
   

平成２９年度 ＰＴＡ本会 活動報告と反省及び申し送り事項 

実 施 日 本会・全体（合同開催） 実 施 日 本会・全体（合同開催） 

４月 12 日 学級懇談会・学年委員会・専門部会 ９月８日 学校委員会④ 

14 日 新旧学校委員会① 10月２日 運動会テント準備 

24 日 授業参観･学年総会･Ｐ総会・歓迎会 ８日 秋季大運動会（会場整理・片付

け） 

５月 26 日 学校委員会② 11月７日 あいさつ運動②（～９日） 

29 日 引渡し訓練・親子清掃活動 11日 土曜学級  親子学習会 

６月 16 日 学校委員会③ １月12日 学校委員会⑤ 

17 日 バザー 17日 あいさつ運動③（～18日） 

７月 13 日 あいさつ運動① ２月13日 学年委員会・専門部会 

22 日 夏の親子活動(ラジオ体操・地域清掃) ３月９日 学校委員会⑥ 

８月 27 日 奉仕作業 26日 離任式・Ｐ歓送会 

【運営（PTA 定期総会・学校委員会・(PTA 歓送会)】 

○貴重な時間の都合をつけて参加していただいた役員・会員の皆様に心から感謝する。次年度以降も、

一人でも多く参加していただけるような運営を継続していきたい。●限られた会議時間を有意義に活用

するためにも、説明よりも議論をする時間を設けたかった。早めに資料を準備し事前配布することで、

協議事項を周知しておくなどの工夫をし、委員の意見をもっと集約できるような機会を増やしたかった。

●今年度試みた学年委員長と本会事務局次長との兼務については、学年委員長を選出する前に周知して

おく必要がある。仕事内容を明確化した方が親切だが仕事量が多いとは感じなかった。初めての役員だ

ったが、分からないことも親切に教えてもらい、あっと言う間に年間行事が終わった。 

 

【研修（市Ｐ連関連・県Ｐ協関連）】 

○研修はとても興味深く子育ての参考になった。●開催情報をより多くの方に周知して参加する機会を

増やすなど、希望者が参加しやすい環境を整備する必要がある。 

 

【バザー（企画・運営・準備）】 

○今年度も保護者・先生・地域の皆さんに御理解と御協力をいただくなか大盛況だった。グランド駐車

禁止後、初めてのバザーだったが、大きな混乱もなく安全に楽しく、多くの収益を得ることができた。

購入した扇風機は子供達から好評だった。○6 月中旬開催は時期的にも妥当と考えるが、新年度を迎え

てから準備期間が短いので、本会役員をブース責任者とし、前年の申し送り事項を参考にした企画の立

案が最重要になる。学年単位でブースを企画運営することで、保護者と先生とのコミュニケーションを

深める機会にもしたい。必要に応じて学級委員に情報提供して協力要請しても良いと思う。○食品の取

り扱いに関して保健所に事前申請するなど安全に配慮した。ゲームコーナーは子供参加型で楽しくでき

た。子供達が楽しく遊んでいたグランドの有効活用と、屋外担当の人員・時間の配分は見直す必要があ

る。○商品購入は品質を保ちながらも安く仕入れる努力をした。バザー出品点数が減少するなか、売上

向上につながるアイデアを幅広く募集したい。●出品物個々への紙貼付けは、多数出品者の負担もあっ

たので再考の余地がある。●入退場口や飲食エリア等の雨天対策も想定しておく必要がある。●体育館

内が混雑する時間帯があるので、全体の状況を監視する担当者が必要であり、入場を規制するなど、安

全を第一に考えた対応も想定しておく必要がある。 

 

【親子活動（親子クリーン活動（児童引き渡し訓練）・地域清掃（ラジオ体操）】 

●多くの方に参加いただいている貴重な親子活動だが、清掃作業としての活動趣旨が周知徹底されてお

らず勿体ない。児童を中心にもっとアピールする必要がある。●ラジオ体操では、音が後方まで聞こえ

ないためスピーカーを工夫する必要がある。育成会や体協を始めとする山城地区各種団体の共催ではあ

るが、PTA に負担が偏っており飲物の配布にも時間を要した。 

 

