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NO. コメント 

1013 
教育委員会及び学校は、「PTA は任意団体であり、入退会は自由である」ことを保護者へ説明すべき

です。 

1014 

PTA に 10 数年加入していますが、退会を検討中です。「PTA が本来どういうもの」で「任意加入」であ

ることは、最近インターネットを通じて情報を得ました。任意という説明を聞いたり書類で見た記憶は

ありません。現在の多数の PTA は、会員が「任意加入」ということを実質知らずに入っているため、少

子化・いじめや人権侵害・病気・自殺・経済活動の阻害・の遠因/一因となる組織になっていると思い

ます。あいまいな説明（「お願い」含む）が現在行われています。この大前提が個々の会員まで周知・

理解されているとは到底思えませんので、署名いたします。 
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985 

ボランティア団体という名の強制団体。入学と同時に知らない間に入らされ、給食費と一緒に PTA 会

費が引き落とされ、役員の強制。出来ないというと子供がどうなってもいいのか、ぐらいの脅迫。そん

な団体いらない。子供がいじめられるかもしれないからと言ってみなさん嫌々役員をやっておられま

す。 

986 
PTA 会費の杜撰な経理に対し、了承することができず、脱退を望んでいます。強制力がないならなぜ

その旨、はじめに説明しないのでしょうか？ 

988 
私はPTAを選出する保護者会にはでないという少々後ろめたいやり方をしています。そもそも本当に

必要なんでしょうか？最近は働いているお母さんがたも多い中、時代にそぐわない気がします。 

991 
限りある人生、１分、１秒たりとも無駄だと思われる時間を、すごしたくない。 

自分の人生の優先順位を、赤の他人に強制されたくない。 

994 
今年役員になり活動内容をみてみると、学校側がやるべき仕事の下請け。正社員として働いている

人に平日の午前中の集会を強要。「できることをできるときに」の主旨の団体へ変革すべきだと思う。 

995 
持病があり、役員を断ったら、前 PTA 役員に（この人正気？）と疑いたくなるような言葉を浴びせら

れ、その日を境に近所のママから無視、子供も遊んでもらえなくなりました。理解に苦しむ組織です。 

999 

任意だと発表するとやめる人が多数出てきて困るから任意だと公表しないというのなら、やめたいと

思われないＰＴＡに変えればよいだけです 

ＰＴＡのするべきことは任意を隠すことではなく、保護者にやめたいと思われないようにするにはどう

したらよいのかを考えることです 

多数がやりたくない、やめたいと思っているＰＴＡの活動内容が問題なのです。任意だと発表しても保

護者がニコニコしながら集まってくるＰＴＡこそ理想です 

1004 

「人の役にたちたい」「誰もやらないなら自分が」というプラスの動機には 

「自分が有用、有能だと感じたい」というマイナスの動機に通じてる 

だから自分が役付になると「もっと地域の見守りに皆でてこなくちゃ」 

「親がしっかり見守ることで子どもが育つ！私頑張ってやっている、偉い！なんで皆協力的じゃない

のかしら！」 

と他をみくだしがちになる。これは公務員にもありがちな集団心理だとおもう。 

周りが「なくなればいいのに」と思う一因でもある「おせっかいと上から目線、押し付け」の出来上が

り。 

本人たちは自己犠牲の上でいい事していると思っている、頭のいい人も、本気で！ 

1011 

精神疾患のため、日常生活で、人と付き合い。個室など一定の密室空間でお話することが出来ませ

ん。息切れ、動機がして苦痛です。PTA 組織と活動があることで子どもを持つこと、出産をやめようか

と悩みました。 

活動自体が希望者でなどで運営など、選出時に断る際、家庭の事情・個人の病名さえも理由としてあ

げなくとも選出できる、負担のないものと変わればと切に願います。 

1012 

委員、役員選考用名簿に学校の児童の氏名印が使われます。 

病気が理由の免除申請は医師の診断書を付けないと一切認められません。 

診断書を提出しても免除されなかった人もいます。 

自治体の個人情報保護上条例ではセンシティブ情報の収集は禁止されています。 

学校諸費として PTA 会費も列挙されていて、給食費と抱き合わせで銀行引き落としされます。 

ＰＴＡ予算には毎年同じ額の教育振興費が計上されて学校備品の購入にあてられています。 

学校が認めているから出来る事ばかりです。 

学校とＰＴＡの馴れ合い、共依存を、連携という言葉で誤魔化さないでください。おかしいです。 
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は じ め に 
 

PTA 問題に関するWebサイト『素晴らしいPTA と修羅場らしいPTA』に、「PTA

は入退会自由であることの周知に関する署名活動をしてはどうか」というご意

見を複数いただました。約４ヶ月間、Webサイトの掲示板などで意見を交換しな

がら署名の呼びかけ文や要望内容を検討し、オンライン署名サイト『署名TV』

様と契約、署名プロジェクトNo.1539『PTA の入退会自由に関する要望書』とい

うネット署名を立ち上げました。 

署名受付期間は2010年5月15日～2012年5月11日。1015筆のご署名があり、ま

た、ご署名に293件のコメントを添えていただきました。 
 

署名簿の正本は、署名チームにより、 

2012年6月15日に内閣府総理大臣 野田佳彦 氏（内閣府経由） 

2012年6月18日に文部科学省 文部科学大臣 平野博文 氏（郵送） 

に、提出され、請願法に則る正式な請願書として、受理されました。 
 

署名TVサポーター様のご指導に基づき、署名者の名前・都道府県部分に関し

て個人を特定するカギになる情報は非公開とし、直筆署名用の請願書本文とコ

メントのみを冊子にまとめさせていただきました。ご高覧賜れば幸いです。 

尚、当冊子は、2012年10月中に各都道府県知事様及び都道府県議会議長様宛

に送付させていただきます。 
 

2012年10月1日 

素晴らしいPTA と修羅場らしいPTA（Think!PTA!）署名チーム 

 

本署名についての詳しい情報、今後の動向などについては、以下のURLに、逐次

ご報告していく予定にしております。 

・ 署名TV『PTA の入退会自由に関する要望書』ページ右サイド、企画者からのお知らせ 

http://www.shomei.tv/project-1539.html 

・ 『素晴らしいPTAと修羅場らしいPTA』内、『PTA問題に関する署名活動のページ』 

http://www.think-pta.com/signature_activity/index.html 
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PTAPTAPTAPTA のののの入退会自由入退会自由入退会自由入退会自由にににに関関関関するするするする請願書請願書請願書請願書    
 
 PTA は、子どものために全員で奉仕するものだと思われている方が多いのですが、実は義務では

ありません。単位 PTA の社会的位置づけは、【任意団体】、つまり、ただのサークルです。戦後に、

素晴らしい理念を持って創設された運動であるにもかかわらず、その運用面に於いては関係者の人

権を無視するなどの弊害が全国的に出ております。 
 
 具体的には、 

• 任意団体にもかかわらず入会に際して意志確認がなく、子どもの入学・転校と同時に自動的

に会員にさせられる問題  

• 会費が、給食費等と抱き合わせで徴収される問題  

• 学校の PTA（単位 PTA）に入会すると、概ね自動的に市区町村・都道府県・全国単位の PTA

連合体にも所属することとなるが、どのレベルの連合体に所属しているかの明確な周知はな

く、分担金を自覚なく払っている問題  

• 学校の嫁、地域の嫁として、活動内容に意見を挟む余地なく奉仕させられる問題  

• 児童生徒を保護者の PTA 加入／非加入をもって学校行事で差別的扱いをするケース  

• 学校が PTA に会費の寄付を要求し、領収書を発行しないケース  

• 図書室整備の為の人員を PTA が雇用し、自治体から PTA 経由で給金を振り込むケース  

• ある自治体（市）で、公立幼小中校へ PTA を介した寄付金が、平成 19年度１年間で総額約１

億 3000 万円にも上ったケース  

• 学校管理職の無理解により、児童生徒の立場に立った教育条件整備の提案が、封殺されるケ

ース  

• 委員・役員の選考に際し、事情のある保護者が診断書の提出を求められるなど、プライバシ

ーが侵害されるケース  

• 給食費未納家庭へ PTA 会員を訪問させ、未納分を代行徴収させられるケース  

• 役目の大変さ・トラブルなどの隠蔽  

• ストレス等で心身の健康に変調を来すケース  

• くじ引き・ポイント制などにより、余裕のない保護者に役割が無理矢理押しつけられるケー

ス  

• T 離任に際する懇親会など、直接には子どもに関わらないような活動のために、休日返上で

我が子を含めた家族を放置して、一日奉仕させられるケース  

• 子どもの数と引き受けなければならない役目の回数が連動するため、子どもが多いと不利だ

と思わせるケース  

• 任期の長い P 役員等により、言論が封じられるケース  

• 役員等の保護者が力を持ち、学校を支配するケース  

• 役員等の保護者が宗教活動や商業活動を持ち込むケース  

• 役員等の子供を教員が特別待遇し、いじめへ発展するケース  

等々、枚挙に暇がありません。 
 
 教育関係団体を名乗り、学校を活動の場とするにもかかわらず、子どもに真似されたら困るよう

なことを平気で行っている PTA が多いのが現状です。その主たる原因は、強制加入・自動加入、役

員・委員割り当て、仕事量の多さ、が挙げられます。「子どもの為」と称して PTA に巻き込まれる

ことで、子どもが健やかに育つ基盤である家庭が、崩壊する危険すらあるのです。 

 社会的要因として、格差、経済的・関係的貧困問題、セーフティネットの穴、ワークライフバラ

ンスの問題があり、人口比率の変化から男女共同参画の流れにあります。つまり、PTA に参加でき

る余裕のある家庭が、年々減少しているのが現状です。そして、一方で、我が子を虐待、学校へ突

飛な要求をするなど、心配な親が増えていると言われています。しかし、そのような人たちへのア

プローチは PTA ではなく、なにか別の方法があるのではないでしょうか。 
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956 

