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１．アンケート内容 

 学校教育環境に関して、学校側と PTA役員に以下の大項目でアンケートを実施しました。

学校の教育環境が継続的に改善されているかどうか把握するために、殆どの項目が昨年ま

での項目を引き継いでいます。今年は、新たにスクールソーシャルワーカーについての質問

を追加しました。 

・スクールカウンセラーについて、 

・スクールソーシャルワーカーについて 

・特別教室の空調設備の設置状況・計画について 

・校内のトイレに状況について 

・学校での昼食の販売について 

・学校・都高 P連へのご意見について 

 

 実際のアンケートは、以下のような内容で実施しました。 

 

（１）スクールカウンセラーについてお伺いします。 

Q1.カウンセラーの充足状況について教えてください。 

a.足りている  b.足りてない 

Q2.Q1で足りてないとご回答された場合は、必要日数を教えてください。 

  a.週 2回 b.週 3回 c.週 4回 d.毎日 

Q3.カウンセラー全般に対するご意見・ご要望があれば教えてください。 

 

（２）スクールソーシャルワーカーについてお伺いします。 

Q1.スクールソーシャルワーカー配置状況について教えてください。 

 a.配置されている b.配置されてない 

Q2.スクールソーシャルワーカー配置は必要ですか？ 

 a.配置してほしい b.配置の必要はない 

Q3.スクールソーシャルワーカーについてご意見・ご要望があれば教えてください。 

  また、活用事例などがあれば教えてください。 

 

（３）特別教室の空調設備の設置状況・計画についてお伺いします。 

Q1.特別教室の教室数を教えて下さい。 

 特別教室数 ＿＿＿教室 

Q2.上記特別教室数の中で空調設置済みの教室数を教えてください。 

 空調設置特別教室数 ＿＿＿教室 

Q3.現在、空調設置済みの特別教室名を教えてください。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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Q4.今後、空調設置が必要な特別教室名を教えてください。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Q5.来年度に特別教室への空調設置計画が決定されていますか？ 

 a.ある  b.ない 

Q6.屋内運動場（体育館、武道場等）への空調設置は必要ですか？ 

 a.設置してほしい b.設置の必要はない 

Q7.空調設置全般に対するご意見・ご要望があれば教えてください。 

 

（４）校内のトイレの状況についてお伺いします。 

Q1.本年度和式から洋式化したトイレの数ついて教えてください。 

 本年度様式化したトイレ数 ＿＿＿据 

Q2.和式便器の洋式化の継続的な必要性について教えてください。 

a.洋式化したい b.和式のままでかまわない c.どちらとも言えない 

Q3.その他トイレに関するご意見・ご要望があれば教えてください。 

 

（５）学校での昼食の販売についてお伺いします。 

Q1.学校での昼食の販売は、生徒の要求に応えられていますか？ 

 a.十分である b.不十分である  c.どちらとも言えない 

Q2.学校での昼食の販売に関するご意見・ご要望があれば教えてください。 

 

（６）PTAの役員の方にお伺いします。 

Q1.学校に対するご要望があればご記入ください。 

 

Q2.都高 P連へのご要望があればご記入ください。 

 

 

（１） 回答数 

以下の数の高校から回答を得ました。 

 加盟校  32校 

 非加盟校 4校 

 合計  36校 
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２．アンケート結果 

（２） スクールカウンセラーについて 

Q1.カウンセラーの充足状況について教えてください。 

 

 

 

Q2.Q1で足りてないとご回答された場合は、必要日数を教えてください。 

 

 

  

足りている

56%

足りていない

44%

カウンセラーの充足状況

週２日

53%

週３日

29%

毎日

18%

カウンセラー不足の場合の必要日数
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Q3.カウンセラー全般に対するご意見・ご要望があれば教えてください。 

・役立っています。 

・カウンセラーその人その人で対応が異なることが気になる。 

・悩みを抱える生徒に対してきめ細かい対応をしていただいており、とても助かっている。 

・現在週 1回なのでもう 1回増やすと好ましい。 

・非常に助かっている。 

・現在は週１回だが、利用者が多いため週 2回に時間数を増やしてほしい。 

・本校では生徒より保護者の相談が増えている。保護者が SCを頼りにしてくれるのはあり

がたい。（多忙な教員だけでは対応できないことも多いので。） 

・全日制課程では足りているが、定時制課程では不足しており週 2回程度必要である。 

・専任のカウンセラーがおり、必要な生徒がいつでも相談に行けるとともに教員と密に連携

できることが望ましい。 

・カウンセラーと連携がとれており、現在大きな問題はない。 

・カウンセラーをもう 1名増やしてほしい。 

・生徒及び保護者理解や対応について、学校全体に教示をお願いしたい。 

・若いカウンセラーを多くしてほしい。 
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（３） スクールソーシャルワーカーについて 

Q1.スクールソーシャルワーカー配置状況について教えてください。 

 

 

 

Q2.スクールソーシャルワーカー配置は必要ですか？ 

 

  

