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○返答いただいた２６７校園中、１４７校園が「ある」
と回答していいます。
「ない」と回答された理由としては、活動全般の見
直しにより縮小されたというＰＴＡや、校園の教育活
動の中に地域との連携が既に行われていると認識
されているＰＴＡもあるのではないかと推察します。
特に「地区懇談会」などは、多くの校園で行われてい
るものと思われ、当たり前になるほど密着しているこ
とから回答されていないケースもあるのではないか
と考えます。

○一方で、ＰＴＡが参加する地域活動は、２６７校園中、
１３４校園が「ある」と回答しており、丁度半数ずつという
結果となりました。

○半数近くの地域の方がＰＴＡの行う何らかのイベン
トに参加されています。イベントは夏祭り、運動会とい
った定番の催しから、芋掘り、もちつき、左義長などの
季節を感じられるものに加え、星空観察や梅干し作り
などユニークな催しも行われていました。そして地区懇
談会、清掃（環境）活動、見守り活動と続きます。地域の
方が関わってくださるので「良かった！」「ありがたい！」
という声のほか、「顔見知りになれる。」「やさしさや思い
やりの心が育まれるように思う。」「地域の協力なしでは
成り立たない！」など、地域との関わりがいかに大切か
をうかがえる結果となりました。

○ＰＴＡが参加する地域活動は８割が学区や地域の夏祭りなどのイベントでした。
【活動の様子や役割など】
※子どもからお年寄りまで参加。子どもたちは地域の人たちと関わることで色々な社会のルールを学ぶことができる。
※地域の方々との共に参加することにより 多くの方と顔を合わすことができ 良い機会と思う。
※前日・当日の準備、お手伝い。まちづくり協議会他のいろんな方たちと関われる良い機会。
※公民館での開催のため 食事の支度や夜の活動等の支援、ＰＴＡ会長はＰＴＡを代表して実行委員会に所属して
計画段階から参画している。
○今回の調査により、様々な事業を通じて、子どもたちが地域とＰＴＡを結びつけていることが分かりました。
地域の皆さま、いつも本当にありがとうございます！そしてこれからもよろしくお願いいたします。
【主な感想】
学校は 地域のすべての者が関わって、子どもを育てていくという意識が保たれていると思う。
保護者とはまた別の視点で地域のことや 子どものことを見て意見をいただけてよい。
地域のためにお仕事していただいている方々と知り合えて安心感もあり、また感謝の気持ちも芽生えました。
ＰＴＡ役員だけで子どもたちの安全を考えるよりも 地域の人たちを巻き込んでサポートしてもらうことは心強く、また
感謝したいと思う。
地域で子どもたちを育てていくことは大切だと思う。
幅広い年代が関わることで、顔見知りになれる。次に顔を合わせた時に気軽にあいさつできるようになりみんなが
良い方向へ進む。田舎ならではの取り組みではあるが、とてもありがたく思う。
地域のいろいろな方々とふれ合えることで やさしさや思いやりの心が育まれるように思う。
自分の家族以外のいろいろな大人の存在を知ることができ、接し方など気づくことができる。
親とは違った視点でのご意見がいただけることがあり大変貴重な意見交換の場となっている。
ＰＴＡ活動は地域の皆さまの協力なしには成しえないと考えている。より多くの方々のご協力をいただけることは
たいへんありがたい事と感じる。地域の方への感謝の気持ちを忘れずこれからも取組みたい。
地域の方々が全体で子育てしようという気風にめぐまれている土地だと感じており、地域の方々には大変感謝して
いる。子どもたちが大人になった時に 地域の方々に恩返しできるよう育ってほしい。

Ｐ Ｔ Ａ

ス ロ ー ガ ン

○みんなで学校を盛り上げよう！
○学校へ行こう！～子ども、親、地域が～
○みんなで高めよう 自己肯定感～生徒・先生・保護者・地域が一体となって～
○育もう 親子の絆 広げよう 思いやりと幸せの輪
○Ｐ(ピー）Ｔ（ティー）Ａ（エー) ～パッと楽しく集まろう～
○つながろう

