内容をオープンにしたり、未経験者で

も安心だと思える環境づくり、雰囲気づくりが大切だと思う。

事前アンケートも参照しつつ討議しＤグループは以上の意見がありましたことをご報告しま

す。

■まとめ（今後に活かしていける・展開していけそうな事項等）

話合いのグループ分けについて、以前参加した際と同様の振り分けだという意見があった。

全く話し合ったことのない学校とも交流できるとよりよいのではと思う。
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Group E
参加小学校：敬和小、白塚小、上野小 ／ 参加人数５名

司 会：敬和小学校 川北

記 録：白塚小学校 坂倉

■コロナ対策

・コロナ対策としては、各学校マスクの着用、検温、消毒等を行っていました。総会は書面

議決、その他の会議は中止、最小限にするなど、なるべく密にならない様にしているそうで

す。

今後寒くなってきて換気もしながら暖房することになるのですが、加湿も伝染病の予防に必

要という事で、各教室の面積に応じた加湿器を購入予定の学校もいました。

■学校行事の有無

・学校行事は運動会は延期、縮小にし、観覧席はなく立ち見、授業の一環として行うように

した学校がほとんどでした。

授業参観や学年活動も、中止になる所や、内容を変更して実施する所が多く、保護者からは

「さみしい」や「物足りない」という声が上がったそうです。

■ＰＴＡ本部役員選出

・PTA 役員選出については、各学校全く違った選出の仕方でした。各地区で選出・立候補・
名簿で抽選くじ引き等ありました。本部の任期もバラバラで、１年で交代する所もあれば、

学級委員含めて４年する所もありました。例年には無い、本部役員の立候補多数で、くじ引

きをする学校もありました。

■意見

学校の児童数や環境（外国籍の方が多い等）の違いによって、選出内容は任期が違いました

が、同感する部分や取り入れてみようと思う部分もあったので、交流会に参加できてよかっ

たです。

小学校によっては、学校行事や役員決め、ＰＴＡの予算の事など色々違うところがあって、

色んな小学校の事が聞けて良かったです。

コロナと熱中症はなくならないので、今後のＰＴＡ活動等は、２年～３年したら定着してく

るのではないかと思う。

■まとめ（今後に活かしていける・展開していけそうな事項等）

ＰＴＡ役員選出は、児童の減少により問題を抱える学校が多いので、今後も交流会に取り入

れてほしいと思います。
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Group F
参加小学校：神戸小、大里小、黒田小、、安濃小、香良洲小 ／ 参加人数６名

司 会：黒田小学校 樋廻

記 録：神戸小学校 村上

■ＰＴＡでのコロナ対策

・アンケート後、行事などが無かったためＰＴＡ会費から非接触体温計、足踏み消毒液、加

湿器を購入。

・極力集まらずラインで会議し、回数減で時間短縮、会長が先生とやりとり。

・学級委員、部会など全員が集まる会議では体育館を開放し３０分以内で終わるように。

■ＰＴＡでの熱中症対策

・児童用のお茶をＰＴＡ会費より購入。（朝は各自で水筒を持たせ、帰り足りない児童は給食

室で冷やしてもらっているのを先生が補充。家の遠い児童など。）

・入れ物付きのクールタオル（朝、帰りで使用）。

・タブレット、塩あめの配布、スポーツドリンクを児童に持参させるように依頼。

■学校行事

・運動会は半日で終了。（保護者からはお弁当を作らなくて楽だったとの声も）

・奉仕作業が中止になった為、子供たちが運動会前に草抜きをした。

・修学旅行は伊勢で、コロナのタイミングで社会見学、GoToを使い６年生だけ奈良へ。
・授業参観は１月、２月に予定。

■本部役員選出の仕方

・立候補＆くじ引き。役職を指定して立候補。学年で役職が決まっている。

・（くじ）子供が引くので泣いたりプレッシャーになる。

■余談として

・加湿器がコロナに有効であること。

・給食についてランチルームで食べるのをやめて、３年生からは各教室で。

・フリー参観や校内図工展の説明。

・１年生や６年生の保護者が会長の場合もあるので行事毎の会長の挨拶を辞めた。（負担を減

らして立候補を募る）。

■ＧＩＧＡスクールについて

・知らない人が多かったため、前の研修で教えてもらったことを説明しました。

■交流会についての意見

・人数が多いとかまえてしまうが、少人数で発言しやすくフレンドリーな感じで楽しく情報

交換ができた。時間も１時間半までが良い。

・事前にアンケートしてもらっていたので、スムーズに進行することができた。

■まとめ（今後に活かしていける・展開していけそうな事項等）

今年は中止になりましたが、フリー参観をしていない学校が多く、２日間くらいで１日中保

護者の好きな時間帯で来れるので、コロナ時期なら時間を決めず（授業参観のように）分散

型のフリー参観の方がしやすいんじゃないか？という話がありました。
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Group G
参加小学校：雲出小、片田小、豊津小、村主小、大三小 ／ 参加人数７名