配置されている

8%

配置されてない

92%

スクールソーシャルワーカー配置状況

配置してほしい

44%

配置の必要はない

56%

スクールソーシャルワーカーの必要性
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Q3.スクールソーシャルワーカーについてご意見・ご要望があれば教えてください。 

・スクールカウンセラー都立高校を連携した生徒相談を強化していきたい。 

・不登校生徒の家庭訪問。 

・配置の必要はないが、時に必要性を感じることがあるので、その都度、利用できる制度（適

宜派遣など）あると助かる。 

・今の所、常設の必要はないと考えるが、必要に応じて利用できる制度があると良い。 

・経済的に厳しい状況の生徒の進路指導で相談にのってほしい。 

・必要時の派遣でよい。 

・学校によって必要な学校もある。本校は、まず外部指導員の増加の配置を希望したい。 

・中途退学して他の職業訓練校等を希望する生徒の見学サポートをうまくやってくれまし

た。 

・家庭環境の面で各市区町村との連携や助言が必要な場合があり、常に相談できる状況が必

要ではないかと思います。 

・実際にどのような業務をするのか、本校には配置されていないので理解できてない。 

・配置された SSWの経験が浅く、取組みが十分ではない。力のある SSWの配置を希望す

る。 

・進路相談等、まだまだ活用例は少ないが、進路だけでなく家庭に不安をかかえる生徒が心

おきなく相談に行けることも必要。 
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（４） 特別教室の空調設備の設置状況・計画について 

Q1.特別教室の教室数を教えて下さい。 

Q2.上記特別教室数の中で空調設置済みの教室数を教えてください。 

 

 

Q3.現在、空調設置済みの特別教室名を教えてください。（回答掲載割愛） 

Q4.今後、空調設置が必要な特別教室名を教えてください。（回答掲載割愛） 

 

Q5.来年度に特別教室への空調設置計画が決定されていますか？ 

 

 

  

空調あり

53%

空調無し

47%

特別教室空調設置状況

ある

17%

ない

83%

来年度の特別教室への空調設置計画
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Q6.屋内運動場（体育館、武道場等）への空調設置は必要ですか？ 

 

 

Q7.空調設置全般に対するご意見・ご要望があれば教えてください。 

・夏に体育館での集会、講演会ができない。熱中症の生徒が必ず出ている。 

・出来るだけ早く。 

・温暖化が進行し、7月と 9月は空調施設がない教室での授業は過酷である。 

・学校の実態にあわせて対応してほしい。 

・夏季の体育授業の他に、保護者会の会場としても利用するので強く設置希望。 

・体調管理の視点で言えば全教室あるいは全館空調を希望するが、教科の特性上特に必要な

教室がある。（理科：扇風機では風の影響が大きく正確な実験にならない。調理：多くの熱

源を使用） 

・夏の期間が長く、空調設備を充実して欲しい。また設定温度に対する指導も厳しく学習環

境の改善が必要である。 

・現在では、空調設置はどこに行っても設置してある無いのは学校と屋外施設のみである。

ぜひ学校内の全てに空調設備を設置してほしい。 

・6月、7月、9月の授業が、生徒達にとってもキツイと考えるので設置してほしい。 

・体育館、武道場に空調（屋内プール）があれば、教育活動の幅が広がる。暑さ寒さを体感

することも必要です。 

・夏場の気温上昇及び生徒の健康管理を考えると体育館等の運動施設への空調設置が必要

であると考える。 

・以前とは状況が異なり、すべての部屋に必須。 

・体育館に空調設置を要望したい。 

・湿度が高いため全室に設置されていると良い。 

設置してほし

い

91%

設置の必要は

ない

9%

体育館、武道場等への空調設置
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・空調の設置はあくまで東京都で行うことなので返答にはこまります。 

・特別教室には大至急、空調設置をお願いしたいです。 

 

 

 

（５） 校内のトイレの状況について 

Q1.本年度和式から洋式化したトイレの数ついて教えてください。 

 合計 19据 

 

Q2.和式便器の洋式化の継続的な必要性について教えてください。 

 

 

 

Q3.その他トイレに関するご意見・ご要望があれば教えてください。 

・トイレの配管が老朽化しており、全面改修が必要である。 

・保護者、生徒などからトイレの洋式化、改築に対する強い要望が常にあがる 

・トイレ全面改修要望中。 

・トイレ全体が老朽化しており、臭いがひどいので、全面的なリニューアルを要望したい。 

・全て洋式化してほしい。（家庭に和式が無くなっている） 

・校舎建て替えの際ほとんど洋式になっている。 

・便座に直接座ることに抵抗のある生徒がいるのは事実です。 

・洋式化はもちろん、シャワー式トイレの設置及び障害者用のトイレの設置が必要である。 

数年前に改修したばかりで不満はありません。 

・各家庭ではほとんどの洋式である。和式を少し残すことも必要であるがウォシュレット付

きの洋式トイレの設置を希望する。 

洋式化したい

72%

和式のままで

かまわない

6%

どちらとも言

えない

22%

トイレの洋式化希望
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・校舎も古いので、ぜひお願いしたい。 

