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関東附属学校PTA連合会 特別大会

[代表校発表]

学校需要とPTA供給のマッチング事例報告

埼玉大学教育学部附属中学校PTA
中野 幸弘

R3（2021）年2月20日

R2年度ボランティア活動のご紹介R2年度ボランティア活動のご紹介

校内清掃 外壁及び門扉塗装
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感染症拡大による学校休校から1年が経とうとしています。

休校要請以降、学校では、オンライン学習など様々な試みが行わ
れる中、PTA活動は会合や行事の中止を余儀なくされました。

そのような状況でPTAとしてできることはないかを考え、
PTAボランティア活動として校内清掃，外壁塗装及び門扉塗装を
行いましたので、その活動についてご紹介いたします。

本日の内容

ボランティア活動についてボランティア活動について

ボランティア活動実施例ボランティア活動実施例

その他 学校行事について

はじめに

コロナ禍における

PTA活動
及び

学校運営



3

目的

経緯

ボランティア活動についてボランティア活動について
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R2年 感染症拡大の影響

2020年3月 政府による臨時休校要請により

・卒業式の縮小開催
・入学式のリモート中継
・オンライン学習の準備・開始
・各種行事の中止又は縮小

・PTA総会Web投票
・学年PTAにおける総会議案の説明
・PTA研修会，教育後援会等の中止

近隣の公立学校では役員の選任もできずPTA活動が
ほぼ停止となる学校も多かった。

学校では、

PTAでは、
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災禍の中、「相互理解」をテーマに、PTAとしてできること
を考え、ボランティア活動の実施を計画。

・従来よりボランティア活動について、全附連、関附連の
事例紹介を参考にして検討を行ってきた。

・昨年は、校内清掃ボランティアを実施し、先生、生徒、
保護者が一体となり有意義な活動となった。

・PTAの課題である多くの保護者の参画についてはボラン
ティア活動が有効な手段である。

・学校が求めること、生徒のためになる活動を行うことを
実行したい。

PTA活動の模索

背景

学校が求めること

ニーズ シーズ

& PTAができること PTA常務理事会で提案
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[昨年から継続]

[新規実施]

ボランティア活動実施例ボランティア活動実施例

せっかく昨年始めたことだからコロナ禍でも続けよう！

コロナ禍でも学校のためになることをみんなでやろう！!

校内清掃

外壁及び門扉塗装
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第1回PTAボランティア活動(8/24)
 保護者約70名、生徒120名、先生20名
校内清掃及び別所沼清掃

昨年度（R1）

校内清掃

別所沼公園清掃
附中祭（体育祭）の前に実施

日時：2020/8/29（土）8時～11時
対象：保護者、先生 ※今年は生徒は対象外（感染症予防のため）※先生も最小人数

作業：・校内の除草 ・校庭等の側溝清掃（土の排出） ・その他校内清掃
※今年は別所沼公園の清掃は行わない（感染症予防のため）

今年度（R2） 募集（全員，学校メール）⇒登録⇒連絡（登録メール）⇒掲示（PTA HP)

※先生の負担を増やさない

注意事項
（安全衛生）

・熱中症対策（水分補給，日陰で休憩） *必要時（熱中症予防優先）

・感染症対策（マスク着用*，2m間隔，会話は最小限）

・側溝作業（腰痛、鉄板挟まれ防止の軍手着用など）

・芝刈り機作業（機器の取り扱い，芝刈り機への接触防止など）

側溝清掃 中庭除草

藤棚剪定

校内清掃

総勢200名以上参加

約60名参加
無事終了
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作業

校内の除草
中庭の芝刈り機による除草
（その他校内の草むしり）

・芝刈り機 ・ゴミ袋

その他校内清掃
落ち葉拾い

・ちりとり ・ゴミ袋

https://www.google.com/maps

A

B

C

校庭等の側溝清掃（土の排出）
側溝カバー（重量物）移動
スコップによる土出し（優先A～）

・軍手 ・スコップ ・ネコ車

作業優先A→D
［土の量］
A：かなり多い
B：多い
C：少ない
D：少ない
（部分的に多い）

D

←注意
ケーブル敷設
（ｽｺｯﾌﾟによる損傷）

要確認
・数量（スコップ，ネコ車）
・処理（草，枯れ葉，土）

https://www.google.com/maps
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外壁及び門扉塗装

検討

学校説明会（11月）の前に実施

準備

実施

ボランティア事前登録、校内清掃のほかフリー登録多数

学校の顔である正門外壁および門扉の老朽化

実施要否・ボランティア可否・作業内容・費用

学校と相談 ボランティアによる実施

[作業内容確認] [塗料及び用具の選定・調達] [ボランティア募集]

高圧洗浄 ⇒ 乾燥 ⇒ 養生 ⇒ 下地補修 ⇒ 塗装 ⇒ 乾燥

錆研磨 ⇒ 洗浄 ⇒ 養生 ⇒ 塗装 ⇒ 乾燥

外壁塗装

門扉塗装

8/15 外壁高圧洗浄
9/5 ボランティア募集・用具調達
9/7 外壁試し塗り
9/27 養生-本塗装 19名（保護者，先生）

10/24 研磨（グラインダーおよびヤスリ）
10/25 養生-塗装 11名（保護者，先生）

外壁塗装

門扉塗装
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実施日：2020年9月27日（日）参加者：19名（先生，保護者）