【奉仕作業】 

○父親の協力も多く作業が順調に進んだ。体育館に集合せず、挨拶を校内放送にしたことで移動時間を



短縮できた。●例年の課題だがクラス毎の作業人数に偏りがあった。また説明時間が長く作業開始が遅

れたため、実質作業時間が短くなり勿体なかった。事前の出欠人数把握から、担当クラスを割り振り、

作業内容を事前配布して周知しておくことで、クラス毎の説明時間も短縮できると思う。●学年別の集

合場所がわからなかった。校内図など集合場所を事前周知(当日貼り出し)しておくとより親切だと思う。

●シェイクアウトとの同日開催は作業時間が制約されるため変更した方が良い。ラジオ体操・地域清掃

との同日開催や、開始時間を少し遅く(8:30 頃)した方が、都合の良い保護者も多い可能性もある。夏の

暑さ対策も必要であるが、作業時間帯が早朝だと幼児の居る家庭は参加しにくい。 

 

【あいさつ運動（城南中学校区小中連携推進協議会）】 

○子供達の元気な挨拶と笑顔に朝から癒された。普段見られない子供達の顔を見ることが出来る貴重な

機会だった。朝の時間帯が確保できれば次年度以降も参加したい。●通勤や幼児送迎などで朝の忙しい

時間帯であり、時間的な余裕もなく学校には行けない。実施時期は各学期初旬の計画だが、実施日の周

知が遅れた。自主参加のため活動人数などの実績がわかりにくい。●正門以外の東門、南門でも実施し

たいが保護者が足りない。活動趣旨としては継続すべき運動と考えるが、より多くの子供達と挨拶でき

るように、実施日や時間帯を含め、会員の負担を軽減する方法を検討する必要がある。 

 

【運動会（準備・補助・片付け）】 

○７年目を迎えた小瀬スポーツ公園補助競技場での運動会開催に関わる先生方の御苦労と、役員・会員

の惜しみない御協力に心から感謝する。5,000 人近くの来場者にも関わらず、当日は大きな混乱もなく安

全に開催され、家族の思い出に残る 1 日となった。学校主体の運営により先生方の負担は増大したと思

うが、例年の課題であった保護者負担は大きく軽減できたため、子供達の演技や競技での活躍を楽しく

観ることができた。○雨天延期の判断が早く、考えられるなかでのベストな環境でスケジュール通りに

進行できて良かった。○テント設営や撤収作業には多くの保護者の協力を得て安全に完了することがで

きた。父親の協力も多くとても助かった。当日の指揮統率にはスピーカーの確保が必須となる。●テン

ト設営準備のうち、会場でのトラックからの荷物運びが、女性陣だけだったので負担が大きかった。集

合時間を早めてテント設営協力者に依頼するなど検討したい。●雨天となった前日のシート敷きも延期

すべきだった。当日だけでなく、前日のシート敷きや開催途中での荒天対応として、早めの判断と関係

者への伝達方法も含め想定しておく必要がある。●必要以上にシートを敷いて場所取りする人が多く、

当日早朝には場所がなかった。会場レイアウトについては、400m トラックを活用するなどの再検討と

ともに、配布物などで事前周知してほしい。●当日 ID 証を忘れる人が多く担当者の余計な負担と備品出

費が減らない。次年度は身分証明方法を含め改善する必要がある。●児童専用トイレや喫煙場所、当日

の会場マナーについては繰り返し周知徹底していく必要がある。●現実的には改善できない課題かもし

れないが、山城小学校児童の負担となっている環境（会場移動に伴う時間ロス・交通危険度増加等）に

ついては、行政にしっかりと認知していただく必要がある。 

 

【研修部関連（親子学習会・保健委員会）】 

○“手話”というテーマを通し親子で楽しく学ぶことができた。集計したアンケートにも感動的で嬉し

い言葉が多く寄せられていた。高校生との交流も非常に新鮮な機会だった。山城小卒業生などがいれば

子供達にとっても良い見本になると感じた。昨年の申し送りにもあるが、講師や団体は基本的には公共

団体やボランティア団体が望ましいと考える。安易に優良団体に偏らず、児童が成長する６か年間でバ

ランス良い内容を計画していくことで、より多様化した社会を親子で学べる機会になれば幸いだと思う。 

 

【教育振興部関連（安全マップ作成・子供 110 番・スクールガード隊）】 

 ○安全マップは子供達の安全のためにも大事な資産なので、印刷コストの問題はあるが現在運用中の仕

組みを継続して、途切れることなく毎年更新していきたい。子供 110 番への御礼とお願いは、次年度以

降も継続したいとともに、実際の事例などあれば生の声として取り上げていきたい。●日頃から子供達

の安全を見守っているスクールガード隊には、秋の集会時点での最新情報だけでも早めに共有した方が

良い。取り纏めに時間はかかるが、年度の切り替え時には安全マップに反映する必要がある。 

 