子どもたちの笑顔のために

○絆、和気あいあい ～みんなであいさつ 笑顔の輪を広げよう～
○こころ 豊かに たくましく

未来へかける菩小の輪

○自分で見て、自分で考え やってみよう竜西っ子
○BE A HERO ～子どもたちの夢や希望のために いま出来る事～
○出会い、ふれあい、語り合い、地域ぐるみで子育てを
○深めよう！家庭・学校・地域の絆
○ＰＴＡとしてのスローガンはない。学校の教育目標『人を愛し、ふるさとを愛し、自分自身を愛せる生徒の育成』を
ＰＴＡも共通の目標として活動。
○家庭や地域で元気なあいさつができるよう呼びかけよう
○子ども全体の親として考え行動しよう！～「あいさつ・あんぜん・あんしん」をキーワードに～
○大好き大原っ子 みんなでつながりあって 共に育とう
○心身ともに健康な息長の子どもを育てよう
○広げよう小さな輪 つなごう大きな和 育てようみんなのＰＴＡ
○つなごう手と手 はぐくもう子どもの夢
○笑い！楽しみ！学び合い！

～咲かせよう 君のまわりに笑顔の花を～

○チーム愛知川東（えちひが）
○楽しもう！！子どもとの今を
○子どもたちの笑顔のため みんなが連携し、活力あるＰＴＡ活動をしよう。
○はばたけみんなのえがお！
○繋がろう 伸ばそう 活ＰＴＡ！
○つなごう、家庭、学校、地域の輪
○勇樹で一歩を 笑顔で感謝を 育て わかば
○笑顔あふれる未来へ ～明日につなげるＰＴＡ～
○思いやりの心をそだてよう

・相手を思いやるあいさつを心がけよう
・友だちやものを大切にする心を育てよう

○輝け！はばたけ！稲枝っ子
○いつも

なかよし

えがお

○親子でグローイングアップ

にこにこ

しあわせ運ぶ はえみっ子

～分かち合おう成長の喜び～

○あいさつの輪 笑顔の輪 やさしい心でつなげよう
○成長しよう！支え合おう！

～子・親・園～ もっとワクワクする明日へ

○みんなのためにチャレンジを
○つながることで はぐくもう 老上中学校ＰＴＡ
○地域と学校で育てよう いきいき中学生
○もっと絆 ずっと絆 ～ひろげよう子どもの心と 保護者のネットワーク

・人の話に耳をする傾けよう

○よその子も みんなうちの子、南っ子
○思いやりと感謝の気持ちで深まる 家庭・学校・地域の絆
○思いやりの心でつなごう 笑顔あふれる未来
○子どもの周りに様々な価値観を～つながり支えあう地域をつくろう～
○にじのように つながろう

山田っ子

○手をつなごう ～子どもたちの笑顔のために～
○つながろう スマイルいっぱい 東っ子 ～家庭・学校・地域が手を取り合って～
○「果敢に挑戦」～味わおう無限の感動、育もう湖国の心～
○子どもたちの笑顔と未来のために
○つなごう未来へ 元気いっぱい 笑顔いっぱい 篠っ子の輪
○安全・安心な環境づくりと、子どもたちの笑顔いっぱいあふれるＰＴＡ活動
○守ろう子どもたちの笑顔 広げよう未来（あした）のために
○ありがとうでつながる わ