司 会：大三小学校 岡田

記 録：雲出小学校 勝谷

■（学校）ＰＴＡとしてのコロナ対策

・運動会では保護者をなくしたり、観覧を１家族２名まででお願いした。

・ＰＴＡとして集まる回数を減らし書面に変えた。書面に変える事で返答してくれる人も増

えた。

・学校に来校する時は必ず名前・体温を記入した用紙を提出。

・部屋の換気、３密を避ける、手洗い、消毒の徹底。

■（学校）ＰＴＡとしての熱中症対策

・通常はヘルメット通学だが、９月末までは帽子での登校を可とした。

・濡れタオル、日傘（雨傘）の使用を可とした。

・ＰＴＡでお茶を購入し、水筒の中身が無くなった子には下校時補充。

・通常は水やお茶を持たせるが、スポーツドリンクも可とした。

・登下校時に老人会の方達が児童を見守ってくれた。

・体育の際も競技を行っていない児童は日陰で待機。

・登校はランドセルでもリュックでも可とした。

■学校行事の開催状況

・運動会は午前中のみで、お弁当なしで開催。

・持久走は時間を短縮し、１学年を２グループに分けて行った。

・授業参観１学期は中止、２学期は出席番号で分けて１５分のみの参観。

・交通安全教室は１年生のみ、ＰＴＡの参加は今年度はなし。

・毎年恒例の敬老会のもちつきは中止。

・遠足はバス・電車の使用は行わず、徒歩で行ける場所に変更し実施。

・修学旅行は奈良・京都→伊勢志摩方面に変更し実施。

・授業参観は午前・午後の２部制で実施。

■ＰＴＡ本部役員選出

・まずは立候補、なければ各地区別で決められた人数を選出。役職に関しては、話し合い・

くじ・ジャンケン等で決める。

・地区別に選出後投票となり、選ばれたら有無を言わさず役に付かなければならない。免除

の際は理由をのべ、承認は拍手や挙手で決定する。

・会長になると翌年には顧問となるが、子供が中学生となっていても必ず参加。

・免除に関しては各学校で違い「会長→永久免除、それ以外は６年間」「役員をした年数と同

じ年数免除」「地区毎の規約に基づく」などさまざま。

・卒業式、入学式等に参加は「あいさつあり」「出席のみ」「簡単なあいさつのみ」など。

・５、６年の保護者のみで役員をやっているが、同じＰＴＡとしてはおかしい。仮に６年の

保護者が会長をすると翌年には顧問となり、子供が卒業後も学校に来る事になる。

→ 現在、話し合いをすすめており、低学年の保護者も今後は役員として選出される予定。

■交流会のアンケート

・「ＰＴＡとして・・・」の質問が難しかった。

・同じ解答となってしまう項目があり困った。質問をもう少し細かくして欲しかった。
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・アンケートの結果があり、話をすすめやすかった。

■まとめ（今後に活かしていける・展開していけそうな事項等）

・運動会の時短はお弁当がなかったのは親としては楽だった。給食が出た学校は内容が豪勢

だったので子供達は喜んでいた。自身の学校にも提案してみようと思う。

・時間が短くなるのは、競技が減りかわいそうなので、運動会は１日行い親の負担を減らす

ために給食にしてもらいたい。

・ＰＴＡの集まる会場がのどかな所が多いので、もう少し市内でやってもらいたい。

（お店やカフェなどが近くにある様なところ）

今は難しいが、帰りに参加した人達とお茶やランチなど楽しめる場所で行ってもらえると

嬉しい。土日が多いので自分が参加している間は家族は近くのお店で買い物などで時間を

潰してもらい、終了後に合流する事もできる。

→ 今日はこれを伝える為に交流会に参加した！！とても熱く切望されておりました。

・ＰＴＡの役員の選出方法を知る事ができてよかった。自身の学校でも伝えたいと思います。

Group H
参加小学校：高野尾小、黒田小、明合小、香良洲小、川口小、みさとの丘 ／ 参加人数６名

司 会：岡副さん

記 録：藤本

■ＰＴＡで行っているコロナ対策

ほとんどの小学校で会議は回数を減らしたり、総会などは行わず書面決議で対応したりして

います。その他は、PTA 会費より、マスク、アルコール消毒液の購入であったり、児童生徒
にとって必要なものを購入している。その他、網戸の設置や加湿器を各クラス分購入した小

学校もあった。

運動会や人権集会などの行事についても話が出た。運動会については、行わなかった小学

校もあったが、ほとんどの小学校は時期を 10月下旬にずらし、平日午前中の開催の小学校が
多かった。もちろん、土日開催の小学校もあったが、大きなトラブルや事故等なく無事に開