・小学校では洋式化が推進されている。その子たちが中・高に入学してくるのだから、当然

高校でも全面洋式化を望む。 

・避難所等に地域住民の利用を考えると洋式トイレは必要である。 

・既に洋式化も進みつつある。今の子供たちは和式に慣れておらず、筋力的な問題から使え

ない生徒も増えてきている。 

・洋式便座に座りたくないという生徒もいるので和式も一定程度必要性有り。 

・ウェット式からドライ式に床改修を希望します。 

・音姫を設置してほしい。 
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（６） 学校での昼食の販売について 

Q1.学校での昼食の販売は、生徒の要求に応えられていますか？ 

 

 

Q2.学校での昼食の販売に関するご意見・ご要望があれば教えてください。 

 

・保健所の指導で、調理パンが販売できない。 

・おにぎりや、お弁当など、パンだけでなく、ご飯類、麺類があるとよい。 

・学校の昼食販売がパンのみなので、ご飯ものもあってもよいのではないか？ 

・業者の変更をしたいが、対応してくれる業者が見つからない。 

・もう少し種類・数量を増やしてほしい。現在はパンの自販機のみ。 

・今年度変えたばかりなので何とも言えません。 

・お弁当を販売できる営業所が無いため、パンやおにぎり等の販売が中心で、充実させるの

が厳しい状況にある。 

・親と子の大切なつながりである弁当持参を推奨したい。 

・学校が検討している。 

・弁当持参の生徒が多いので問題ない。（昼食場所は設置したい） 

・学校では最低限の対応ができていればよいと考える。昼食については、生徒保護者が準備

するものである。 

・業者（パン業者）が入っているが採算面で厳しい学校も多い。 

・定時制のため給食。 

・パンやおにぎりの他、お弁当があると助かります。 

 

  

十分である

25%

不十分である

33%

どちらとも言

えない

42%

学校での昼食の販売
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（７） その他、学校に対する要望、都高 P連へのご意見 

Q1.学校に対するご要望があればご記入ください。 

・PTAの在り方を話してみたい。 

・いつも、生徒たちのことをよくみていただいています。今後もよろしくお願いいたします。 

・ＰＴＡ室が欲しい。 

・PTA室がほしいです、保護者の活動拠点としてあると意識が高まると思います 

・非常食の備蓄集（生徒数・教職員×3日分）が少ないと思います。 5日分くらいあって

もいいのではないか？ 

・町田工業高校は、教職員全員が協力的なので継続して欲しい。 

・HPの充実をお願いしたい。 

・PTAに常に耳を傾けてくださいます。引き続きお願いしたいと思います。 

・先生方の理解がもっとあるとやりやすい。 

・プールが隣の官舎から見えないようにしていただきたい。 

・防犯の抑制の為に夕方以後の照明うぃお願いしたいです。その他は特にございません。 

・特にありません。いつも協力して活動できています。 

・満足しています。 

・学力向上のために春季、夏季、冬季講習を増やしてほしい。 

・本校はプールが小さく、水泳部もありません。最近ではプールが無い学校もあります。高

校のプールの授業の必要性について考えていただけないでしょうか。プールのない学校を

選択する生徒がいるとも聞きますので。 

・年間行事予定表、保護者にくばった手紙、入学時必要経費一覧をホームページにのせて欲

しい。 

・売店があったらいいな。 

・先生方は細かな配慮をして下さいます。他の一貫校に比べ設備が古い事は気にかかりま

す。 
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Q2.都高 P連へのご要望があればご記入ください。 

・P連の在り方を話し合いたい。 

・東北被災地視察ツアーのような生徒の為になる企画を増やして欲しい。 

・活動内容を知らせるための活動を、もっとしましょう。よいことをたくさんしているん

だから。 

・学校ＰＴＡの活動に対する人的サポートがあると良いと思います。 

・会議が夜なので、できれば昼間に行ってほしい。子供のための活動なのに子供を一人夜

間に残すのは、活動趣旨に合わないと思う。 

・経費がかからない活動にしていただければ助かります。全国大会等も負担が多くなかな

か参加できません。全国の PTAの活動を紹介するようなHPなど、足を運ばなくても情

報をえられるような形に移行していただければ、参加校も増えるのではと思います。 

・様々な活動を行ってくださり有難うございます。ただ保護者へはあまり伝わってないの

ではないかと常々感じていました。とこっぴ 82号は、委員会活動や地区の活動が分かり

やすく掲載されていてよいと思います。個人的に、3月 26日の防災ウォーキングは、今後

も場所を変えて実施してほしい。 

・都高 P連の役割を簡単に説明できる資料が欲しい。 

・会議の開催日が平日になっているので、土日も活用してほしい。 

・ムダを省いてほしい。（紙も時間も。）都内の会長会は今より少なくてもいい。 

・今後も教育環境改善のためにアンケートを実施してください。 

・アンケートのためにはパソコンをなかなかひらかないので、ガラ携帯対応のアンケート

があれば助かります。 

・保険の説明にまたまわってほしい。 

・抜けたいという意見も出ています。 

 

 

 

以上 