【情報活動部関連（PTA 新聞作成・ホームページ関連）】 

○昨年の申し送りを受け白黒からカラーに印刷を切り替えた。数社の印刷業者から相見積を取得し当初



予算を大幅に抑えるなか、ページ数を２ページ増やすことで、PTA 新聞の趣旨である PTA 活動の記事

内容を増やした。読んでいただく方々に、少しでも山城小 PTA に関心を持ってもらえるような新聞構成

にしていきたい。●山城小学校のホームページは、記事掲載内容に偏りがあり、数年前からの課題と考

える。PTA としても効果的な活用ができていないため、次年度は情報活動部員に協力をいただきたい。 

 

【学校行事および習学環境の全般】 

○グランド拡張・給食室新設などの工事が完了し、今年度の子供達は落ち着いて伸び伸びとした日々を、

元気に笑顔で過ごすことができて良かった。●例年の課題ではあるが、低学年が使いにくい和式トイレ

から洋式トイレへの早期更新を期待する。児童数に対しトイレや水飲み場等の数が足りない現状につい

ても引き続き行政に要望していただきたい。●年々、インフルエンザ感染による学級閉鎖が長期化して

いるが、やるべき対策については一人の洩れもなく徹底してもらいたい。また不審者情報が多く、身近

な危険として正確な情報を素早く且つ的確に共有できるような意識付けを継続してもらいたい。 

 

【その他】 

 ●個人情報の問題もあるが、PTA 活動をより活発化するためにも、保護者同士の連絡方法があると便利

だと思う。最近では、LINE での情報交換が主流となっており必須アイテムとなっているが、マモルメ

ールに代わる連絡方法があっても良いと思う。●最近の PTA 活動では、保護者と先生の協力の在り方、

地域の子供達との関わり方も変わってきている。より多くの親が積極的に関わりたくなるような PTA 活

動でなければ意味がないと感じる。同じ学校に通う子供の親と、その学校で教壇に立つ教師がともに活

動できる環境は、本来とても貴重な得難いもの。PTA 活動に参加することが＝家庭に利益をもたらすも

のとしていくことを、もっと考えるべきだと思う。新しい情報交換の機会であったり、子どもの経験の

場であったり、親の成長・子供の成長を支えあうような活動ができる、いまの時代に合った PTA の形づ

くりを今後していくべきだと思う。  

 

 

平成２９年度 学年委員会・専門部 活動報告と反省及び申し送り事項  
１ 

年  

 ４月 ６日（木） 

４月２４日（月） 

６月 ８日（木） 

６月１７日（土） 

６月２８日（水） 

８月２７日（日） 

１０月８日（日） 

１２月１日（金） 

２月２０日（火） 

入学式 

授業参観 学年総会 

給食試食会（親子活動） 

PTA バザー 

授業参観 学級懇談会 

愛校活動 

運動会 

むかしあそびの会 

授業参観 学年総会 

反省及び 

 申し送り事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給食試食会】 

・子供たちの様子もわかりとてもよかった。歯みがきまで見たかった。 

・配膳がスムーズにいかなかった。量や盛り付けの目安がわかる見本がほしい。（写真

など） 

【バザー】 

・子供のブースで長い列になってしまった。日なたで待っているので熱中症が心配。 

・ゲーム数を増やすなどして待ち時間を減らしてあげたい。 

・ゲームは楽しんでいてとてもよかった。 

【運動会】 

・テント張りは女性には大変だったので男性メインで募集したらどうか。 

・各テントに組み立てのわかる人を配置してほしい。 

・片付けの時のお父さん方の動き，集まりは素晴らしかった。 

【昔の遊び】 

・役員同士の出席の連絡がスムーズにいかなかった。 

・お年寄りの担当がいないところがあり苦労したので，あらかじめ担当が決まってい



ると助かる。 

【愛校活動】 

・平日に学校に来られない父親が子供の教室をそうじできてとてもよかった。 

【その他】 

・親子活動が給食試食会でしたが，親子で何か制作活動をしたかった。昔遊びを親子

活動にしたらどうか。 

２

年 

４月１２日(水) 

４月２４日(月) 

５月１６日(火) 

５月２２日(月) 

６月１７日(土) 

６月３０日(金) 