私は中学 3 年の息子がいます。同じ病気で自分が病気なんだとうつ・パニック発作のようになって最

近わかりました。気持ちわかります。迷惑かけるのが怖いので役員に選ばないでとずっと願っていま

す。でもそのぶん陰ながら協力はさせてもらいます。役員決めのこの時期は怖いです。 

962 

小さい子がいて周りに頼れる環境でなくても、くじで決まったらたとえ会長でも引き受けなければなり

ません。私生活を犠牲にして、本当に子供のためになるのでしょうか？金を払って民営に任せたいで

す。 

963 
任意だとまったく説明がないまま、本日強制的に PTA 役員のくじ引きをやらされました。たまたま当ら

なかったものの、全員強制的にくじ引きをするというのはおかしいと思う。【地名（略）】です。 

964 

子供たちに役に立つ交通パトロールなどは必要かと思いますが、研修に行ったり、無駄な（誰も読ま

ないと思われる）広報誌などはまったくもって 

必要ないしゴミになるのでいらない。必要なことは学校のお知らせだけで十分です。なんの為にある

のか本当に意味不明。茶話会などもまったくの無駄だと思います。そもそもそんな事をしなくても仲が

良い人同士で情報交換してるでしょうし、苦手な人はわざわざ参加しないです。時間の無駄です。早く

改善されるよう願います。 

966 

予め学校からのおたよりで、懇談会では役員決めをしますと連絡がありました。 

その前に、なぜ、「任意です」と連絡が来ないのでしょうか？仕事を休んだ分の時給は年間１０万を超

えてしまいます。給料を削ってまで役員をしなくてはならないのは無理です。 

967 
誰もがいやいややる PTA の役員決めに強制的に参加させられることで、新学期がとても嫌な気分で

始まります。みんなにとっていいものになるよう一度見直す必要があります。惰性を壊しましょう。 

968 同調圧力によって成立した組織なんていいことないです 

974 辞退願いを出しても、強制的に役員をするよう、現在言われて困っております。 

977 お疲れ様です。署名の取りまとめありがとうございます。健全な保護者活動を望んでいます。 

979 正々堂々と退会できるようになってほしい。 

980 

活動ありきの役員決めはもうやめよう。 

誰もやりたがらないならその行事はなくせばよい。 

すぐ捨てる広報誌にコート紙・カラーの必要はない。 

アロマテラピー？個人でやってください。 

活動内容を精査する環境が出来ていない。 

偏見もあるかもしれないが、父親だけで運営させたらこんな冗漫な組織にはならないのではないか。

女社会の弊害が表れている。 

なのにトップはなぜかいつも男性。 

組織のあり方に気味の悪さを感じる。 

981 

親や職場のＰＴＡ経験者から色んな話を聞く度にＰＴＡの存在意義を疑い、保護者同士の役員の押し

付け合いには「そんなつまらないことで嫌な思いをしなければならないのか」と憂鬱になります。まだ

子どもはおりませんが、生むのが嫌になってきます。 

983 

今回、強制的に小学校の PTA 学級委員と、高校は名簿投票でこちらも強制的に PTA 学級委員となり

ました。 

本当におかしい。押し付けあいの極みだとおもいます。 

984 
貴重な情報を公表していただきましてありがとうございます。微力ですが賛同させていただきます。ど

うぞお体を大切に。 
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902 
たまたま通りすがった者ですが 

私が今まで感じていたことを多くの方が感じていたということを知り、心強いです。 

908 
子供が小中学校に進学すると PTA 活動が半強制的に課せられることを知り、二人目を作ることをや

めました。 

910 

月480 円(年10 か月分で 4800 円)に PTA 会費の請求が来た。納得できないので先ほど、学校に電話

して内訳の用紙をもらうことにしたけど、納得できないね。任意加入にすべき。いつの間にか勝手に

会員になっていめ訳？ 

911 

3 年間小学校に、入退会自由の団体であり活動自体に賛同できないので退会したいと申し入れ続け

ていますが、認められないと言われ続けています。早く入退会自由を周知徹底してほしいと思いま

す。 

914 
あえて本部役員になり、本部内でPTAは必要ないのではないかと申し上げました。意外だったのは、

先生がそれは困る、という態度を示されたことです。さらに上の組織に拘束されているようでした。 

915 「最大の悲劇は、悪人の暴力ではなく、善人の沈黙である」（キング牧師） 

918 

子供の学校でも、事実上、強制的な加入です。我が家に介護の問題が出てきて、しかし教育費もか

かるため仕事も辞められず、大変困っていたところに、PTA は自由参加の団体であることを知りまし

た。学校、教育委員会に問い合わせるも、皆さん同様、どうしようもありません。変化を拒むのは組織

の常ですが、やはり時代にあまりにもマッチしない PTA の現状は、もはや非人道的です。慣習的な

様々なしがらみがあって、変革が困難なようですが、時代とともに変化せざるをえないことは沢山あ

るはず。このままの状態をずっと続けてよいとはとても思えません。 

923 正義を貫くことが、自分や社会への正義ですよね！ 

927 もう、疲れてきました。何とかしましょう！ 

934 

子供の通う小学校でも今年から係の強制輪番制が導入されようとしています。もちろん、入会の是非

は問われず、自動入会の PTA です。平成２２年度に PTA 副会長を務めさせていただきましたが、そ

の時から折にふれ案として浮上していたものに反対と PTA 入会制の必要性を唱えていましたが、理

解して貰えなかったのか、入会制にならないままの強制輪番制がいよいよ導入されるようです。 

936 
義務教育中の子を持つ親は、自分の善意により（無理のない範囲で）学校の活動にも協力するのが

理想だと思いますが、それを強制してはならないと思います。 

942 

PTA に意見を・・・というアンケートに「入退会自由にしてください」と書いたことがありますが、それに

対して何のアクションもありませんでした。 

何のためのアンケートなのか・・・ 

945 
任意団体であることを保護者に知らせず、ほぼ強制加入のようなスタンスはいかがなものかと思いま

す。 

948 
PTA の在り方を見直し、親子共々の良い環境作りを願いたい。 

現在のようなストレス社会で、つまらないストレスを溜めたくない！ 

952 

入会してないからか、ハッキリわかりませんが、仲間外れ 見下し 馬鹿にした対応されます。 

これはイジメであり少子化に繋がってしまうのでは？と感じました。 

今も私にたいする中傷はまだ続いてます。 

954 

いつも役員選出の際には人権無視の修羅場が 

繰り広げられています。時代遅れのＰＴＡは解体か見直しを 

するべき。このままでは子供を産む気にもなれません。 
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 PTA は、任意団体であり、会員のボランティアで運営されるものです。平成 22年 2 月 11 日(木)

に横浜で行われたシンポジウムで、作家の川端裕人氏が「強制のあるところにボランティアの花は

咲かない」と発言されました。わたしたち PTA 問題を重要視する一般市民・有志は、次世代の為に

ねじれた現状を是正したいと切望しています。このために、以下の事柄を要望するものであります。 

 なお、この署名は、直筆で集めるため法的な請願書となること、内閣府大臣官房室総務課から平

成 22年 3 月 23 日頃に確認が取れました。 
 
【【【【要望事項要望事項要望事項要望事項】】】】    

1. PTA は、自由意志により入退会可能な任意団体であるとの周知を徹底すること  

2. 規約に入退会規定を明記するよう、キャンペーンを行うこと  

3. PTA に参加するのは保護者の「義務」ではなく「機会」だと捉え直すこと、およびこれを入

退会自由の規定と共に、規約に明記すること  

4. 上記〔3〕を明記した規約会則等を、PTA 入会資格者に、入会手続き前に配布すること  

5. PTA への入会に当たっては、入会資格者の意思確認を徹底して行うこと  

6. PTA 会費は、給食費・教材費等と抱き合わせ徴収をせず、単独徴収を徹底すること。また、

寄附上乗せ徴収があれば、これを廃止すること  

7. 学校に通う児童生徒に保護者が PTA 会員か非会員かによる区別を設けてはならず、配布物

や行事参加の機会を含めいかなるときも一切の差別を禁じること  

8. くじ引き・ポイント制等による役職の無理強いは行わないこと。  

9. PTA から、保護者会機能、後援会機能を分離し、PTA が本来持つ社会教育関係団体としての

役割を果たせるよう、あるべき姿を整理すること  

10. 学校予算と PTA 予算の区分けを図り、収入源や使途の規範を整備し、これを公開すること  

11. 国際的に貧しい教育予算ならびに地方格差の問題が、PTA 会費寄附金等に反映しているため、

特に学校への金品の寄附については、全国の実態を把握した上でルールを明確にすること  

12. 単位 PTA は教師と保護者が感じている学校教育現場の問題をとりまとめ、解決できること

は現場で解決し、そうでないことは教育条件の整備を教育委員会に要望していくこと  

13. 日 P は、全国の PTA をとりまとめている公益法人であることを自覚し、保護者の苦悩や問

題を単位 PTA の問題として放置せず、法律や社会通念に照らした問題解決事例を蓄積し、

これを公開すること  

14. 日 Pは、その収入源や使途を明らかにした財務諸表を公開すること  

15. 日 Pは、会長その他、人事決定の会議の議事録を公開すること  

16. 日 P、全高 P の法人形態を、会費収入を経営基盤とする社団法人から、基本財産を経営基盤

とし運用財産で事業を運営する財団法人に変更すること  

以上 

参考法規等：  

• 社会教育法  

• 教育基本法  

• 憲法  

• 小学校「父母と先生の会」(PTA）第二次参考規約、補足  

• 義務教育費国庫負担法  

• 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律  

• 地方財政法施行令  

• 学校教育法  

• 義務教育における私費負担の解消について （ 昭和 42年 03 月 13 日 教総庶発第 148 号）  

• 消費者契約法  
 
内閣府、文部科学省 御中 

素晴らしい PTA と修羅場らしい PTA（Think! PTA!）署名チーム 
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※以下のコメント集を編集するにあたり、住所・名前・URLなどを削除した以外は基本的に原文ママと