埼大附中PTAボランティア活動 外壁修繕清掃作業について

用具：塗料（水性，白，15kg）3缶 ※今回の作業では約2缶を消費。
ローラー（トレー付）5個，刷毛15個，養生シート（薄）1巻，養生シート（大）1巻
スクレーパー5個，ブラシ5個，ガムテープ（4個），養生テープ（3個）

*9/27作業詳細：塗装ボランティア案内.doc 参照

作業：8/3調査・計画 8/15外壁高圧洗浄 8/23通路高圧洗浄 [8/29清掃ボランティア]
9/5ボランティア募集・用具調達 9/7外壁試し塗り 9/27（養生-本塗装）*

[結果報告]

調査（附属幼稚園外壁） 外壁高圧洗浄

通路高圧洗浄

外壁試し塗り



Before

9/27塗装ボランティア

高圧洗浄後 After

Before 試し塗り After

Before After 11



Before

After

9/27塗装ボランティア

作業風景

高圧洗浄

ボランティア参加の皆様
ご協力
ありがとうございました

12
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実施日：2020年10月25日（日） 参加者：11名（先生，保護者）*

埼大附中PTAボランティア活動 正門南門塗装作業について

用具：塗料（油性，黒，1kg）3缶 ※今回の作業では約2缶を消費。
刷毛10個，紙ヤスリ、ブラシ，養生シート，養生テープ，など

作業：10/24研磨（グラインダーおよびヤスリ），10/25塗装

[結果報告]

作業前 作業中 作業後

10/24
研磨後

10/25
塗装作業

ご協力いただいた皆様
ありがとうございました。

正門

南門
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学校が求めることをやる。（役に立つことをやる）

PTAができることをやる。（無理をしない）

実施にあたって

技術的・経済的にPTAで対応できるか確認する。

安全・遵法を最優先に行う。（リスクを考える）

作業内容・日時（作業時間）・必要人員・
望ましい要件などを明確にして募集する。

ボランティア 活動内容の検討 [新規実施]

（課題があれば）サポートも考慮
［学校（大学含む），保護者，先生，地域など］

ニーズ

シーズ

塗装したいが費用がかかる

例 今回の外壁塗装作業

・幼稚園外壁塗装経験あり
（富井副会長）

・ネット調査などの結果
を基に判断。「できそう」

・熱中症, 感染症対策
・塗料の臭気（水性･油性）
・廃棄物処理（塗料･刷毛）

・手順，用具確認（ネット）
・塗料，用具調達（PTA）

・費用：PTA会費

・概要通知（保護者全員）
・塗料臭気，付着注意
・DIY好きな方歓迎

［大学，周辺住民の理解］
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その他 学校行事について

・卒業式の縮小開催
・入学式のリモート中継
・オンライン学習の準備・開始
・各種行事の中止又は縮小

学校では、

先生の熱意と生徒の工夫で乗り越えることができました！
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R2年 感染症拡大の影響

オリエンテーション合宿1年

「できない」で諦めず「できることをやる」

「できない」

おおとりチャレンジ

「できることをやる」

研修所での新入生交流プログラム 校内でファシリテーターを迎えて行う問題解決プログラム

林間学校2年 FLP：Fuzoku Leadership Program

志賀高原でのリーダー研修 校内でファシリテーターによるリーダー研修

修学旅行3年 京都トライアルデー・川越班別学習

京都・奈良での
伝統工芸等の見学研修

京都から講師をお呼びしての校内での研修
小江戸川越での班別行動による見学研修

演劇コンクール

附
中
祭

ラジオドラマ

体育祭 体育祭（午前開催）

合唱コンクール 中止

文化部･帰国生徒展示発表 校内展示

その他
（学校説明会）授業見学 生徒による紹介動画･パンフレット

先生・生徒
の成果！
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コロナ禍で先生、生徒が頑張っている中、PTAとして微力では
ありますがお役に立つ活動ができました。

おわりに

ボランティアについて

これを機にボランティア活動を定着させたいと思います。

情報管理・情報発信ツールの充実

PTA役員、担当の先生が変わっても活動できる仕組み*を検討す
る予定です。 *[校内清掃]を軸にした継続的な活動

課題

このような状況でも
多くの保護者がPTA活動に参加してくれました。（今回の目的）

附中祭（体育祭）に向けて校内清掃を実施

学校説明会等に向けて正門外壁及び門扉塗装を実施

ギガスクール構想のお手伝いも踏まえて

PTA HP運用，SNS活用など
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ご清聴ありがとうございました。

埼大附中 安藤校長先生、佐藤副校長先生、二瓶校内教頭先生
をはじめとする諸先生方、並びにPTA役員の方々をはじめ、
保護者の皆さんのご理解、ご協力で楽しく有意義なPTA活動
ができました。 ありがとうございました。

まだまだこれからの活動ですが、今回、皆様にお知らせ
できる機会を設けてくださった関附連事務局及び関係者
の皆様に感謝申し上げます。

埼玉大学教育学部附属中学校PTA
会長 中野 幸弘

副会長 福薗 健
副会長 富井 武敏