８月２７日(日) 

10 月２日（月） 

10 月２７日(金) 

２月１３日(火) 

２月２１日(水) 

学級懇談会・P 学年委員会 

授業参観・学年総会 

生活科町たんけん（南回り） 

生活科町たんけん（北回り） 

PTA バザー 

授業参観・学級懇談会 

奉仕作業 

運動会テント張り 

親子活動 

P 学年委員会 

授業参観・学年総会 

 

反省及び 

 申し送り事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町たんけん】 

・１つの班に最低２名以上の保護者の付き添いが必要。 

・トイレが近くにあったら積極的に声かけするとよい。 

・想定外の出来事が起った場合，待ち時間の判断に迷ったので，１カ所の待ち時間を

ある程度決めておいてもらえるとよい。 

・具合が悪くなった子がいた場合，その後の対応を明確にしておいてもらえると助か

る。 

【バザー】 

・今年から車での来校ができなくなったため，入り口の案内係が余ってしまったので，

人数を減らし，全体の割り振りを見直した方がよい。 

【奉仕作業】 

・男性の参加人数を増やせるとよい。 

・女子トイレの担当は４人は必要。 

【テント張り】 

・スムーズにできるように事前の段取りや打ち合わせをもう少ししておいてもらえる

とよい。 

・正面から撮影場所がなくなったので，演技の仕方や方向を考えてほしい。 

【親子活動】 

・簡単でよいので各家庭に事前にどのようなレクをするのかの通知を出してもらえる

と当日の進行がもっとスムーズにできる。 

３

年 

 

 

 

 

4 月 24 日(月) 

6 月 29 日(木)   

10 月 25 日(水) 

12 月 22 日(金) 

2 月 13 日(火)   

2 月 21 日(水) 

授業参観・学年総会  

授業参観・学級懇談会  

親子活動  

スケート教室靴紐結びお手伝い  

Ｐ学年委員会  

授業参観・学年総会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反省及び 

 申し送り事項 

 

 

【PTA バザー】 

・外の飲食エリアのビニールシートが狭い。 

・担当の仕事は学年で協力できた。 

・子どもの役に立つものが商品になるとよい。買い物を通して、お金についての学び

のできる場になるとよい。 

【引き渡し訓練】 

・クラスが分かりにくいので大きなプラカードにしてほしい。(後ろの列の人にもクラ

スが分かる用の工夫があるとよい) 

【奉仕作業】 

・男性の手がもっとあると作業がはかどる。もっと人数が集まるとよい。 

【運動会】 

・場所取りが年々早い時間にならんでいる。地区や学年毎に枠を作るなど、並ばなく

ても場所取りのできる方法を模索してほしい。 

【親子活動】 

・すべての家庭が参加できたことはよかった。 

【役員について】 

・活動の回数等、無理なく参加できた。 

４

年 

４月１２日（水） 

４月１４日（金） 

４月２４日（月） 

６月 ６日（火） 

６月 17 日（土） 

８月２７日（日） 

10 月２日（月） 

11 月 21 日（火） 

２月１３日（火） 

学級懇談会・学年委員会 専門部会 

新旧学校委員会 

学年総会・P 総会・P 歓迎会 

親子活動（NYT 公演） 

ＰＴＡバザー    

PTA 奉仕作業 

運動会テント準備 

スケート教室補助 

学年委員会  

反省及び 

 申し送り事項 

 

 

【親子活動（ＮＹＴ）公演】 

・子供たちが集中して聴くことが出来た。連合音楽会の前で興味を持って参加できた。 

【ＰＴＡバザー】 

・値付けが難しい・・・基準がほしい。１回で統一して決められる基準がほしい。（ブ

ランドごと等）わかっている人（本部役員など）が最初から参加していただければ助

かる。 

【ＰＴＡ奉仕作業】 

・初めの会がなかったほうがよい。参加人数を増やす方策を考えるべき。掃除の仕方

を統一した方がよい。クラスによって参加人数に差があるため最低限必要な作業を

精選してほしい。 

【運動会テント準備】 

・スムーズに作業ができた。 

【スケート教室補助】 

・軍手を用意した方がよい。 

・外で待つ時間を工夫して短くしてあげた方がよい。 



５

年 

4月24日(月) 

5月25日~26日 

5月29日(月) 

6月17日(土) 

6月28日(水) 

8月20日(日) 

9月 2日(月) 

10月 8日(日) 

11月11日(土) 