しています。#476と#477につきましては、お二人から同じコメントを書き込んでいただいております。

また、#596のコメントは仕様上署名時に受付けられなかったため、別途ご連絡いただいたものを掲載

させていただいております。 

 

NO. コメント 

6 
ＰＴＡ「入退会自由」の周知徹底責任は、社会教育を適正推進する責任を有す行政側にあるものと考

えます。又、教師の入会勧誘にも法的問題があるものと考えますので、行政責任は明白です。 

10 

弱い立場の家庭が、苦痛を伴う奉仕をさせられるのは、決して子供の為ではありません。入退会自

由であれば、きっと多くの苦しい方たちにも逃げ場ができると思います。今の PTA はナチス同様で

す。かつてヒットラーも国の為と言いながら弱い立場の民族を大量虐殺しました。親衛隊に囲まれた

PTA と教職員は、私にはナチスの集団のようにしか見えません。 

ボランティアは善意の行為です。 

入退会の自由は、確保されるべきと思います。 

16 
PTA の活動を嫌々強制されたものから解放してこそ、次の展開が生まれ得ると思います。そしてこの

自由は、デフォルトなんだということを広く知らせていきたいです。 

20 長年疑問に思っていたことです。活動に賛同します。 

21 多くの署名が集まり、ＰＴＡの入退会が自由になりますように。 

22 
入退会自由が隠されていることで辛い思いをしている人がいっぱいいます。一方、入退会自由を告知

したからといって、PTA 側に不都合はありません。ただ「衰退」を恐れてらっしゃるだけです。 

27 

現在、副会長をしています。内部での改革を目指していますが、なかなか困難なことも多いのが現

状。こうした外部からの働きかけは大きな力になると考えます。もちろん内部での改革活動も粘り強く

続けるつもりです。 

28 子供の為になってない部分が多い 

29 
昔、市Ｐ連の役員までしました。改革派のつもりでしたが志なかばで任期を終えました。その時にこん

な署名があったらと思いました。 

33 

こういうことは、本来個々の PTA 自体の独自の取り組みで実現すべきとは思うのですが、それすら

難しいほど現状の PTA はあるべき姿を失っています。この状況においては、役所に願い出てトップ

ダウンで変化を促すのもやむなしと考え、署名に参加しました。 

38 

今回、PTA が任意参加だと始めて知りました。実は両親が共働きだったのでずっと委任状を出してい

たのですが、一度だけ祖母が嘘の理由で呼び出され、PTA の活動を手伝わされた事があります。現

在も、父兄同士でのいじめの温床になってるかも知れませんね。 

40 

ＰＴＡの傲慢に被害を受け心身の調子を大きく崩した者です。 

これ以上の暴走を誰かが止めなきゃいけない。個人でできる事は 

非常に限られています。署名を通して団体で変化を願います。 

41 より気分よく参加できる PTA になって欲しいです。 

43 

自分自身の PTA ではそれほど被害を受けている印象はありません。おそらく学校の管理者がしっか

りしているのでしょうね。ただ「強制のあるところにボランティアの花は咲かない」って激しく同意しま

す。まあ、あとは大した選挙もなく役員やっている人に「勘違いなヒト」がいて多少迷惑かなって思うの

で。「全保護者代表」みたいじゃないほうが精神衛生上すっきりします。キャンペーン始められるとい

いですね。きっと考えるきっかけになりますよ！ 

44 任意性の高い PTA を望みます。 
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NO. コメント 

855 

平日の昼間で先生や児童が参加できない、PTA の委員会主催のエアロビ教室やカルチャー教室的

な催事が必要でしょうか。 

人が集まらないくて、担当委員だけが参加しています。 

また学校の運営費の中で、自治体や国が負担するのが妥当と思われるものが保護者の負担となっ

ています。このあたりの線引きを文部科学省が指針を示してほしいと思います。 

857 PTA の在り方は議論されていいと思う。 

858 

もうそろそろ、保護者の人権が尊重されていいのではないかと思う。 

同調圧力や任意入会を隠したりせずに、当たり前の入退会自由が保障されてよい。参加しやすい、

柔軟性のある PTA になれば、加入率も維持できると思う。ねじれたままで、無理して存続しているの

が今の PTA だ。 

必要な活動を精査して、人数が必要な行事などはそのつど応援で募集すれば、役員は少なくてよい

のではないかと思う。 

870 

教職員です。PTA 会費は疑問があり、支払いしておりません。 

慶弔費がもらえないだけで、他にデメリットはありません。 

教育への意見は組合がありますので、PTA の存在意義がわかりかねます。 

874 

経理事故が全国で発生していることもあり、全国各地の自治体で学校の私会計を教育委員会が整理

をするということが全国的に増えている。その結果、私会計を公務として位置づけるということが進ん

でいる。ＰＴＡの運営費は以前は私費と扱われ、無法地帯状態であった。そのために私費会計の経理

事故も多かったと考えられる。多発する事故をうけ、全国的に私費を公費として扱い、公の監査をうけ

ることになっていく。ＰＴＡはこのままでよいですか？あなたが役員になり、訴訟を起こされる日がくる

かもしれません。 

877 

本部役員を経験しました。小学校では６年間に２回役員をすることになっています。事情があり、やむ

を得ず役員をできない方のお手紙を役員で回し読みしました。個人の事情をさらさなければいけない

ほど、PTAは重要でしょうか。前例踏襲で形骸化された活動が意義があると思えません。人権無視の

現状の PTA に違和感を覚えます。 

883 

誰もやりたがらない PTA, 

働いている主婦は家庭と仕事の両立に苦しんでいます。昔のように自分の都合で仕事は休めませ

ん。公平にとよく言いますが元々家庭状況に公平はないのですから完全な公平はありえません。私

は実家がかなり遠く仕事もしており、尚且つ主人実家の援助もえられないまま強制的に PTA をしまし

た。強い人の意見が通る・・・・・かなしい、、、、 

885 

役員経験者です。ＰＴＡは日Ｐを頂点とする完全トップダウン団体で、単位Ｐの負担軽減について、改

善を上に訴える道すらありません。任意団体であることが明記され、不要な負担が減り、真に会員の

ためになる組織になることを希望します。 

888 

役員・委員の押し付け合い、渋る保護者への強引な説得、引き受けられない保護者への誹謗中傷

等、あまりに見苦しすぎる。ＰＴＡがあるために、よく知らない保護者同士が憎しみ合うことにもなって

いる。「やりたい人がいない」ということは「いる必要が無い」ということと同義。Ｐ連脱退、委員会の縮

小・廃止等、役員や委員を減らす方法はいくらでもあるはず。まずは入退会の自由を保障し、その上

で存続するＰＴＡだけが相応しい規模・内容の活動をしていけば十分。 

892 情報の公開、透明化を強く望みます。 

898 

入学式の日に給食費の振込み手続きと一緒に pta の会費も手続きするようになっていてうちの学校

では入らないという選択肢はないです 困ってます 2 年役員をやってそれ以上は勘弁してほしいと言

ったら責められて困っています 
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813 
形ばかり、参加したい人たちのための pta であってほしい、苦手な人にたいして、ひどすぎる 

つらいです 

815 
学校予算と PTA 予算の区分けを図り、 

収入源や使途の規範を整備し、これを公開すること 

816 

任意団体のはずが、毎年 何の役をやるかと用紙を出さなくてはいけない。その用紙は『やらない』と

いう欄はない。用紙を出さなければ、優先で役をやらされる。 

任意の団体じゃないと思います！！ 

817 

私は SAD という病気です。人前に恐怖を感じます。 

PTA は恐怖でしかありません。 

免除するには病気を公開しなければいけない。 

どうして他人にそこまで恥をさらして免除をしてもらわなければいけないのか？ 

即刻、PTA から退会できる環境を作って欲しい。 

このまま子供が大きくなるまでこの恐怖と戦わないといけないと思うと消えてしまいたい。 

そんな私も PTA の委員会に参加してます。 

苦痛でしかありません。 

早く３月がきてほしい。 

819 

【地名（略）】の公立小の PTA 役員をしているものです。昨年経験者達からのいじめとも思える強制、

人権無視行為により、精神的苦痛があります。もっと早い段階で【任意加入・退会自由】を知っていた

らと思います。同じ被害者を出さないために、署名します。 

820 フルタイムのひとり親家庭の母です。 

821 ! 