催できた。対策としては、ソーシャルディスタンスの確保や保護者の人数制限、競技数を減

らしたり、大勢で集まる競技を実施せず、できるだけ少人数で行えるものを実施した。後は、

昼食の弁当の時間などを作らず行った。学校側による、コロナ対策に関する周知が十分にさ

れ、保護者、児童生徒の理解があって実施できている。その他の行事も、外部からの来客や

来賓を減らすなどしてできるだけ開催できるようにしている。

■まとめ

今後、参観日や卒業式など大きな行事を控えているので、感染対策を十分に行っていき、卒

業式だけでも従来のような式典が行われるようにしていきたいと思っている。式典に参加す

ることの意義や礼節など学んでもらうためにも学校側と十分に協議し、色々な対策を考えて

いきたい。来年度以降もどうなっていくのか不安であるが、今年度実施できたことや中止に

なってしまった行事を来年度以降開催していくために学校側と協力して対策等を考えていき

たい。
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Group I
参加小学校：櫛形小、栗真小、榊原小、草生小、美杉小 ／ 参加人数５名

司 会：裏川

記 録：赤堀

■ＰＴＡで何かコロナ対策をしていますか？

ＰＴＡ会費から加湿器を教室に 1台購入予定。非接触型体温計を購入済み。
教室へ入室前に検温を実施

生徒からの要望により、学校教職員がトイレ掃除を実施

コロナに対する対策はどこも行っているが、コロナによる休校中の宿題や教育方法において

各学校による差が大きく、今後の子どもたちの学習能力の差や、家庭学習における保護者へ

の負担を心配する声があった。

■ＰＴＡとして何か熱中症対策をされていますか？

ＰＴＡ会費から生徒一人一人にペットボトルのみずを購入。飲んだら家庭で購入して常に学

校に一人一人のペットボトルの水を確保している。

水筒にお茶を入れて登校し、必要に応じてこまめに水分摂取を行っている。

夏など暑い時や、運動会の練習シーズンにはお茶以外にスポーツドリンクによる水分摂取も

行っている。

ＰＴＡ会費から、水や冷却タオル等の購入の話もでたが、各家庭による判断で準備する事と

なった。

体育館等の学校敷地内の施設利用者や自治会の方の除草作業の協力により、作業時間の短縮。

今後の家族数の減少による除草作業範囲の一人当たりの割当増しと作業時間の増加を見こし

て、作業が楽になるようにＰＴＡ会費から積み立てを行い、走行型の草刈機を数年後に購入

を計画的に行っている。

熱中症対策はＰＴＡ会費を使っての対策と、保護者負担による対策に分かれていた。

子供たちの日常の対策以外に、学校行事（奉仕作業）参加時の対策が目立った。

■学校行事の開催状況はどうでしょうか？

ＰＴＡ総会の書面議決等、行事の中止や延期、時間の短縮がめだった。

学校行事の際に参加者は、非接触型体温計で検温を行い、マスクの着用の徹底、事前に健康

チェック用紙を配布し、参加者当日に提出する等の対策により、例年とは異なった時期や開

催方法がほとんどであった

■ＰＴＡ本部役員はどのように選出されていますか

全学年から候補者を募り、立候補が無い場合は本部役員が個人的に連絡をしてお願いをする

事前立候補が無ければ、家族数が少ないため、全学年の保護者による選挙を行っている

ＰＴＡ規約に則り、立候補者は優先されるが、該当学年の保護者による会議の中で選出して

いる

新５年生の保護者のみが本部役員の対象となりその中から選出している。

選出方法や人気は各ＰＴＡによって違うが、どこのＰＴＡも生徒数減に伴い、家族数も減少

しており、規約の見直しによる、役職の兼務や学級委員を減らすなど、依然と同じ形でのＰ

ＴＡ組織運営が難しくなってきていると言う意見が多い。

■ＧＩＧＡスクール構想がスタートすることをご存じですか

津市内の各学校において、端末を使用した授業や、オンラインでの授業に活かせる等、おお
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まかなイメージではとらえているが、モデル校として既に実施している参加者ＰＴＡは無か

