
　　　　今後の学級編制及び教職員定数の改善に関するヒアリング資料

　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年　4，月27日

　　　　　　　　　　　　　　社団法人　日本PTA全国協議会

平成21年度「教育に関する保護者の意識調査」より抜粋
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1．調査の目的等

｛1）調査目的

　本調査は、平成14年度～20年度に引き続き本年度も実施するものです。

　本年度調査は「現在進められている学校教育における新たな取り組み」について、PTA会員（保護者）

がどのように理解し、何を期待しているか、またどのように感じられているかについての意識・意向を調査

することとしました。

　本年度は、新しい学習指導要領がノ1、学校では平成23年度、中学校では平成24年度から全面的に実施され、

また移行措置として平成21年4月からは算数・数学、理科等について前倒して実施されることから、前年度

に引き続き新学習指導要領に関する調査項目を加えることといたしました。またデータ比較等調査結果活用

のために平成20年度調査結果を掲載することとしました。今後の学校教育、家庭教育を考える上での資料に

供することを目的としました。

②　調査対象

小学5年生および中学2年生の保護者（PTA会員）

調査対象 配布数 有効回収数 回収率

小学5年生保護者 2，400 1β71 78．0％

中学2年生保護者 2，400 1，823 76．0％

合　　計 4，800 3，694 77．0％

＊全国61の地方協議会を通じて、対象者の抽出や調査等の配布・回収を行った。

平成20年度調査結果

調査対象 配痛罵 有効回収数 回｛陣

小学5年生保護者 2，400 2，027 84．5％

中学2年生保護者 2，400 1，982 82．6％

合　　計 4β00 4，0G9 83．5％

（3）調査内容

1　学校教育について

①　学力問題

②学習指導要領改訂

③総合的な学習の時間

④　授業時数

⑤小学校の外国語（英語）活動
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⑥　道徳

⑦教員免許更新制

⑧学校支援地域本部事業

⑨コミュニティ・スクール

⑭　学校評価

⑪学校選択制

⑫学校の設備と環境

2　保護者と教員のコミュニケーションについて

①保護者と教員のコミュニケーション

3

①
②　
　
4

　
　
（

家庭での躾・教育と親子のコミュニケーション

　家庭での躾・教育について

　親子のコミュニケーションについて

調査期間

乎成21年11月24日㈹～平成21年12月7日㈲

2．回答者の構成（基本属性）

（1）保護者（回答者の属性）

　①回答者の男女別比率
　全回答者数3β94人のうち、女性（8＆0％）、男性（11．3％）の比率で圧倒的に女性回答者が多い。

　平成20年度の調査での回答者（4，009人）の男女比率は、女挫（85．3％）、男性（10．9％）で、本年度

調査の女性回答者率が（2．アポイント）高くなっている。（P．23）

②　回答者の年代

　　40代が（62．5％）と最も高いポイントで、次いで30代（29．6％）、50代以上（6．7％）となっている。

　（P．23）

③PTA活動の現在の参加状況

　　「活動にあまり参加していない」が（32．6％）で最も高いポイントで、次いで「各学校の単位PTA

　で役員をしている」が（32．4％）、「役員ではないが活動には参加している」が（29．0％）と続いている。

　　20年度調査では、　「各学校の単位PTAで役員をしている」（32．0％）が最も高いポイントで、次い

　で「活動にはあまり参加していない」が（30，1％）、「役員ではないが活動には参加している」が（28．9％）

　であった。（P．23）
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③子どもの学力向上のため学校に求めたいことの有無

國あなたは、子どもの勃向上のために学校に勅たいことがありますか・（αま1つだけ）

〔学力向上のため学校に求めたいことの有無く保護者全体〉〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．6％

〔学力向上のため学校に求めたいことの有無く小学生卜中学生の保護者別〉〕

囹ある国ない口わからない9無回答

㈲

小学生の保護者

中学生の保護者菱

サンプル数

1．871

1．823
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④子どもの学力向上のため学校に求めたいことの程度

1圏匿日■国間3で「1ある」と答えた方にお聞きします。

　　　レv4の項目にその程度について0をつけてください。（0はいくつでも）

〔学校に求めたいことの程度〈保護者全体〉〕

習熟度溺学習の促進

　　宿題をもっと多く

　　　朝の読書活動

　テスト回数の増加

囚ぜひ実行してほしい圏まあ実行してほしい□無回答
（瓢）

サンプル数

2，306

2，306

2，306

　2，306

〔学校に求めたいことの程度く小学生の保護者〉〕

習熟度別学習の促進

　　宿題をもっと多く

　　　朝

　テスト回数の増加

回ぜひ実行してほしい目まあ実行してほしい口無回答
（粉

サン7’ル数

1、152

1．152

1。152

1．152

〔学校に求めたいことの程度く中学生の保護者〉〕

習熟度別学習の促進

　　宿題をもっと多く

　　　朝の読書活動

　テスト回数の増加

日ぜひ実行してぼしい日まあ案行してほしいロ無回答
（瓢）

サンプル数

1、154

1、154

1．154

1、154
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一付問3－1のほかにご意見があれば簡単に記述してください。

〔子どもの学力向上のために学校に求めたいこと（付問3－1以外のご意見）｝

　　＿．　　T一・一一…一　…・．一　’」．一・・一・・・・…”乙一＝心品＝しし心一’，一一・・一・…一・『『』・”∵『3『’唱…」『’一・一・・・　　…’・《’・幽‘”

E騨　・畠　一　　－、　・　　　一一一　　　．L匿　　　　　　　　　　　r”｝唱　　一一簡　障一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　一一　酬