822 
妊婦ですが、先々子どもをそだてていくなかで、今の時代は共働きでもしないとやってけません。そ

れに加えて PTA だの役員だのやってられませんし、やったとしても質は落ちるでしょう。 

836 
営業日の活動が中心のPTAは、共働き家庭が増える中現実的でないです。参加は決して強要される

べきではないです。 

840 

子供の頃から人見知りが激しく、人付き合いが苦手です。自分が義務教育の頃、親が役員をやって

いましたが、自分も将来子供を持つことになったら PTA の仕事がついてくる…と思うと本当に嫌で絶

対に子供は産まないと決めていました。今現在も子供を持つことに前向きになれずにいます。 

841 不幸にするＰＴＡは排除しましょう。 

844 

ＰＴＡが任意団体とは知りませんでした。現在、子供が小さいので専業主婦をしていますが、小学校

に上がったら家計も厳しいので働きに出るつもりです。正直、ＰＴＡに入らなくてよいなら大変助かりま

す。体力的、時間的、精神的にも・・・。 

849 「自分の子の笑顔は隣の子の笑顔につながる」というＰＴＡ活動でなければいけないと強く思います。 

854 

退会した家庭の児童を差別することのないようにお願いします。 

不況や震災で、平日の昼間の集まりに出席できる家庭は少なくなっています。 

一人一役などの同調圧力で入会を迫るのも止めてほしいです。 

文部科学省はPTAにまつわる問題点を整理し、泣き寝入りをしている保護者達の声を聞くべきだと思

います 
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45 

個人の事情でどうしても役員が引き受けられない方が、くじ引きで役員になってしまったことを見て、

これではいけないと思いました。任意加入が当たり前になったら、少しは状況がよくなるのではない

かと思います。 

47 
時代も移り変わり、各家庭を取り巻く環境も多様化している世の中に、前時代的なＰＴＡ組織が必要と

されているとはどうしても思えません。 

51 ＰＴＡ・地域活動は、働いている・いないにかかわらず、やりたい人が入りやすい状況にすべき。 

52 

事業仕分けが必要です。いつまでも、昔ながらのやり方で、無意味な活動を延々と続けざるを得ない

PTA。一度解体したほうがいい。無くても大して困らないことが分かると思う。 権力団体になって、役

員は偉そうに勘違い。 もっと、風通しのよい自由を手に入れましょう。ボランティアは自発、であって

決して強制ではないのです。 

53 

ついにここまで来ましたね、素晴らしい。地域によって受け止め方に差が出るのは間違いないようで

す、ここからが始まりと活用させていただきます。こちらも地道に時に激しく進みたいと日々耕作中で

す。 

57 PTA に対し、以前から疑問に思っておりました。 

58 

現在小学校PTAで任意加入のことについて活動しています。来週その件で役員さんに話をしてくる予

定です。なんだかタイミングがよくて、背中を押されている気分です。みんなの心の平穏の為にも、任

意加入を徹底させたいです。 

60 

こどもたちの今のために。 

こどもたちが大人になったときのために。 

 

おかしなことがまかり通る社会を、少しでも変えて行きたいですね。 

61 
入退会が自由なのが当たり前だと思う。そもそも、日本は自由な国なのに、絶対に入らないと駄目み

たいな（暗黙の了解のような）事がそもそも変です。ＰＴＡは時代から取り残されていると思います。 

62 インターエデュから参りました。いつも教えていただいてありがとうございます。 

67 

我が校の PTA も入学と同時に自動的に強制入会でした。このプロジェクトを応援します。所属してい

る PTA が、入退会自由であることを周知徹底するような組織になって行くために、執行部役員に何ら

かの私にできる働きかけをしてみようと思いました。我が校の執行部役員はこの事実、任意加入団体

である事実を知らないと思います。 

68 

私も個人的に文科省に電話をし「PTA の入退会自由を各小学校校長および保護者に直接周知させて

いただけますように！」という旨のお願いをしたことがあります。PTA に苦しんでいる多くの保護者た

ちの声が、PTA の本来あるべき姿へと導いていけることを切に願っています。 

69 ＰＴＡの横暴を止めるために 

70 とても素晴らしい活動だと思います。 

71 一部の PTA による暴走を止めるための署名です。 

72 現役の小学校会長です。まぁ当然なんですけどね・・・自由な入退会 

73 当然の帰結です。 

78 

PTA 会員と非会員が平和に共存できる学校を希望しています。会社員でさえ辞める自由が保障され

ているのに、何で PTA は病気でも断れなかったりするのだろう？と思ってました。社会教育関係団体

ならば事実の隠蔽はしないでしょうし、事実の隠蔽をするのならば社会教育関係団体を名乗る資格

は無いでしょう。 

79 いろいろと歪んできていると思う。よりよい方向に向かうことを願います。 
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82 多くの署名が集まるように祈ってます 

87 むなしく PTA 活動中です。もっと早く知りたかった、任意団体だということを。 

88 

小学校のＰＴＡ総会で入退会自由や会費を給食費と抱き合わせで徴収していることの矛盾を質問しま

した。質問に執行部である保護者はまともに答えることが出来ず教頭が答えましたがはっきりとした

回答ではありませんでした。訳のわからない学校への寄付もありました。教育の場で「限りなく黒に近

い灰色」は止めていただきたい。 

89 
ＰＴＡのコーラスに任意加入しているのですが、現役のお母さんを勧誘したくてもできない。ヒマだと思

われて票が入りやすくなるので。自由な活動を阻害しているので、こんなやり方やめてほしい！！！ 

90 
当ブログでも、こちらへのリンクを貼らせていただきます。 

ぜひ協力させてください。 

91 
参加しないと仲間はずれにされるという村社会が強い日本では、ＰＴＡという存在自体馴染まないの

では？ 

93 PTA は共働き家庭にとっては負担が大きすぎます。私は仕事を退職せざる得ませんでした。 

97 

川端裕人さんからメールをいただき署名に加わりました。 

仕事柄多くのＰＴＡ関係者と接し、ＰＴＡ活動現場で救急救命的サポートをしています。この署名運動

がきっかけで、ＰＴＡ団体が抱える課題解決の糸口になればよいと思います。 

 

ＰＴＡ会員の同じ人物が、問題の受け手にもまたその源にも同時多発的・連鎖的になり得ること。そこ

に問題の深さと解決への困難さがあると思います。 

しかしながら、この種の「犯人」捜しは「あなた」か「私」でなく、すべての当事者を悩ます共通の課題と

捉え、利害関係を越えた対話と解決をすることが大切だと思います。 

100 自由な入退会が徹底され、会員の意志・意向が反映される組織になってほしいと思います。 

101 

【URL 等（略）】 

子供の公立小学校のＰＴＡは、全員に役員・仕事を、欠席裁判で、割振りました。これは全国のＰＴＡに

蔓延しています。核家族・共働きが 50％を超える日本なのに。ネットでは保護者の悲鳴が溢れていま

す。ＰＴＡは働く権利、育児義務、自己決定権を阻害し、その状況は野放しです。 

フランス、北欧が少子化をくい止められた要因、それは育児の利便性を、職場、収入、保育所、あらゆ

る面からバックアップしたから。 

強制活動から、本来のボランティア(意思のある人のみ)に、ガイドラインとチェック機能が必要と思い

ます。 

102 このプロジェクトを応援します。成功を祈ります。 

103 

任意団体ということは知りませんでした。 

こういったボランティア的なものは余裕がある方がなされるべきではないでしょうか？ 

ＰＴＡ・・飲み会（酒）の必要はないと思います。 

日本中何処の学校でもＰＴＡ親睦会などに市議会議員も来るものなのでしょうか？黒く感じて嫌です

ね。 
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753 
PTA が政治的な目的で恣意的に利用されている現状を憂いています。まず PTA への参加を自由に

し、政治的目的での使用を禁じてほしい。 

754 

「お弁当の日」の強制、我が子の歩み（天下りの集合体のＰＴＡ情報誌）の半強制購入もしくは満たな

い時はＰＴＡ会費からの持ち出し。子供の為、伝統という言葉で片づけていく教員との癒着団体はいり

ません。 

757 

今の PTA のカタチを変えたくない者がいるとしたら、それは、それに関わることで何らかの恩恵を得

ている既得権者だけであろう。予算を消化するのが目的の広域行事に単Ｐ役員が動員をかけられる

構図も、その典型である。 

758 私の生死に関わる病気の時に診断書も提出したのに推薦されそうになった。 

760 拘束はよくない。 

762 うちの学校でもありますねー。。。 

764 
近々、強制で PTA に誰かを推薦しなければなりません。 

仕方がないので自分の名前を書きますが、気分の悪さが拭えません。 

776 今年から給食費口座から引き落とし。強制的でとても違和感あります。 

778 

今年初めてPTA役員になりました。総務部所属、書記をやってます。役員名簿をはじめ、PTA主催の

料理教室、離任式後の懇親会運営など、やはり子供とは関係のない行事の仕事のため時間をとられ

ています。先日は料理教室のための案内状を作成しましたが、教頭がどうしても訂正したいらしく、フ

ォントや文字数、余白の大きさまで、指定してきました。他の書記の方に尋ねたところ、かならず、い

やがらせするそうです。こちらは、少ない自分の時間を工面して、無報酬でやっているのに、ムショウ

に腹が立ちます。やる気もなくなりました。PTAがなくても学校は運営できます。保護者の負担が増え

て、苦しい思いをするならば、全廃すべきです。 

785 

国会でも取り上げてほしい 

参考になったブログ 

【URL（略）】 

789 

読んでも全く役に立たない PTA の会報も、学校側が着き６万ほどで買わされるそうです。子供達のた

めに何か協力することは大切だけれど、組織が巨大になりすぎて、わけのわからないＰＴＡ親のみの

運動会(子供を置いて来い）など、意味不明な会費の使用用途にはうんざりです。反対運動も起こしま

したが全く聞き入れられず。。。おかしすぎます。 

801 
現在僕は高校生の父親です。子どもが小学校入学以来 PTA の在り方に疑問を持ち、その弊害を覚

悟で「不参加届け」を提出、外から PTA を観察してきました。とても有意義な義務教育期間でした。 

804 
「親になったら将来、PTA を『やらされてしまう』かも知れない・・・」と思うと不安になります。 

考え過ぎかも知れませんが少子化にもつながっているような気がします。どうか改善を！ 

806 以前から疑問でした。何なの？と。 

808 TPP は日本の文化を破壊します。TPP 参加に反対しましょう！ 

809 

現在、PTA で係をやっています。子ども達が喜んでくれる仕事なので我慢出来ていますが、激務のお

母さんや自宅介護をしている方にまでくじ引きやジャンケンで強制するやり方は絶対に許せません。

やりたい人だけやればいいと思います。 

810 役のなすりつけあい、学校のいいなり（めんどうだから）。子どものためにはまったくならないです。 

812 

子供の為と思いやっている人も多い中 拡大解釈で都合の良い様にされているのが 残念でなりませ

ん。 

一刻も早く 周知徹底される日を望みます。 
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671 改善が見られないようならこんな組織ははっきし言って不要。押し付け合い等もってのほかだ。 

681 

うちの学校も児童一人につき最低２回は役員をしてもらいます。と言っています。もう２回専門部長を

したのにクラス委員長を決めるときは専門部長を２回してもそれは別といわれました。おかしいとおも

いました。 

688 
もはや PTA は育児を支援するものではなく親御さんを追い詰め少子化を招いているのではないでし

ょうか。 

698 

自身で任意団体である事を PTA 全国協議会に確認取り、３年前に脱会した者です。署名だけに留ま

らず、皆さんも実際に行動に移してみませんか。一部で嫌がらせ等も発生してますが、現在その学校

では PTA 会員数が激減して子供会や安全パトロール等が去年より廃止に追い込まれました。身近な

人だけでもいいので任意加入の旨を教えてあげて下さい。 

702 PTA を引き合いに知り合いがガキメンドクセと言ってた 

703 
変な宗教団体から脱会できないようで、一刻も早く苦しんでいる親御さんを自由にしてあげたいです。

それまで持ち堪えてください。 

706 

所属する PTA の規約違反、会計不正を指摘したところ、PTA 役員から常軌を逸した嫌がらせを受け

ました。大人のいじめが横行し、学校や教育委員会は見てみぬふり。このような不健全な団体に、加

入率がほぼ 100％という大きな矛盾をぜひ解消してもらいたいです。 

713 これでいいのか！PTA! 