った。

家庭の学習に使用するには、ネット環境が整える必要があり、今後の進歩を見守る話となっ

た。

Group J
参加小学校：高野尾小、榊原小、家城小、美杉小 ／ 参加人数４名

司 会：美杉小学校 今井

記 録：家城小学校 西山

■コロナ対策

・各種行事は基本中止となっているものの、運動会等については、なんらかの対策をしなが

ら実施している。

・人権集会において、ＳＮＳを用いた差別（コロナ）等が発生しないか考えさせられる機会

となった。

■熱中症

・クールヘッドは学校の帰りはどのようにしているのか。

・基本的には積極的な水分補給（スポーツドリンク不可）を促す。

・運動会の開催日時の変更。

■学校行事

・各種行事の中止、縮小、型をかえた実施等、様々な対応となっていた。

■役員

・子供の数自体が少なく、役員の選考に苦慮することもあるものの、みなさん顔見知りなの

で話し合いで選出されている。

・親の数も少なくなっており、役職をなくして対応する。

（役職をなくすことで、役員の負担がやや増加する）

■いじめ

・規模の小さい学校であるので、いじめ問題はないと思うが、今後ＧＩＧＡスクール、ＳＮ

Ｓを用いることによるいじめ等が発生しないか考えなければならない。

■スマホ

・いつどのタイミングで子供にスマホ等を持たせるのか、又は、親はどこまで関与していい

のか。

■まとめ（今後に活かしていける・展開していけそうな事項等）

コロナ、熱中症 → 登下校時のカサの使用（交通量の少ない地域）を参考にしたい。

学校行事 → 様々な、実施方法があり、今後の参考となった

役員 → 役職の減少を検討したい
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［参考資料］事前アンケートの回答集計（R2年 10月回答）

■［Q．1］、［Q．2］の回答
No. 小学校名 ［ Q ． 1 ］ ＰＴＡで何かコロナ対策をされて ［ Q ． 2 ］ ＰＴＡとして何か熱中症対策をさ

いますか？ れていますか？

1 南立誠小 ・多くの活動の休止。 ・奉仕活動の中止。

・時間のスライド。

2 北立誠小 ・総会を書面決議に。 ・学校との協議。

・専門部活動の休止。

3 西が丘小 ・面談用アクリル板の購入。 ・ミストシャワーの設置。

・アルコール購入の為の準備。 ・大型扇風機２台購入。

4 敬和小 ・ソーシャルディスタンス。 ・タブレットや塩飴等の配布。

・会議を減らした。

5 養正小 ・消毒液、マスク等の感染防止の為の備品 （ PTA としての対応は特にありません。）
を購入し学校で使用して頂いている。

6 新町小 ・学校からの要望で全員分のマウスシール （ PTA としての対応は特にありません。）
ド、予備マスクと非接触型の体温計を購入。

・予定本部会議を短時間で開催。

・委員の一部は非選出。

7 修成小 ・会議をあまり行わないようにしている。 ・子ども一人につき、クールマフラーＰＴＡの

・会議をする時には、喚起を十分に行うよう 予算を使って一本購入して配布した。

にしている。

8 藤水小 ・三密対策、マスク、消毒など。会議、ＰＴＡ ・学校に補助金を支出してウオータークーラ

活動、学校行事はほとんど 9 月までなし。 ーを設置した。

・人が集まる機会を最小限にするようにして

いる（例：総会を書面議決としたなど）。

9 育生小 ・感染予防ということでは特別なことはして ・夏季休暇前にクールタオルを 1 人 3 本配
いない。 布しました。

・臨時休校時には、担任の先生と子どもたち

との交流を図る目的で交換日記を提案し実

行された。

10 雲出小 ・運動会では 1 家族２名までの観覧とした。 ・ヘルメット登校だと熱中症の恐れがある

為、 9 月までは帽子での登校を可としまし
た。

11 高茶屋小 ・手洗い、うがい、アルコール消毒、マスク着 ・水筒を持ちこまめに水分補給、エアコンを

用、ソーシャルディスタンス、人が多く集まる 付ける部屋の温度と湿度を計る。

場所へは行かない。 ・外出時には日傘、帽子を着用（子供にはタ

オルも）。

12 片田小 ・ 1 学期活動停止 ・ＰＴＡでお茶を購入、水筒の中身が無くなっ

た子に下校時配布可としました。

13 神戸小 （ PTA としての対応は特にありません。） （ PTA としての対応は特にありません。）
14 安東小 ・会議を行う回数を減らし、なるべく集まる事 （ PTA としての対応は特にありません。）

を最小限に控えている。

15 櫛形小 ・している。 ・児童 1 人 1 本ペットボトルの水を学校保管
用として購入して配布をした。

16 一身田小 （ PTA としての対応は特にありません。） （ PTA としての対応は特にありません。）
17 白塚小 ・ＰＴＡではありませんが、学校では毎日の ・ 6/22 生徒一人一人に「クールカラーバン

検温、健康チェック、先生による消毒、換気、 ド」を配布

玄関に消毒液の設置、昇降口前に足跡の設

置をしています。マスクの着用。
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No. 小学校名 ［ Q ． 1 ］ ＰＴＡで何かコロナ対策をされて ［ Q ． 2 ］ ＰＴＡとして何か熱中症対策をさ