11月16日(木) 

2月20日(火) 

3 月 9 日(金) 

授業参観(林間学校説明会)・学年総会・PTA総会 

林間学校 

児童引渡し訓練・親子クリーンアクション  

PTAバザー 

授業参観・学級懇談会 

PTA奉仕作業 

秋季大運動会テント設営 

秋季大運動会 テント片付け 

土曜学級・親子活動(希望制) 

光城祭 

授業参観・懇談会・学年総会  

 親子活動（予定） 

反省及び 

 申し送り事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引き渡し訓練】 

・スムーズだったが，学年の列がわかりにくかった。 

【ＰＴＡバザー】 

・子供向けのスペースが確保されていてよかった。 

・買ったものを手に持っている子が多くいた。手提げなどの袋を持ってくるように声

かけをした方がよい。 

・前半にお客さんが多かったので，役員さんを増やした方がよい。前半と後半の役員

の割り振りを考えた方がよい。 

【ラジオ体操初めの会】 

・各自治会ごとで行えばよいと思う。 

【奉仕作業】 

・もっと大勢の人に参加してほしい。 

【運動会】 

・全体的にスムーズな運営でよかった。 

・外部の方に依頼したので役員の負担が少なくてよかった。 

・保護者用のトイレが少なくて，お年寄りや小さいお子さんが大変だった。 

・裏門を勝手に開けて出て行く人がいた。 

・雨の中の場所取りが大変だった。場所取りについては，天候によって，時間をもう少

し考えてほしい。 

・朝 9 時から並んだという人がいた。 

・テントを立てるときには，テントの立て方をわかっている人がいてくれると助かる。

片付けの際も同様にしてほしい。 

・テントを立てるときにけっこう重たかったので，もっと男の方に参加してほしい。 

６

年 

 

 

 

 

 

５月３１日(水) 

６月１７日(土) 

８月２７日(日) 

10 月８日（日） 

３月５日（月） 

・引き渡し訓練 

・バザー 

・奉仕活動（夏休み） 

・運動会 

・親子活動 

反省及び 

 申し送り事項 

 

【引き渡し訓練】 

・未就学児，年配の方は集合時間から帰る時間までが長いため，日陰もなく大変なの

で，できるだけ短くしてほしい。 

【ＰＴＡバザー】 

・体育館の中が暑かった。内容はよい。 

【ＰＴＡ奉仕作業】 

・親が使うので，その時だけでも強力な洗剤を用意してほしい。 

研

修

部 

 

４月１２日（水） 
 

７月 ６日（木） 

 

 

第 1 回専門部 

・役員決め・親子学習会についての話し合い 
学校保健委員会・第 2 回専門部 
・学校保健年間計画・学校での活動計画 
・定期健康診断の６学年までの結果・保健室利用状況等 



７月１２日（水） 
 

10 月 16 日（月） 
 

11 日 １日（金） 
 

11 月 11 日（土） 
 

 

２月 13 日（火） 

親子学習会のアイディア募集（研修部員へ配布） 
 
親子学習会に来校していただく方を決定。 
・「身延山高校手話コニュニケーション部」（研修部員へ通知） 
第３回専門部 
・親子学習 会の当日の運営・役割分担決めの話し合い 
土曜学級・親子学習会 
・「耳の聞こえないこと・手話と歌おう」と題し，学習会 
 身延山高校手話コミュニケーション部来校 
第 4 回専門部 

・１年間の活動を通しての反省と，申し送り事項の話し合い 

反省及び 

申し送り事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊研修部全体 

・係決めの際，立候補してくれた方が多くスムーズに決定できてよかった。 

・役になった方が先頭に立ち活動をひっぱってくれて，大変感謝している。 

＊親子学習会 

・あまり参加しない学年がいたので，受付の机を減らしてもよい。 

・当日戸惑ったので，細かい流れがわかった方がよりよい。 

・急遽，鼓隊の発表があったため，途中で帰ったり立って見たり時間がずれたりした
ので，なるべく別の機会にお願いしたい。 

・学習会の終わりの時間が遅くなったので，設定を長くしたり，内容を減らしたりし
た方がよかった。予定が入っていた保護者の方々には，申し訳なかった。 

・学習会のアンケートには，講師の先生や高校生の方の熱意が伝わり，内容も楽しい
ものであった等の意見がほとんどであった。より多くの方が参加でいるような工夫
をしたい。 