727 

私は、身体の内部に障害があり、疲れやすい身体です。 

でも、傍目には普通に見えます。 

でも、そういう事を判って貰えない団体の様です。 

ＰＴＡはくじ引きで決めるようです。当たったら・・と毎年怖いです。 

「どんな理由があろうと、当たったらやってもらいます」と 

手紙を貰ったことがあります 

こんな、非人間的な団体いらないと思います。 

ＰＴＡは、出来きる人がやればいいと思います 

730 
ボランティア団体であるなら本来の姿に戻すべきです。もともと人に何かを強制するなどあってはな

らないことです。 

733 
時代にあっていないし、無駄が多いのに一部の声が大きい保護者たちのためにその他の保護者が

犠牲になっている。 

738 新しい形の保護者／地域／学校の参画を考えたい。 

747 
都教委→学校→PTA 本部役員→一般保護者、上意下達のアソシエーション。保護者の意見要望を吸

い上げる気はありません。PTA がないと困るのは誰？子供たちは別に困らないでしょうが。 

749 
まだ子供はいませんが、対人恐怖症です。目には見えなくとも、人それぞれ得意不得意、経済事情、

家庭事情があります。 

750 

３年連続ＰＴＡで役員を務めさせて頂いてます。義務ではないとしても、子どもが絡むことなので退会

することは難しいのでしょうね。役員活動は大変ですが、活動を通して沢山の人と知りあえるメリット

があり、人間嫌いだった私の心に目覚ましい変化を与えてくれた出会いと機会に感謝しています。時

には大人も一緒に楽しんで、気負わずに、子どもたちのよりよい成長と思い出づくりのサポートをでき

ることがＰＴＡの役割なのではないかと思います。 

752 頑張って下さい 
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105 

病気を理由に役員を免除してもらおうと思ったら、「それを皆さんの前で説明して多数決で承諾が得ら

れたら免除します」と言われました。 

その後ＰＴＡは任意団体であることを 5 年前に知り退会。 

しかし「図書室の本はＰＴＡが寄付してるものもあるので図書室が使えなくなりますよ」「災害時に使う

連絡網からはずれるので電話がいきませんよ」「卒業時の記念品が渡せませんよ」「お子さんがいじ

められるかもしれませんよ」など、恫喝かと思うようなことを言われました。 

そんなＰＴＡの現状、おかしいと思います。 

106 
入退会自由の推進は、一時的には組織率を落とすものではないとしても、長期的には、低落傾向に

なっていくことに関する対策を考えておく必要があると思います。 

111 家庭における、子供・母親・父親の生活がよりよくなるよう、署名いたします。 

112 

今役員です。PTA 行事の為仕事を休むよう強制されています。母子家庭の為仕事を優先しつつもで

きる限り参加するようにしていますが、全ての行事に出席できないことで陰口を叩く方もおります。

PTA にいい印象を持てなくなってしまいました。退会できるものならしたいです。活動に賛同します。 

116 

いじめ・陰謀・隠ぺい・個人情報の侵害・脅迫…汚いものの巣をもって「子どものための団体」を名乗

らせないでほしい。名乗るなら、「任意」などとして、団体へのあり方に関与しないなどという無責任な

スタンスはやめてほしい。 

121 

自由に入退会し、地域の子供たちの健全育成に供するべきだ。自由な入退会であれば、必ずしも保

護者だけではなく、シニア層もPTA会員として取り込める。○○学校区PTAというイメージだ。学校応

援団の構想に近い。 

122 
PTA は、子供たちと子供たちが通う学校への善意のボランティア活動なのですから、自由意思による

「参加」の自覚をもってこそ、有意義な活動が可能かと思います。 

132 
PTA がボランティアサークルであると初めて知りました。入退会の問題も含め、もっと自由に活動が

できるようになっていってほしいです。 

134 

PTA への加入は任意だと知っていましたので入学時に加入を断ろうと思っていたのですがそのよう

な選択権はなく強制加入でした。 

「子どものため」といいながらPTA役員の活動をするために我が子を犠牲にしている現状に矛盾を感

じています。 

137 ＰＴＡの仕事は一人の人に押し付けるのではなく、もっと全員で協力して行うべきです。 

140 
加入が強制的でないというのは知りませんでした。現状は親(特に母親）の義務になっていて大変で

すよね。応援したいと思います。 

142 PTA 改善にむけて、まず一歩、がんばりましょう。 

145 

入退会自由には基本的に賛成です。ただもうひとつ、子供、親、教師が一体となって教育活動に取り

組むことは必要不可欠だと思います。そのために予算を縮小し、必ず子供のためになる事業を行う

団体に変わっていくことも必要だと感じています。 

146 

毎年始めての保護者会で役員を決めます。いつも重い空気で行くのがいやになります。 ひどい時は

役員が決まるまで部屋から出してもらえません。 一番いやなのは「逃げ得」あること。 強制参加で

がんばって貢献しているのであれば、それなりのメリットもほしいです。 

148 ２年間本部役員を経験して、いろいろな難しさを痛感しました。 

149 
カワバタさんから連絡いただいていたのに、諸般の事情から遅くなってすみません。PTA のみなら

ず、任意参加の団体において、入退会が自由であるのは当然のことだと思います。署名します。 

153 小学校のＰＴＡ会長です。 
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155 

共働きの家庭が増えたり、価値観も多様になっているのに、PTA の旧態依然とした運営ぶりが目立

つ。役員の負担を減らす、役員を引き受けられない人でも単発の行事の手伝いなどの参加を募るな

ど何かしらの工夫は必要。自由な入退会は保証されるべきだか、会員数が減少しPTAが一部の役員

のものにならないように、運営の広報、会計の透明化のガイドラインが必要である。多くの会員の声

が反映し民主的な組織になってほしい。 

現状を検証し、本来のすがたを取り戻すという意味においてこの署名は意義のあるものだと思いま

す。 

157 
入退会の自由を徹底して、一度現状を更地に戻し、新たに本当に子どもたちや地域や保護者に必要

な活動のための組織を作り直すべき時期かと思います。 

158 

やりたい気持ちをもちよる活動として 自発的に集まるなら PTA には参加したいと思います。愛から

の活動として、関わりたいです。たとえ、人数がへったとしてもです。自分達からの心から、喜びの中

で関わってこそだと思います。ここ、はずしては やはり どこかでひずみが生まれる気がします。 

162 
ってゆか PTA そろそろ思い切り過去の遺物なんで、 

ここら辺で”役立たずここに眠る”と引導を渡そう 

165 

どんな会も入会前に活動内容を知らせ、会計が透明なのは当然。 

入退会は自由なのも当然。 

日本 PTA 全国協議会は文部科学省に決算書を提出しているだけで会員に対して積極的に情報公開

しているとは言い難い。そして、末端の会員のほとんどは役員への報酬規定の存在げを知らない。 

毎年開かれる日本 PTA 全国協議会の研究大会の予算は約 1 億円だ。 

174 

私が小学生の頃、仕事で多忙な両親に半ば強引に入会させようとしていた PTA 役員がいました。そ

れはもうウンザリするほど毎週の様にです。PTA の暗黙の上下関係が在ったようで反対意見を出す

保護者とその子供には容赦なかったそうです。正直 PTA なんてモノが無ければ私の友人も被害に遭

うことも無かったと思える程です。自分も両親が共働きでなければ明日は我が身でした。 

175 

私達の社会のごくごく基本的なルールとして、個人の意思や自由が尊重されるべきだと考えます。私

達は、保護者とと言う名の「要員」である前に、ひとりひとりの「人間」です。高邁な理念を語る前に、基

本的なルールが整備されるよう願っています。 

178 去年クラス役員をやりました。活動について無駄なことが多く、疑問多々です。 

179 
小学校のＰＴＡ副会長です。ＰＴＡは、本当に子ども達の為になるものであれば良いのだが、実際は無

くても困らない無駄な活動が多い。組織を一度解体し活動内容そのものを見直すべきだと思う。 

185 

入会しているＰＴＡは会員に会計簿の閲覧規定がなく、使途について執行部に質問しても明確な答え

がない。総会に報告される報告はかなり大雑把な内容である。半分は税金で運営されている公の機

関である学校が関わっている団体（ＰＴＡ）が今の状態で良いのだろうか。 

197 
PTA をとりまとめる方々が父兄の総意との名目で政治に干渉している例がある、一般の会員に特に

説明もなくである。この点から、PTA の政治的主張には耳を傾けるべきではない。 

201 
非会員の子供はＰＴＡからの配布物はもらえないなどという冷たい言葉にぞっとします。そんな団体

は学校に立ち入らないで欲しい。子供を傷つけないで。 

211 
まったく何の活動もないのもどうかと思いますが、もっと簡素化出来ないものかと感じております。公

平に全員が必ず役につくために内容や部門が増えているような気がします。 

219 

毎年 家庭訪問で担任の先生に委員をお願いされたり 多数決で勝手に決められたりして いつも疑

問に思ってたけど PTA が本当は任意だと知って驚きました。これは一般的には知られていないこと

だと思います。もっと一般的に知られるようになったらよいと思います。 
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603 