．器漏謁篇£満で置一3；…＝

E　・の＝．汀；9一㍗こ，n．
’諄’ °��ﾊ’；「罫竺二畠 ：』’

1 授業の改善、学習指導の充実’ 230 39．2

2 補習
74 12．6

3 教員の質の向上
56 9．6

4 土曜日の授業
48 ＆2

5 学習環境の改善（設備、教員数、教育課程などを含む）
41 7．0

6 個別の対応
33 5．6

7 （行事の見直しなどによる）学習時間の確保
30 5．1

8 少人数での指導
29 4．9

9 学習以外の指導の充実 9 1．5

10 なし 8 1．4

11 その他
28 4．8

計
586 100

【子どもの学力向上のために学校に求めたいこと（付問3－1以外のご意見）】

　付問3－1では、ノ1、学5年生保護者（1，152件）、中学2年生保護者（1、154件）の回答があった。

　それ以外の意見では（586）の記述があり、最も多い意見は「授業の改善、学習内容の充実」で（230）の

記述があった。
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■

④教員の多忙について

國「今の教員はとても忙しい」という意見がありますが、あなたは、子どもの学校の教員の実際の様

　　　　子から、どのように感じますか。（0は1つだけ）

〔教員の多忙についてく保護者全体〉〕

全く忙しいとは

思わない
　1．75

〔教員の多忙についてく小学生、中学生の保護者別〉〕

臼かなり忙しいようだ　　　　日多少は忙しいようだ

ロ全く忙しいとは思わない　　日わからない

ロそれほど忙しいとは思わない

目無回答

小学生の保護者

中学生の保護者

eg

サ刀’ル数

1．8刀

1β23
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⑤保護者が感じている教員の忙しい理由

匝國■1　【問33で「1かなり忙しいようだ」「2多少は忙しいようだ」と答えた方にお聞きします】

　　　　　どんな理由で忙しくなっていると患いますか。最も：大きな理由に＠、次に大きな理由に○をつけ

てください。

（保護者が感じている教員の忙しい最も大きな理由〕

　o保護者金体r2．418
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿」0

寵員会餓等．鶏肉の二曲に
時面ぶかかっτいるのでは

校外での研惨などの
　行事ぶ多いから

子どもが穀鋼5の置うことを

闘かなくなっているため

　身勝手な朝がいるいうな
クレームをつけることが多いため

調綴観面面から葵董蒙麗

事蘇職員が少ないた沁、
　靴用が多すぎるから

　いじめや非行などの
　翼霧の児童生徒への

対曲賢がとら起ている

纏員局士での巴力体制力雪
う壱く翻朧して1議なも、から

その蝕

無目答

10 20
評

口小孚生の保護看“＝1．265

日中学生の保護者［F1．153

0 10

㈹
3
・

職員会議等、校内の運営に

時間がかかっているのでは

195

20β

校外での珊修などの

　行事が多いから

子どもが占師の言うことを

聞かなくなっているため

　身勝手な報がいろいろな
クレームをつけることが多いため

ぬめロロ　 @　　　　　　　　　　れハ

ー…98
　　97

－7．7

鯉

11」

藍馨鉱9

　　教育委員会への報告等　　　　　　　　　　δβ

書類作成に時闘がとられているから　闘騨一画難ア5

事二二職貢が少ないため、

　同朋が多すぎるから

　いじめや非行などの
　観別の児孟生徒への
対応で縛聞がとられている

8．1

一’ Z厳一 T．6

三朧一一

4．8

歓員固士での捲力体絹が
うまく趨能していないから

その他

　　ゆ　おズ　　篇互三匹驚ag

2．6

…礫ao

4β

事霧ξ融瀞・6．6

2フ5

無回答
　　　　鑑蕪慧i…桑肇拳…蕪門田鑑∋25ρ
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〔保護者が感じている教員の忙しい次に大きい理由〕

嬉保護者全体n＝214綿

　身聾手な親がいろいろな
クレームをつけることが多いため

校外での研修などの

　胎毒が多いから

子どもが教師の言うことを

聞かなくなっているため

　いじめや葬行などの
　盈溺の児童生徒への
対応で時間がとられている

事務系聯員が少ないため、

　雑用が多すぎるから

　　教育委員会への報告等
書類作成に時間がとられているから

0

教員同士での協力体翻がξ＿
うまく機能していないから

その他

幾回答

10

㈹
3
D

口小学生の録護者rF1．265

目中学生の三三者F1，153

職員会羅等、按内の運営に
時闘がかかっているのでは

　身釜手な親がいるいろな
クレームをつけることが多いため

校外での研修などの
　行事が多いから

子どもが教師の言うことを

聞かなくなっているため

　いじめや非行などの
　塚別の児童生徒への
対応で時固がとられている

事驚系磁員が少ないため、

　難用が多すぎるから

　　教育委員会への報告等
書類作阪に時間がとられているから

教武同士での協力体制が
うまく椴目していないから

その他

無回答

0 10
釦

㈱
30

195

19．6

一‘ゆ

19β

鱒 紹β
‘ ‘　　　　　　　　　　鮒

17．0

謡‘ 聖7．0

一 16．B

1z7

＝＝闘h

：o．4

謡
．・鼓134

質」

一　一
．　騨　F　一　．一．一　　L

一
9．5

｝
一　一｝

9．5

一聾一躍
τo．1

5．0

c一慌揮”一’魑 6．4

一二コ．鷺麗∋．．．

5．4

・畿，．譜一三≡≡ 6．3

．， 麗準昌

8．7

’‘‘A論．．＿『 e．＿『 縁痘�ﾅと慧．ξ濤診 9．o

曾甲響Lir，・一9緊一・辱響，L｝．魑幽，
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