いますか？ れていますか？

18 栗真小 ・おでこで計る体温計の購入。 ・話し合いのみ。

19 大里小 ・会議の回数を少なくする。会議や行事を行 ・児童用のお茶をＰＴＡ会費より購入してい

う時は、密集を避け、換気、消毒、マスク着 る。

用。

20 高野尾小 ・マスク、アルコール等の購入。 ・運動会の１ヶ月延期。

21 豊が丘小 ・会議や総会等の回数を減らし、三密を回避 ・文書を配布して注意喚起をした。

するようにし、文書決議等も行った。

・集まる場合は、マスク着用、換気の注意、

短時間で少人数になるようにした。

22 南が丘小 ・会議の際、時間短縮のため、事前に LINE （ PTA としての対応は特にありません。）
等を利用した相談を行い、当日は座席間隔

を広くとっている。

・運動会では検温と手指消毒を行った。

23 附属小 ・マスク、検温、会議の小規模化、案内等の （ PTA としての対応は特にありません。）
ネット化、ＺＯＯＭ使用。

24 誠之小 ・役員会議はＳＮＳツールを活用し、最低限 ・水分補給として、スポーツドリンクの備蓄。

にしている。

・非接触の体温計の設置

25 成美小 （ PTA としての対応は特にありません。） （ PTA としての対応は特にありません。）
26 戸木小 ・マスクをするなど、基本的な感染予防は徹 ・各家庭で、首を冷やすタオルなどを持って

底しているが、それ以外に特別何かをしてい いくなどしているが全体では特に何もしてい

ることははない。 ない。

27 栗葉小 ・消毒液やマウスシールドを購入して子ども

達が使用している。

28 榊原小 ・非接触型体温計をＰＴＡ活動費から購入 ・ 8/29 に奉仕作業を実施したが、熱中症対
し、自宅で体温測定を忘れた場合や体調が 策のために、作業時間を短縮し、参加者に

良くない場合の体温測定に活用している。 はペットボトルのお茶を 1 本配布した。
29 桃園小 ・ＰＴＡ活動ができていないので、対策してい （ PTA としての対応は特にありません。）

ません。

30 立成小 （ PTA としての対応は特にありません。） （ PTA としての対応は特にありません。）
31 上野小 ・感染リスクの高い活動は中止にするなど、 （ PTA としての対応は特にありません。）

学校と相談しながら実施しています。

32 黒田小 ・三密を避けるため、多人数が集まる委員会 ・単Ｐとしての対策は無いが、ＰＴＡ会員の中

を中止し、本部役員会、拡大委員会にて対 には、意識が高い方もおり、個人的に全校

応している。 児童へ冷涼タオルを寄付して頂いた。

32 黒田小 ・三密を避けるため、多人数が集まる委員会 ・単Ｐとしての対策は無いが、ＰＴＡ会員の中

を中止し、本部役員会、拡大委員会にて対 には、意識が高い方もおり、個人的に全校

応している。 児童へ冷涼タオルを寄付して頂いた。

33 千里ケ丘小 ・ソーシャルディスタンスを徹底している。 （ PTA としての対応は特にありません。）
34 豊津小 ・手指消毒、窓を開ける。 ・水分をよくとる。

35 芸濃小 ・ Ｐ Ｔ Ａ総会は書面決議にし、合同委員会 ・毎日、水筒にお茶を入れて持参させる。

は、広い会場に変更し、間隔をとって開催し ・帽子や日傘を利用するよう、注意を促す。

た。

・ 1 度目の廃品回収は中止、夏の奉仕作業
も中止した。

36 明小
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No. 小学校名 ［ Q ． 1 ］ ＰＴＡで何かコロナ対策をされて ［ Q ． 2 ］ ＰＴＡとして何か熱中症対策をさ

いますか？ れていますか？

37 草生小 ・学校に任せている。 ・学校の提案にて児童の持参水筒が空にな

・基本的なことは行っている。 った際、希望すれば各児童に１本づつ渡す

ことのできるペットボトルのお茶を学校で保

管した。

38 村主小 ・総会の書面決議、行事の見合わせ、授業 ・特になし（登下校の見守り等各家庭で対

参観を 2 回に分ける、運動会縮小及び平日 応）。

開催など。

38 村主小 ・総会の書面決議、行事の見合わせ、授業 ・特になし（登下校の見守り等各家庭で対

参観を 2 回に分ける、運動会縮小及び平日 応）。

開催など。

39 安濃小 ・会合の回数を最小限。会合時のマスク着 ・クールタオルの全児童への配布。

用及び換気。

40 明合小 ・ＰＴＡ総会は書面決議に、 1 学期中の役員 ・冷感タオルとペットボトルを購入し登下校

会等の中止。 時に使用して頂いた。

・奉仕作業も中止。

41 香良洲小 ・非接触体温計 2 台購入して、学校内で使 ・運動会において児童 196 名に対して 9 台
用して頂いています。 の集会用テントを準備し熱中症対策を講じ