２年生から５年生まで仕方なく役員を経験しました。 

ＰＴＡって大した説明もなくちょっとおかしくないですか？ 

とてもとても出来る人が出来ることをって感じじゃないですよね？ 

思い出すと完全に鬱になってしまい辛いです。 

人から何と思われようがやらなきゃよかった。 

素人ではなく玄人で、もっと責任感があり楽しめる方だけでやったほうがいいんじゃないですか？ 

606 趣旨に大いに賛同いたします。私は本日ＰＴＡ会員を脱退いたしました。 

607 
個人的に子供のため、スクールボランティアなどの活動をしようと思います。PTA になり、義務的にあ

れやこれや駆り出されるのは違うと思います。やれる範囲での協力はするつもりです。 

609 なぜこのような仕組みになっているのかずっと疑問でした。ＰＴＡ反対です。 

610 

仕事があるのでできる範囲でしか手伝えないと断りましたが、職業や、職種、勤務時間、仕事中の子

供の居場所、主人の勤務体制、家庭環境等に根掘り葉掘り干渉され、探られて参っています。当番だ

から強制だとしつこく、干渉する人とペアを組まされていて憂鬱です。 

612 
このような、「任意」の筈が実質的に「強制」の形をとっている決まりは多い。 

明確なルールを定め、このような事態をなくすようにするべきである。 

614 動員をかける上位団体は、単Ｐにとって不要だと思います。 

620 賛同します。 

622 PTA のあり方に疑問を持ちます。改善してください。 

623 署名に深く賛同いたします。 

625 

2011 年４月愚息の通う公立高校のＰＴＡに非加入届を出した。すると、ＰＴＡから「任意加入ではない」

と入会を強制された(*_*)いまだにこんなこと言うアホが居てるのかと思った。じゃぁ、裁判でも何でも

すれば？お好きにどうぞって申し上げております。全国からＰＴＡ被害者がいなくなりますように祈念

しています。 

627 入退会の自由も保障されてこそのＰＴＡじゃないでしょうか。 

633 

小学校の親の人間関係も複雑にしたりストレスになってしまう PTA 活動。 

余り知られていないけれど、決して強制ではないはずです。そこをもっとしっかり 

させて欲しいと思います。 

634 実際にＰＴＡ役員になって不必要だとわかった。強制的業務 ボランティアではない 

636 私の母の時代だって嫌だったのに、まだＰＴＡが存在することが理解できません。必要ありません。 

647 

転校先で６年の子供のＰＴＡ役員を押し付けられました。６年の役員は特に誰もやりたがりません。担

任の先生に家庭訪問の時「役員押し付けまして・・・」と言われました。 

誰かに無理やり押し付けなければやっていけないＰＴＡなら、解体した方が良いと思います。 

650 
教師が大変な勘違いをしている。やらせて当たり前でやらなければわからないように陰湿ないじめを

する。PTA なんかいらない！学校主催でやるべき！ 

653 

何の説明もなく勝手に入会させられている。引き落としを認めたわけではないのに教材費と一緒に会

費の引き落とし。これって、泥棒だと思います。その上、醜悪な役員決め。脱退届けを出しているのに

また引き落とし。正しいボランティア組織になるまで PTA は抜けます。 

658 PTA 役員は PTA という団体についてもっと勉強しろ。 

660 

教員の立場からみても、PTA に携わって下さっている保護者の方で、PTA の仕事の負担に苦しんで

いる方を見かけることがあります。苦しむ方が少しでも減り、保護者の方にとって学校という場が負担

にならないようにするためにも、PTA への入退会を自由にするべきだと思います。 
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566 本当に子供の為の活動なら参加したいのですが、そうでないことが多すぎる 

577 

人間は１０人１０色であり、組織活動が苦手な人もいます。お手伝いはいいけど、同調圧力で組織信

仰に近くなると私は過去のカルト宗教教育のトラウマがよみがえり辛くなって苦しくなります。自由な

活動を望みます 

578 

入学式の日に、PTA についての簡単な説明を受け、その際、賛同して頂ける方は拍手を持ってお気

持ちをお示しくださ～いとか何とか言われ、私はまったく拍手をする気にはなりませんでした。 

パラパラと拍手する方もいて、では皆さん、入会ということでよろしいですね一方的に、と言われ、強

制加入させられた気分です。 

入会届けを書いたつもりなんてないのに！！！ 

PTA 会費１年分が、給食費が引き落とされる初回の日と同じ日に、一緒に引き落とされる手続きが勝

手にされており、本当に腹が立ちます。 

今年度は、勇気を持って、脱会したい、と執行部に言いに行きたい！！！ 

579 

多くの保護者が、高学年での役員任命（くじびき等）を回避するために、低学年のうちに無難な委員に

名乗りを挙げ争奪戦になっている。 

おかしな「しきたり」に皆、振り回されている。 

582 

海外の教育機関では、PTA は真のボランティアであり強制ではなかった。 

日本の組織主義、強制的な PTA 制度は、少子化の元凶だと思う。 

日本の PTA 活動を思うともうこどもは欲しくないと思う。日本のような 

過酷な PTA 活動をボランティアの名の下に強制的に保護者にやらせている 

国は世界でも稀ではないか。 

 

諸外国のように日本のような強制的 PTA 活動がなくたって、素晴らしい教育環境をつくることはでき

る。強制的 PTA 制度は廃止すべきである。 

593 
PTA は、間違ってます。うつ病の私に役員を押し付け、結局途中でできなくなり学校へ抗議しました。

病人までやらす意味があるのか？PTA 事態なくしてほしいです。はっきり、いりません。 

594 

本部副会長を経験し、あまりの仕事量の多さに自分の子どもを孤独にしてしまいました。「子ども達の

為に」存在している筈のＰＴＡですよね…？本末転倒です。色々と考えなくて済むので、ＰＴＡが無くな

れば、もっと友好的な関係が生まれるような気がしています。この輪が広がりますように。 

596 

所属校は長年全員自動的入会方式です。学校管理職へ「保護者へ任意団体であることを周知してほ

しい」「今年度は入会継続意思確認を保護者へしてほしい」旨要望しましたが、今年度も特に連絡なく

スタート。市教委生涯学習課から学校へ「任意団体であることを保護者へ周知し、入会前に入会意思

確認をとること」を連絡していただくお願いをしましたが、状況は変わらず。クラス懇談会の席で、立候

補意志のない保護者の中からくじ引きで役員を決めようとした教諭がいらっしゃったと聞き残念に思っ

ています。市教委から「退会希望の場合、その意志を役員へ連絡すれば退会できます」と聞きました

が、任意団体の認識が低い PTA においては保護者が言い出せない現状です。早急に学校関係者

（特に管理職）の意識改革と任意団体でない PTA への活動自粛措置を希望します。 

599 

昨年子どもが 1 年生でいきなり安全部（仮称）の副部長をやることになり、とても一人では出来なくて

結局夫にほとんどの事務作業を担わせてしまい、子どもも孤独にさせてしまい大変疲弊しました。得

る所もあったのですが苦労も多く、なんとかならないものか、と残りの小学校保護者である期間に考

えて行きたいと思っています。署名遅くなりすみません。 
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239 