・役をしている保護者の近くに，児童の席を設けたので，一緒に学習会に参加ができ
てよかった。来年も同じように役員親子席を設けたい。 

・来年度の活動のためにいくつかのテーマやアイディアを出せておいたら，来年度の
方はスムーズにいくと思う。 

情

報

活

動

部 

４月１２日（水） 

５月～７月 

８月２８日（月） 

９月２１日（木） 

１０月～２月 

２月１３日（火） 

３月 

 

第１回情報活動部会（役員選出、年間活動計画決定） 

前期新聞会議 

前期ＰＴＡ新聞発行 

第２回情報活動部会（活動についての確認） 

後期新聞会議 

第３回情報活動部会（活動のまとめと反省） 

後期ＰＴＡ新聞発行 

反省及び 

 申し送り事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は昨年度の要望により，カラーの新聞を発行しました。カラーになったこと

で写真が見やすく，新聞に対しての関心が高くなりました。また，ページ数も増えたの

で，写真を多く大きく載せることができ，充実した紙面を作ることができました。 

【１年】（後期）運動会 

・前年度の資料を参考に原稿を全員で分担でき，尚且つメールにて情報共有できたの

でスムーズにはかどって良かった。 

【２年】（前期）町探検（後期）体験教室 

・町探検では，参加していただいた保護者の方からの感想や意見を載せたことで活動

の内容がより分かりやすくなった。ＰＴＡ活動への参加の意識が高まった。 

【３年】（後期）光城祭 

・カラー写真を多く載せることができて良かった。 

【４年】（前期）校長先生・ＰＴＡ会長・連合音楽会 

・カラーになって見やすかった。 

【５年】（前期）先生方の紹介 

・引き渡し訓練の後に集合し話し合い出来たので，皆の負担がなくて良かった。 

【６年】（前期）修学旅行 

・写真選定についてはＰＴＡバザーの際に残って作業したので改めて集まることがな

くて良かった。 

 

 



教

育

振

興

部 

 

4 月 7 日（金） 

5 月 18 日（木） 

 

 

 

5 月 29 日（月） 

5 月 18 日～ 

6 月 5 日（月） 

2 月 13 日（火） 

 

第１回教育振興部会 ・役員選出 ・年間活動計画  

第２回教育振興部会 

 ・安全マップ作成 

 ・「危険箇所点検」及び「子ども１１０番設置のお礼の手紙配布」の分担 

・児童に安全マップ配布（引渡訓練の帰宅時に，マップを見ながら親子で通学路 

の安全確認をしてもらった） 

・安全マップに記載する危険箇所のあらいだし，確認 

・子ども 110 番設置のお礼とお願い通知配布 

第３回教育振興部 

・今年度のまとめと来年度への申し送り 

反省及び 

 申し送り事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども 110 番の家について】 

・110 番の家にお礼の手紙を渡すとき，不在の家や引き受けられない家の確認，看板の

点検を続けた方が良い。（110 番の家にお店が登録してあるが，店が開いておらず自

宅に手紙を持って行った。110 番の看板がない家があった。保育園は鍵がかかってい

て子どもが飛び込めない状況だった。110 番の看板が古くて気付けなかった家があっ

た。看板そのものを設置していない家があった。） 

・110 番の家だけでなく，地域全体で子ども達の安全を見守るよう，自治会などでも回

覧板を回してもらえると良いと思う。 

・110 番の家に協力して下さっている方の中に高齢の方が増えているので，新規の 110

番の家を設置した方がよい。 

【通学路安全点検について】 

・通学路の安全点検は，実際にその道を歩いたのが休日だったので，子どもの登下校

の様子とは異なるかも知れない。 

・安全マップは，地図上ではなかなかその場が危険か分からない。５月の会議の前に，

その場の様子が分かっている人の意見を聞ける場があるといい。 

・危険箇所点検は，自宅の近所の方が道も分かりやすいと思った。 

【安全マップ作成について】 

・新しく作った安全マップを活用できてよかった。 

・安全マップは今年度のような形で良いと思う。 

・安全マップ作成が保護者の手作業になったが，負担にはならなかった。 

・安全マップを年度が変わるたびに一から作るとすれば，これを毎年繰り返すのは負

担になるのではないか。 

【その他】 

・スクールガード隊秋の集会が夜だったので参加できなかった。日中だと参加できる

人が増えるのではないか。 

・スクールガード隊秋の集会で出された意見を，新しい安全マップに反映させるとい

いのではないか。 

 

 

 