～まずやってみよう笑顔であいさつ～

○心いきいき 個性キラキラ みんなの笑顔が一等賞！！
○色とりどりの笑顔の花を咲かせよう
○共に学び 共に歩み 共に成長
○子どもの成長見守って 無理せず 楽しくできることを
○楽しもう 今しかないこの時を
○速水っ子 あいさつと笑顔で結ぶ 心と心
○守ろう 子ども安全 育てよう 豊かな心とじょうぶな体
○つながろう 深めよう絆、輝け湯田っ子！
○ＧＯ！ＧＯ！余呉小 輝け！未来へ
○学び続ける古保利っこをめざして
○夢を語ろう！学校を語ろう！親子で語ろう！～よりそう心 育む地域の和～
○つながろう南郷里！つなげよう未来へ！
○やるならとことん全力で 今しかできないことすべて 勉強・スポーツ・好きなこと
○地域と育む湖北っ子
○しなやかな 心と体が 育つことを願って
○認め合い、磨きあい、みんなでつくろう、輝く八中 ～信頼と協力を礎に～
○「未来に向かい全力で！力強く自由に」～熱い想いと優しいまなざしで 応援しよう子どもたちを～
○はばたけ島っ子 つながれ島の輪
○小さな学校です。ＰＴＡの人数も少なく 団結する必要性があります。みんなで仲よく
できる事を一生懸命やりましょう!
○三つの「あ」を大切に 「あんしん」「あんぜん」「あとしまつ」
○地域みんなで 見守ろう 子どもの笑顔と安全を
○ひろがる笑顔つながる感謝 みんなで育む未来の芽
○支え合い 共に歩むＰＴＡ活動
○”キラッと輝く金田っ子” １人ひとりが輝き、ともに育ち合う仲間作り
○自分のまんま やさしさいっぱい なんでも挑戦、みんなで挑戦
○自らが学び 心豊かで たくましく生きる生徒の育成
○育てよう「優しさ」「勇気」「思いやり」～感謝の心を大切に 子どもと共に成長しよう～
○はやまっ子 笑顔であいさつ つながる絆

○保護者、教師、地域が協力し、「心・技・体」を育て子ども達に生きる力を培う。
○キラキラ輝く治田っ子
○思いやり声かけあって手をつなＧＯ！
○みんなで咲かせよう明るい笑顔～個々の輝きが大きな光に～
○『見つかる自分・広がる未来・繋がる明富』～希望・笑顔・絆・無限大～
○”チーム” 認め合い、学び合い、支え合う 笑顔と共に
○も モラルを高め

り 凛として

き 絆深めて

た 楽しむ

○子どもたちが安全で安心できる環境を私たち保護者と学校・地域の絆で作りましょう
○特にスローガンはありませんが大変な中でも 楽しく取り組んでいこう と心掛けています。
○育もう子どもの心 広げよう笑顔いっぱいのあいさつ
○【基本方針】自ら考え 自ら行動

【目標】個々に応じた強さやしなやかさを育てよう

○共に歩く～子どもの笑顔のために〜
○和・輪・笑（３つのＷＡ）を育む、河西っ子！
○ふれあい たすけあい おもいやり
○あの子にも この子にも やさしい気配り 明るい笑顔
○笑顔の花咲くこども園～ともに認め合おう、ともに支え合おう、ともに育て合おう～
○チーム安中、共に学びともに成長
○自慢の母校を創ろう！～湖西中学校を地域の力で魅力化しよう～
○「協奏」～子ども・親・地域・家庭 みんなで協力し奏でる 朽木中の和のハーモニーを作りあげよう～
○今津の次世代を担う たくましい子どもを育てよう！
○子どもたちの豊かな心の成長を支えるマキノ中学校ＰＴＡ
○会話を大切にし、和を奏でる。
○学校・家庭・地域が三者一体となり、子どもと一緒に親も教師も豊かな心身づくりに取り組む。
○家庭・地域・学校が強く連携し心豊かな子どもを育てよう
○明るく元気で 心豊かな子どもを育てる
○創る～快適な学校環境・子どもとの信頼関係・地域との信頼関係・次代の活動を担える人材～
○みんなで育てよう「たくましい子 本庄の心」～思いやりで笑顔あふれる本庄に～
○みんなで笑顔 かがやける なのはな園 おはよちゃんとタッチしよう！うんどう大好き！親子で触れ合おう！
○『早起き・早寝・よい睡眠』～朝日をあびてスイッチ・オン！心も体もチャージ１００％！！～
○共に語り、共に学ぶ、みんなが主役のＰＴＡです！
○助け合おう 親子で地域で頑張る力を育てよう
○たくましく心豊かな子どもを育てる 親と子が共に歩むＰＴＡ活動
○自立と共生を目指し、育ち合い響き合う親子の絆
○笑顔と優しさあふれるＰＴＡ