役員決めが困難な理由は何だろう 

ライフスタイルが多様化しているのに、PTA の活動は旧いまま 

ポイント制や義務にすることで役員数を確保し、無理やり存続している 

無理やり存続しても 何か意義があるのだろうか 

244 PTA が学校の下請けになっている現状を是正したい。 

251 

小学校のPTA組織に毎月いくばくかの会費を納入している 毎年余剰金がでて、次年度に繰り越され

ているがその使途や残高は総会資料にのらないので、執行部に質問してみたが「積立金は学校にさ

しあげるもので、使い道は問わないものだ（会員には知らせない）」との回答だった 理不尽なことが

まかりとおり、決まったメンバーがぐるぐる役員をし、政党活動をするために執行部に立候補する保

護者もいて問題だ 文科省は単 P の声を拾い 解決にむけ動き出してほしい 

252 
入退会は、自由なのだとつい最近まで想っていましたが違うようで。それも、又、おかしな話だと想う

所存で、お力に成れればと一票。 

259 まったくもって同意します。悪しき習慣無くなれ！！！ 

260 
自由にしても無言の圧力がありそうな気がしますが、今よりはぐっと楽になるし、本当にやりたい方だ

けでやれる範囲でやったほうが楽しいだろうなと思います。 

262 

小学校中学校で３年、PTＡ役員をやりました。はっきり言って PTＡなんて子供に必要ではありませ

ん。誰もろくに読まない広報誌や母親のために開催されるエアロビ教室やビーズ教室なんて要らな

いです。地域や校内パトロールなら、学区内の先輩方（高齢者）にご協力を求めれば良いんじゃない

でしょうか？そうすれば高齢者の方達の生き甲斐にもなり、子供達を見守る目も増え、高齢者と新し

い世代の接点が生まれ、地域の活性化にも教育面や道徳面でもプラスになると思います。 

263 

精神的に参って家庭の事もできない。 

親になってからいじめにあいました。 

人間不信になる原因 

PTA 脱退したい。 

264 PTA 会長です。自主性がよりよい活動をもたらすものと考えます。 

267 「義務のボランティア」という現状はおかしいです。 

268 

現在の状況に沿った PTA って作れないものかなー。私は「不人気ナンバー１の広報部」部長です。私

自身はＰＴＡ活動に意義を見い出す事ができました。でも、ＰＴＡは人間関係をこじらせてしまいがちで

す。「ねえ、大人なんだからさあ。」と言いたくなる場面が多々あります。 

見直しをするべき時期に来ていると思う。 

270 
いい組織なら任意加入でもみんな加入してくれます。 

「任意」という強制はやめて欲しいです。 

271 PTA から離れられる日を指折り数える日々。次世代のためにという言葉にぐっときました。 

273 

ここに書かれていることは、本来当たり前のことばかりだと思います。 

ＰＴＡという閉鎖された場所では、世間では考えられないことが起こっていると思います。おかしなこと

は、ちゃんとおかしいと言うべきです。 

274 子供会すら事実上の強制参加である地域なので、無理だとは思うけど実現したらうれしい。 

276 

日頃子どもと一緒にいる時間も少ないのに、ＰＴＡでさらに子どもとの時間を削られるという矛盾もあ

り、全員ＰＴＡに加入する流れになっているのにも納得がいきません。ＰＴＡなしでも回るようなシンプ

ルな学校づくりができないものでしょうか。 

277 PTA を原点に戻したい 
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279 学生という身分ではありますが、署名に参加させて頂きます。 

281 原点に戻って、強制の無い PTA が望ましいです。 

282 最近、子どもの為と言えばどんな暴挙も許されるという風潮があまりにも蔓延しすぎている。 

289 
子供というものが、まともな議論や検証もしない大人たちが自分の意見に疑問や批判をもつ人に対し

て悪人のレッテルを貼るための便利な盾になっている 

293 
ＰＴＡ活動の忙しさは給与をもらいたいほどだった。が、最後まで組織上層部は不透明すぎて全体像

不明のまま子どもとともに卒業。自動的に参加は納得いかない。 

294 
私は、町内会と、その強制的な寄付集めに怒りを覚え、行動を開始している者です。検索していてＰＴ

Ａの問題が、まるで瓜二つであることを知りました。支援いたします。 

296 

家庭で仕事をしているためか、毎年のように役員を頼まれます。お勤めをされている方と違い、時間

の融通はきくのですが、ＰＴＡに費やした時間分、睡眠や家事の時間を削って仕事をしなければなり

ません。もう限界です。都合よく使われるのには、耐えられません。 

297 PTA は必要ですが強制加入は納得できません 

299 

強制的に人を徴用するほどの公益性をいまの PTA 活動は持っていないし、任意活動主体で動く（や

りたい人がいないことはやめる）ほうがより公益性をもてるとおもいます。というわけで PTA のために

強制に反対。 

302 

請われて本部役員を経験しましたが、退任後は「ただの一会員」で、思いも声もくみ上げてはもらえな

い現状です。まず本部ありき（あとは労働力兼収入源）と言わんばかりの PTA のヒエラルキーに憤り

を感じました。いっそ PTA など解体し、有志で組織を立ち上げてみれば？と考えます。 

306 
会員のための PTA をめざしてほしい。今のまま変わらないのなら必要無し。まずは自由な入退会か

ら。 

307 
大人がどういう態度で活動しているかを子供たちに示すのはとても重要で、いやいややっていること

に由来するある種の閉塞感はなくなれば良いなと考えています。 

308 
幼稚園での役員活動にも同じように改善されることを切望します。ご近所園で断ったがために、怪電

話、怪文書を回された経験があります。 

309 

PTA は、親が苦しんで子どもに心配かけたり負担かけたりしている場合もいっぱいあるのに、なぜ、

強制なんでしょう？「子どものために」という名目で、学校のために強制的にただ働きをさせられてる

ような気がします。 

ボランティアなら自主的にやるものでなければならないはずなのに。 

313 

川端裕人氏の PTA 活動にまつわる新書を読んでから、改めて友人・知人の「お父さん」「お母さん」た

ちに話を聞いたところ、まさにこの署名活動趣旨で書かれているような無為な苦労が是正されないま

ま残っている事態が存在していることを確認できました。分け入って考えてゆけば当り前の正論も、

多くの人が賛同していることを突きつけなければ、簡単には変えられないものです。ぜひ、今後の

PTA がより正しい方向に向かっていくことを願って署名します。 

315 

PTA 役員が、無記名の投票によって選出される制度でした。シングルマザーで出張や休日出勤も当

たり前な上、子供の預け先にも苦労しているのに、なぜか「当選」。「名前を書かれたくなかったら、普

段から学校に顔を見せて友達つくってないと。」とのこと。忙しくて授業参観にすら出席できないのに、

「それなら PTA 続けられません」というと、「お子さんに不利益が生じますよ。」と脅された。 

331 当たり前のことが広く周知されることを願います。 

335 賛同し署名いたします。 
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531 

「加入しないとイジメに遭う、加入しないと先生からの扱いが悪い」 

そんな団体はいりません。 

夕方に子供を放ったらかしにしてパトロールをしないと村八分扱い。 

子供のために家に居たほうが良いと思います。 

子供優先の生活ではなく PTA 優先の生活を強いられるのは困ります。 

ボランティアではなく強制労働の団体です。 

子供を放置して自己実現したい「一部」の方の団体です。 

皆、村八分にされるのが怖いので仕方がなく加入し、仕方がなく 

役をやらされているだけです。 

内心迷惑しているんです。 

そんな団体は無くなって欲しいです。 

532 良い取り組みだと思います。 

534 

毎年、役員決めが憂鬱でなりません。 

わが子のお世話になる学校ですから出来る限り協力したいですが、仕事もあるので限度がありま

す。しかしクジで会長や副会長など重役を任されることもあります。納得いきません。ですからよい取

り組みだと思います。 

536 

上の子の小・中と子どもの病気などのため専業主婦でいたので平が多いですが委員を経験。楽しい

こともあったものの小学校高学年・中学になると出席率が減るため専業主婦に仕事が集中し家庭が

犠牲に。経験者にトラウマを抱える人が多数いることも知りました。私もＰＴＡをやるような器量をもっ

ていないのに引き受けた人ということでママ友・学校ぐるみのいじめなど体験し心身共にボロボロで

す。義務感で引き受けたらひどい目に遭いますよ。やりたくなくても強制的にやらされたこともありま

す。 

委員を終えるたびに死にたくなります。今も落ち込み中です。 

537 

この署名により PTA という組織が 変わることを 強く望みます。 

また、強制だった PTA 加入が 任意であるという事実を １人でも多くの人が知る きっかけに なりま

すように。 

538 
役員の募集の度に 本来なら協力すべき保護者の間に溝を生じさせるような状況がたまらなく嫌で

す。PTA は「会員が、できる時に できる限りの協力と参加ができる任意団体」になってほしい。 

541 

フルタイムで働いてるお母さんには平日にある PTA 活動は無理です。有給まで使わなくてはいけな

いならば有給がなくなってしまったとき自分の子が病気のときは PTA はみてくれるのでしょうか？で

きる範囲での協力はしますが、できない理由を聞いてくれてもいいと思います。 

545 
園では無理と断っても呼び出され副会長にされました。小学校では納得できない朝の活動や、おしゃ

べりばかりのパトロールなど無意味に思えてなりません。 

547 
PTA が任意で加入、非加入を行える団体だということを公にして頂きたい。 

当たり前のように強制加入させられているのは許せない。 

553 
子供を育てていく中で、いろいろな選択権があっていいと思うのに、半強制的に加入というのはおか

しいと思います。 

557 
PTAは全く意味がない。強制的に仕事をさせられ、保護者の精神的負担が多すぎる。すぐ廃止にして

ほしい。 

559 
PTA は全体主義的な傾向があります。 

力で押し付ける PTA はいりません！！！ 

565 同じこと思ってました。要りません。 
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483 

一人ひとりの価値観も環境も多様化する中、PTA はあまりに画一的なままです。自動的に会員になっ

ている人が何も考えないで、疑問を持たず、慣例に従わなければいけないと思いこみ、お互いに縛り

あっている様はまるで戦時中の非国民になりたくない人や、非国民を非難する人と同じに見えます。

みんな、もう少し自分の頭でちゃんと考えようよ！ 他のすべてのことも、そう。 

485 

きっと私の周りは、ＰＴＡが強制、一度は役員を受けないといけない、 

くじ引きなどで決まったら断れない、など恐怖を持っている方が多いと思います。 

私も小学校で理不尽な思いをしまして、最近ＰＴＡが任意団体で入退会自由であると知りました。 

先日子供の進学で学校へ行きましたら、意思確認なしでＰＴＡ会費込みの費用が提示されていてがっ

かりしました。 

入学と同時に加入されている、諸経費に会費が勝手に組み込まれている 

入会意思の確認なし、という現状に憤りを感じます。 

全国ニュースで話題に取り上げて欲しいです笑 

495 

PTA の趣旨も知らないまま、新年度の中学校 PTA 本部役員をお引き受けしました。個人的には強制

参加のイメージがありましたので、自分の無知ぶりに情けなくなりました。正しい情報を収集してこれ

からの活動に活かして生きたいと思います。 

496 

PTA は保護者会と混同されており、保護者が負担するには疑問があるものも PTA 会費として徴収さ

れ、多大な額が学校に寄付されています。 

体裁のよい集金団体となっていると思います。もちろん教師が負担するにもおかしい項目があり、私

の所属する PTA には先生方が何人も非会員です。子供達の参加しないカルチャー教室的なイベン

ト、先生方が参加できない時間帯。みながおかしいと思いつつ、例年通りが続きます。今年も役員の

押し付け合いが始まります。憂鬱です。最初に検討されるべき団体は日本 PTA 協議会だと思いま

す。無駄が多すぎる。 

503 その存続だけが目的と化しているような今の PTA を変えるには必要不可欠だと思います。 

505 転校時、親の役員暦も申し送りを転校先にちゃんとしてほしい。 

521 

病気や家庭の事情でできないのに退会をさせないとは許せない 

そういう方々のためになればと想い署名させていただきました 

頑張ってください 

528 

先生と子供のパイプ役と謳われているが公立学校に於いて顕著なのが、集金団体になっているとこ

ろが少なくないと言うこと。 、 

意義がある「風」にしているに過ぎない。 

「毎年、○○を買ってるで、今年も買いましょう」 

しかしそれは行政に申請すべきであり、学校経営者が必要な予算を行政から降ろせない のは学校

経営能力が本来、PTA は行事にしてもなんにしても学校と同等の権限を持つ筈が、全く機能せず 

放置されているところが多いと感じる 

また、政治に利用されるところも少なくない。 

PTA OB の議員、政治家などが割って入ってくるところもある。 
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338 