ました。また、保護者には必ずお茶又はスポ

ーツドリンクを児童に持参させるように依頼

しました。

42 一志東小 ・ＰＴＡ総会などの大きな行事は中止にした ・ＰＴＡ会費で熱中症予防のお茶を買った（児

（資源回収、人権講演会等）。 童用）。

・ＰＴＡの各専門部では教室で距離をとって

会議を行ったり、活動を行った。

43 一志西小 ・会議の際、窓を開けて、人数を少なくしな ・今年度はコロナにより奉仕作業は中止しま

がら時間を短くするように密にならないよう したが話し合いの過程で、マスク着用は熱

に気を付けてます。 中症のリスクが高く、各自の体調に合わせ

ての方が良いのではないかと意見がありま

した。

44 家城小 ・児童全員に、クールヘッドを購入し、登下

校で使用している。

45 川口小 ・校内消毒をするため、消毒用手袋やスプレ

ー容器を購入した。

・ＰＴＡの役員会は回数を減らした。

・学年ＰＴＡを今年度は実施しなかった。

46 大三小 ・体温チェック。マスクの着用。部屋の換気。 ・水分補給（ 9/16 ～運動会まで）。
手洗い励行。アルコール消毒。 3 密を避け ・日傘の使用可。

る。会議自体の精査。 ・ 8/18 ～ 9/4 までランドセルでもリュックサッ
クでも可。

47 倭小 ・コロナ禍における差別事象の発生に対し ・夏季（ 8 月中～下旬）の登下校時に、教
て、 PTA 保護者あての人権啓発の文章を、 員、 P 保護者で巡回や送迎をして、健康、
学校長と会長の連名で発信した。 安全面の見守りを強化した。
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No. 小学校名 ［ Q ． 1 ］ ＰＴＡで何かコロナ対策をされて ［ Q ． 2 ］ ＰＴＡとして何か熱中症対策をさ

いますか？ れていますか？

48 八ツ山小 ・毎朝、体温を計り、健康チェックをして登校 ・お茶以外にスポーツドリンクとヘルメットの

し、学校では手洗い消毒、マスクの着用を徹 中に入れるヘッドクールをＰＴＡで購入した。

底、換気を定期的にしています。

・ＰＴＡ会議では、アルコール消毒、換気、短

時間会議を徹底しています。

49 美杉小 ・ＰＴＡ総会の書面決議。 ・水筒にお茶を入れて、こまめに水分を摂

・会議の開催数の縮小。 取。

50 みさとの丘 ・ＰＴＡ会合の回数、人数を減らして行ってい （ PTA としての対応は特にありません。）
学園 る。

■［Q．3］、［Q．4］の回答
No. 小学校名 ［ Q ． 3 ］ 学校行事の開催状況はどうでし ［ Q ． 4 ］ ＰＴＡ本部役員はどのように選出

ょうか？ されていますか？

1 南立誠小 ・多くの活動の休止。 ・立候補および推薦。

2 北立誠小 ・密となる行事については中止。 ・立候補、投票（信任）。

3 西が丘小 ・運動会縮小での開催。 ・前年度（今年の役員）選出は通常通り。

・時間差での授業参観。

4 敬和小 ・行事の縮小と中止。 ・抽選により選出。

5 養正小 ・学校の横の玉置町公園の清掃を今年度３ ・一次募集、二次募集、抽選によって選出し

回実施しており、１２月にも行う予定。 ています。

・１１ /２２に毎年行っている「ふれあい行事」
を行う予定。

6 新町小 ・ＰＴＡ総会中止（書面決議）。 ・立候補。本部経験者はその後すべての委

・運動会春から秋に延期し、縮小開催。 員に選出されることがなくなるため、立候補

・ 5 年生デイキャンプ .、連合音楽会、ふれあ しないか声掛けをすると応じる人がいる

い文化祭、春遠足、プール、夏祭り中止。

・修学旅行は行先変更県内に。

7 修成小 ・授業参観実施できていない。 ・例年通り行う予定。

・運動会は平日の半日開催を予定。 ９月中に立候補を募集 → 12 月に選考委
・学年委員による学年活動は今年度中止、 員会発足 → 免除申請用紙配布 → 1 月
地区懇談会中止。 末選出会議にて選出。

8 藤水小 ・旅行、運動会などを延期し実施。今後はフ ・本人希望の人もいれば、くじ引きなどで選

リー参観など出来る限り実施していくという 出されてきた人もいます。

校長の考えです。 ・各地区で 1 名を選出を互選している。
・中止もしくは、延期で対応している（例：運

動会は春から秋に延期）。

9 育生小 ・規模縮小にて行っています。 ・例年通り選挙で行う予定。

10 雲出小 ・運動会は午前中、お弁当なしで開催しまし ・立候補および各地区から選出します。

た。 ・地区により決め方や人数は違います。

11 高茶屋小 ・運動会、半日だけ開催（平日に）。 ・立候補者がいない場合くじ引き。

12 片田小 ・運動会、 10 月に延期 ・立候補、地区別で選出会、互選という名の

・参観、 1学期なし。 役員（会長含む）への投票、選ばれたら有無

・交通安全教室１年のみ。 を言わさず役に付かなければいけない。

・免除理由の承認も行われる。
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No. 小学校名 ［ Q ． 3 ］ 学校行事の開催状況はどうでし ［ Q ． 4 ］ ＰＴＡ本部役員はどのように選出