～共に育とう All Together～

○保護者・学校・地域が一体となって、子どもの育ちを支えよう。
○成長しよう 子どもと共にＰＴＡ
○共に学ぶ～思いやる・大切にする・成長する～
○子どもよし、保護者よし、地域よし～三方よしの能登川中
○大人と子どもで共に育てよう 思いやりと自立心
○つながり 思いやり みんなの輪
○あいさつで広げよう 友だちの輪！家族の輪！！
○ふれ愛・支え愛・助け愛～愛ＳＵＮ²と輝け 箕作っ子～

○思いやりの心と みんなの強力
○やる気 まんなか みんなで作ろう ＰＴＡ！
○「育てよう やさしさ 勇気 思いやり」～あいさつは思いやりと絆の原点～
○笑顔であいさつ つながる絆
○つなげよう次の世代へ 育てよう豊かな心
○おはよう、その一声が地域の輪 お帰りと、みんなで見守る地域の子
○思いやり ～育てよう！笑顔がつなぐ能西の輪～
○自分から進んであいさつ
○チャレンジ アンド チェンジ
○広げよう 一人一人の優しさあふれる笑顔の輪
○みつけよう みんなの きらきら 毎日が☆キセキ
○元気で明るく伸び伸びと育てよう
○子ども達と共に日々学び、共に成長するＰＴＡ活動を目指そう
○つながろう 今この時を未来に向けて
○できる時に、できる人が、できる事を。
○育てよう 元気な笑顔 深めよう 唐崎の絆
○いつも笑ってたのしい学校 みんな楽しく笑顔で！！
○～きずな～
○信頼し深まる絆 堅田ＰＴＡ
○子どもの健やかな成長を願い 共に学び、共に育ちあいましょう。
○感謝
○楽しく 気軽に 助け合おう ＰＴＡ
○大きな声 互いにあいさつ 小松っ子
○チーム ＫＩ(気）ＤＯ(動）！！ 家庭・学校・地域がチームとなり つながり支える
○みんなの力で つなげよう つながろう
○子ども達が大きな夢と高い目標を持てる環境づくり
○見つめよう、大切な”いのち”！ 育もう、思いやる”こころ”！
○城中へ行こう‼～未来へつながるその一歩～
○信 信じよう 子どもの力

楽 楽しもう みんなを笑顔 に！

○子どもファースト！全ては子どもたちのために
○地域の絆で守っていこう 未来へ向かう子どもたち
○対話 安心 信頼
○子どもと共に Ｆｌｙ ｈｉｇｈ あ・ぶ・ら・ひ
○地域で育てよう小原っ子 ～子どもをまん中につながろう～
○「スマイルド」（笑顔とおだやか、豊かな心を育てようという意味をこめている）
○親子の絆と笑顔あふれる家庭と学校そして地域
○いつも子どもたちをまん中に。すべては子どもたちのために。
○心も体も元気な子
○スローガンはないが 毎年運営方針を提案・承認いただいている。
○思いやり 笑顔でひろがる 宮の和
○～つなぐ、守る、明るい笑顔～
○共創 ～元気・感動・仲間・成長を共に創り（つくり）、共に創め（はじめ）よう～

○楽しい１年になるよう頑張ります
○Ａｌｌ ｆｏｒ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ
○Ｔ.Ｍ.Ｇ.Ｗ

～すべては子供たちのために〜

共に学び 未来に向かって 頑張る 私たち

○共・輝・笑 ～地域で育てる生きる力～
○声かけ合って 手をつなＧＯ！ ～広げよう 親子の輪 和気合愛～
○魅せる晴嵐小学校ＰＴＡ 子どもの笑顔のために！
○あきらめない心を 笑顔のふじみっ子
○たやさぬ笑顔 つながる絆
○青山団集結 ～つながろうみんなの心 見つけようやわらかい心～
○子供も大人も楽しむ