転勤族ゆえ転校先では必ずといっていいほど候補にされます１～２年ほどしかいないのに行く先々

で強制されたりとかなり苦痛です。転勤族だからと断るとその時になればちゃんと協力すると言ってく

れてもやはり知らぬ存ぜぬで、引っ越しの準備手続きで忙しいのに後任さがしなどかなりの負担が

あります もう本当にＰＴＡ廃止にして欲しいです 

340 

現副会長です。でも、ＰＴＡが任意団体だなんて、知らなかった・・・無知な自分が悪いのでしょうが、入

会の説明もなかったし・・・ＰＴＡの在り方は、本当に見直すべきだと思います。でも、組織変革を実行

するにも、わが身にさらなる負担が降りかかると思うと、このまま卒業まで黙っているしかありませ

ん。誰かに助けてほしい。 

343 

ＰＴＡとは何ぞや？と疑問に思っていましたが、まさか任意加入のボランティア団体とは知りませんで

した。 

なのに強制的に役員？ 

病気であろうと介護であろうと仕事であろうと、皆さん事情はあるのだから、役員免除の理由になりま

せんと。 

学校にお世話になっているのだから、活動するのは義務だと。 

それが嫌なら子どもを産まなければいいと。 

もし引き受けて入院でもしたら生活の保障してくれるのか？ 

子どもに不自由をさせてまでしなければならないＰＴＡって、何の役に立つんだろう？ 

心身共に衰弱して困っている一保護者です。 

署名活動に賛同します。 

345 プロジェクトに賛同します 

351 

「協力を求める」ではなく、「負担を強いる」という姿勢で保護者を拘束する組織に、常々疑問を感じて

います。これから入学する子供を抱える人たち皆で、今の組織に「NO」を叩きつけて欲しい。後継者

（犠牲者）が捕まらなければ、滅びていくしかないのだから。 

356 
入退会の不自由さが PTA 全体の風通しの悪さ、ひいては組織の硬直化や上下組織間の連絡のなさ

といった諸々の障害を生んでいると思います 

364 実質強制で、女性も働く現代には合わない。 

365 

親となった人がほぼ強制的に参加させられる、なんて本当に時代錯誤もいいところだと思います。自

分で道を選択し進むと言うことは民主主義の根幹に繋がること。入退会の選択肢が無いのは親御さ

んからも「自分で考えて選ぶ権利と責任と自由」を奪っているのでは、と感じます。ＰＴＡ制度自体に関

しても疑念はつきません。 

385 
僕の親が PTA 会長だっただけあって不自由な思いをしましたね。あんないやな制約は後輩には受け

継ぎたくないです。 
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392 

突然死で主人を亡くし子供ふたりを仕事をしながら育てています。 

この６年間、役員から逃れるのに必死でした。 

精神的にも時間的にも経済的にも無理ですが 

６年間に必ず１回は役員をやる決まりがあり 

どんな理由でもだめ。 

パパがいないことも子供のことを考えて 

公表していないので理由も言えず 

ただただクジ引きで当たらないようにしていました。 

女性の校長先生の「私も働きながら役員をやってきた」という発言にも疑問。 

働く女性が今後増えていく時代ですが今は 

現在主婦のお母様と働く母とシングルマザーが 

対立してしまっている事実もあります。 

あと６年お世話になる小学校ですが 

辛いです。 

397 入退会自由のボランティア団体であることを広く周知してほしいです。 

403 

昔と今とでは、家庭のあり方も変わってきています。仕事を持ちながら、PTA の活動をすることは本

当に大変です。そもそもボランティアであるにも関わらず、半強制的にくじびき等で役員を決めること

に疑問を感じます。引き受けられない理由があったとしても、全員の前で理由を言わせたり、過半数

の人が疑問を感じながら PTA 活動を行っていること自体がおかしいのではないでしょうか。自由参加

であったとしても、現状では入会することを拒否すると、子供の学校生活にも影響が出そうで、断りた

くても断れません。自由参加であるということを世に広め、役員のなすりあいのような状態がなくなっ

て欲しいと切に願っています。 

406 
子どもの為の PTA ではなく、ただ単に自分達のわがままを通そうとする人達が多い。その人達に大

事な事を一緒に考えてほしくないし、そんな考えすら持ち込みさせたくない。 

411 PTA の活動・運営に疑問を感じたので。 

427 
問題を解決するためにボランティアが始まるのに、当たり前になって問題を作り上げるのならボラン

ティアの役割を果たしていません。適切なリセットが必要だと思います。 

430 

中学に入り年３万円の負担はきついです 

生徒、職員、父母は夫々忙しい物です 

強制的であれば PTA 退会すると生徒の内申書での不利益変更が有るのではと心配です 

433 

入学の際のＰＴＡの説明義務、活動内容に賛同できずＰＴＡ非加入者です。前例がない、子どもがいじ

められる、卒業記念が渡せない・・・等々 非常識な理屈と圧力に益々ＰＴＡという団体に失望してま

す。前例がないのなら私が前例になる、子どもをいじめるのなら学校や法に訴える、卒業記念品は部

外者ですのでもちろん要りません。簡単なことです。 自分達が嫌なことを他人に押し付けあう団体

が、本当に子どもたちの為の活動が出来るのか？ 

そもそも、加入する選択権は保護者一人一人にあるという真実を周知徹底しなければ改革はないと

考えます。 

『『『『PTAPTAPTAPTA のののの入退会自由入退会自由入退会自由入退会自由にににに関関関関するするするする請願書請願書請願書請願書』』』』ごごごご署名署名署名署名にににに添添添添えられたえられたえられたえられたコメントコメントコメントコメント    

- 13 - 

NO. コメント 

434 

私は、持病があります。 

子供が学校へ入学と当時に半強制的に入会となり 

いつかやるときが来ると思うだけで、毎年、ＰＴＡが怖いです。 

ＰＴＡなどというものがなければ、そういう心配も起きないし、 

持病を抱えてる方に無理維持させることもないと思います。 

ＰＴＡという団体自体がいらないものだと思います。 

444 
途中からＰＴＡを退会しております。 

強制をまかりとおしてはいけません。 

445 
子供の事を真に考えていない、一部の大人達の既得権益を守る為だけにしか存在していない組織は

いりません。 

448 
お世話になっている学校のために、あなたも何かを! と言われても運営内容に賛同できない部分も多

く、現状ではいかに簡単な係を引き受けるかを考えている始末です。 

454 強制的な PTA はいらないと思います。 

458 

大人になってまで、押し付け合いのこんな嫌な事が残っているだなんて子供の希望を奪っているよう

でとても心苦しい。無くしてしまえなんて乱暴は言わないまでも、せめて自由加入できちんと意識さ

せ、加入前に現状の PTA のあり方を明示して欲しい。 

460 大人も子供もどの世界でもこの頃はなんか変ですよね。 

466 
今の PTA は、半強制的でやり方がおかしい 

根本から改善すべき。 

469 小学一年生の娘がいます。 

472 どんな人かも知らないのに強制的に役員投票をさせるのはやめて欲しい 

474 
「自動加入にご理解下さい」・・・に理解を示して入会すると、「会員の事情にはご理解しません」状態

では逃げたくなります。 

475 

かれこれ１０年近くパニック障害で薬治療しています。６年間で子供１人につき必ず１回はやらなけれ

ばいけないと聞かされていましたが、ＰＴＡが任意団体とは知りませんでした・・・。「やりたくない」ので

はなく、「出来ない」状態なのに強制的にやらせるのはおかしいと思います。 

476 

共働きが当たり前なオランダ在住の日本人です。日本のように半ば強制的に取り組まなければいけ

ないような学校行事は親のストレスとなるので、存在しません。問題が起こった時だけ！話合いの場

を持ちます。が！日本のＰＴＡように定期的に行うこともありません。自由参加です。ＰＴＡ加入してい

る熱心な親からの目に見えない圧力もありません。日本のようなシステムでＰＴＡを気にして行動しな

ければいけない親たちもそれを見ている子供たちもかわいそうです。子供の為というならば、ＰＴＡの

あり方を絶対に変えるべきだと思います。自分の子供の未来を思うならオランダを見習って欲しいも

のです。こちらの子供達はみな生き生きとしています。 

477 

共働きが当たり前なオランダ在住の日本人です。日本のように半ば強制的に取り組まなければいけ

ないような学校行事は親のストレスとなるので、存在しません。問題が起こった時だけ！話合いの場

を持ちます。が！日本のＰＴＡように定期的に行うこともありません。自由参加です。ＰＴＡ加入してい

る熱心な親からの目に見えない圧力もありません。日本のようなシステムでＰＴＡを気にして行動しな

ければいけない親たちもそれを見ている子供たちもかわいそうです。子供の為というならば、ＰＴＡの

あり方を絶対に変えるべきだと思います。自分の子供の未来を思うならオランダを見習って欲しいも

のです。こちらの子供達はみな生き生きとしています 