ょうか？ されていますか？

13 神戸小 ・ほぼ中止か短縮。 ・立候補無ければくじ。

14 安東小 ・その時の状況を見て中止、縮小での開催と ・保護者の投票により決まる。

なっている。行う時も前年度と同じようには

いかないので、密を避け新しい形での開催

になっている。

15 櫛形小 ・入学式では保護者のみ参加。 ・立候補者を募り、無い場合は個人的に連

・春の運動会は秋に実施予定（参観は保護 絡してお願いする。

者のみの予定）。

・くしがた祭りは密になるので中止。

16 一身田小 ・遠足、社会見学、修学旅行、実施（状況に ・立候補者を募り、立候補が無ければ、 3 つ
より変更有）。 の専門部から指名委員を選出し、本部役員

・運動会（低学年、中学年、高学年別の 3 部 を選出。

分散形式で実施予定）。

17 白塚小 ・運動会、例年 5 月ですが、今年は 10 月 7 ・全会員に立候補の受付、立候補者が不足
日に実施、短縮で行う。 した場合は、 1 、 2 年生の保護者から候補
・ＰＴＡ主催フェスタ、例年 11 月ですが今年 者を選出する。

は中止。

18 栗真小 ・運動会、かがやきフェスティバルの開催。 ・選挙。

19 大里小 ・内容縮小、変更等して開催できるものはし ・立候補＆くじ引き。

ています。

20 高野尾小 ・運動会、廃品回収等以外はほぼ中止。 ・現役員の推薦。

21 豊が丘小 ・中止、延期になった行事が多い。 ・立候補を募り、いない場合は、抽選（くじ引

・内容を変更して行った行事もある。 き）にて選出する。

22 南が丘小 ・コロナ休校に伴う、授業の遅れがあること ・例年は 1 ～ 2 月に選出している。次年度以
から、学年活動は見送る予定。 降、コロナの影響を考え、委任状による代理

・児童数が 800 人近いことから、授業公開デ 指選を考えている。

ーや運動会は地区や学年で分散しての開

催。

23 附属小 ・保護者は分散して来校、イベントの縮小。 ・立候補と抽選と投票。

24 誠之小 ・検討の上全てのＰＴＡ行事を中止し、事業 ・立候補を募る期間を設け、無い場合は役

費を学校清掃費としてあてた。 員等の未経験者から推薦、くじ引きを行う。

・奉仕作業は時間短縮、人数を減らし、密に

ならないように配慮した。

・運動会は実施種目を減らし、学年で時間を

ずらすなど配慮した。

25 成美小 ・縮小。 ・立候補者が無ければくじ引きです。

26 戸木小 ・ 10/24 に運動会を予定しているが、それ以 ・立候補者を募り、いなければ該当学年でく

外の行事は中止または未定です。 じにより選出している。

27 栗葉小 ・開催時期は例年よりはズレているが主要な ・前年度や今までに役員をした人や、選考委

ものは実施している。 員会で除外を認められた人以外でくじ引きを

・運動会や修学旅行、社会見学などは実施 する（全ＰＴＡから）。

した。
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No. 小学校名 ［ Q ． 3 ］ 学校行事の開催状況はどうでし ［ Q ． 4 ］ ＰＴＡ本部役員はどのように選出

ょうか？ されていますか？

28 榊原小 ・新型コロナの臨時休校中の行事は全て中 ・ＰＴＡ会員規則に、予め各学年で対象とな

止、ＰＴＡ活動も臨時休校中は全て中止。 る本部役員を原則選出することが規定され

・廃品回収（ 6/20 実施）は、屋外で三密を避 ている。優先的に立候補を募り、立候補がい

けた作業であり、マスク着用を呼び掛けるな ない場合は各学年で学年会議を開いて選出

ど感染予防対策の上実施した。 してもらっている。

29 桃園小 ・授業参観、学級懇談会を開催していただ ・抽選です。

き、運動会（ 10/31 ）はこれからです。

30 立成小 ・自転点検以外はほぼ中止。 ・免除の方を除いてくじ引きです。

・遠足は近場へ変更。

・運動会は授業参観のような形式、学年ごと

に時間が区切られていました。

31 上野小 ・多くの行事が中止または形式、規模を変更 ・校区内各地区の持ち回りを基本にしていま

して行っていただいています。 す。

・中止 → 文化祭、観劇。

・変更 → 運動会、修学旅行。

32 黒田小 ・規模や時間を縮小して実施できる行事は ・ＰＴＡ本部役員選出規約に従って選出して

行ってきた。今後も行う予定である。しかし、 いる。具体的には、立候補、選挙という形を

感染予防のリスクの大きい行事は中止した。 とっている。

32 黒田小 ・規模や時間を縮小して実施できる行事は ・ＰＴＡ本部役員選出規約に従って選出して

行ってきた。今後も行う予定である。しかし、 いる。具体的には、立候補、選挙という形を

感染予防のリスクの大きい行事は中止した。 とっている。

33 千里ケ丘小 ・運動会。 ・地区より選出、その上で話し合いで役職を

決定。

34 豊津小 ・中止が多い。 ・立候補、またはくじ。

35 芸濃小 ・運動会は「スポーツ大会」と称し、生徒を午 ・地区割りで役職を持ち回りで選出。

前の部は奇数学年、午後の部は偶数学年と

分け、また競技数を絞って開催した。

・修学旅行は県外から県内への変更。

・夏のプールの授業は中止となった。

36 明小 ・ 1 学期前半は中止、延期しましたが、後半 ・地区、学級委員の中より、立候補、推薦、

頃より様子を見ながら開催しています。 無ければくじ引き。

37 草生小 ・総会は書面決議。公開はなし。ＰＴＡ各部 ・立候補の無い場合は、新 5 年生から選出。
活動は最小限。水泳授業はなし。運動会は

体育集会として開催。参観は玄関にてマス

ク、検温、チェックカード、手指消毒、距離を

取り参観。遠足は春は無し、秋は徒歩エリ

ア。草刈りは児童、先生、有志の方のみ。修

学旅行は県内に。

38 村主小 ・ 1 学期は全て見合わせ。 2 学期も飲食を ・役職と立候補を募り、その後推薦委員会
伴う行事等見合わせ。 で、多ければ互選。

・無ければ該当学年で話し合い。

39 安濃小 ・縮小または中止。 ・立候補および推薦。

・開催時は時間の分散または人数の制限。 ・最終的にはくじ引き。

40 明合小 ・ 1 学期の行事は中止、 2 学期は状況を見 ・立候補（ない場合はくじ引き）。

ながら出来そうなものに変更したりして行っ

ている。
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No. 小学校名 ［ Q ． 3 ］ 学校行事の開催状況はどうでし ［ Q ． 4 ］ ＰＴＡ本部役員はどのように選出

ょうか？ されていますか？

41 香良洲小 ・ＰＴＡの役員会、委員会の回数の縮小、行 ・ 1 ～ 5 年生保護者による立候補。立候補
事は一部を除いて全面中止。分散させて交 が無ければ免除規定に元づいたくじ引きを

通安全教室を開催予定です。 行い決定します。

・環境設備作業は、教育環境を整えるため、

マスク、軍手着用で実施しました。

42 一志東小 ・運動会では人数を制限して開催した修学 ・立候補を受付を行い、立候補者が出なかっ

旅行は県内とした。 た場合、免除対象者の人数を確認後、対象

・平和集会、スタート集会など、密になる行 者を集め、話し合いなどで選出している。

事は中止した。

43 一志西小 ・奉仕作業はコロナの増え方に対して中止。 ・今年度より規約改正して、本部役員を地区

運動会は分散して授業参観程度になってい 割りではなく学年別で選出するようになって

ます。 ます。

44 家城小 ・コロナ対策として、ＰＴＡ人権講演会、授業 ・保護者が集まり、話し合い、選出している。

参観を 2学期に行った。

45 川口小 ・ 1学期の行事は全て中止または延期。 ・会長（５年から）、副会長（６、４年から）、書

・人権講演会は実施しなかった。 記（３年から）、会計（２年から）選出すること

・廃品回収は 2回を 1 回にして実施予定。 にしている。

・ 6月の運動会は 10 月に実施。

46 大三小 ・４月の総会は中止。奉仕作業、運動会（午 ・現在は各通学団別でくじ引きし役員を選出

前中）、修学旅行（伊勢志摩方面）は実施。 しているがＰＴＡ会員数の減少がみられてき

授業参観、社会見学等開催予定。 たので、選出方法の見直しを検討中。

47 倭小 ・ 9 月運動会開催（ AM のみに縮小、同居家 ・ 1 ～ 5 年生保護者出席の学級懇談会から
族のみ参観） 例年選出される。

48 八ツ山小 ・春の遠足、お茶摘み、プール、文化祭が中 ・会長 1 名、副会長 2 名を立候補により選
止になりました。 出、立候補がない場合は、新 6 、 5 、 4 、年
・運動会、授業参観は例年通りに行われまし 生の児童をもつ会員の互選による。

た。

49 美杉小 ・運動会中止（スポーツフェスタとして平日に ・現在の役職の本部役員と該当学年の本部

開催）。 役員が中心になって候補者を決める。

・文化祭中止。

50 みさとの丘 ・運動会の中止。 ・立候補、推薦。

学園 ・参観日の回数を減らしている。

■［Q．5 ］ 「GIGAスクール構想」がスタートすることをご存じですか？

1．知っている 16（32％）
2．なんとなく知っている 11（22％）
3．聞いたことはあるが詳しくは分からない 14（28％）
4．知らない 09（18％）
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