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１． アンケート実施内容 

  

（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。 

・スクールカウンセラーについて、 

・ユース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・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）ユースソーシャルワーカーについてお伺いします。 

Q1.ユース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.上記 Q1 で「配置されている」とお答えの方にお聞きします。 

ユースソーシャルワーカーは有効に活用されていますか？ 

 a.活用されている   b.活用されていない 

Q3.ユース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 

Q4.ユース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）特別教室等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。 
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 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。 

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）への空調設置状況をお知らせ下さい。 

 a.設置されている   b.設置されていない 

Q7. 上記 Q6 について、「設置されている」とお答えの方にお尋ねします。 

設置されている屋内運動場はどこか教えて下さい。 

 屋内運動場のうち、                に.設置されている。 

Q8.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 

Q9.上記 Q8 について「設置してほしい」とお答えの方にお尋ねします。 

設置してほしい場所はどこですか。優先順に設置場所をお知らせ下さい。 

Q10.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）校内のトイレの設置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生徒用トイレの数を教えてください。 

 本年度様式化した生徒用トイレ数 ＿＿＿据（すえ） 

Q2.和式便器の洋式化への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）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。 

 

 

（２） 回答数 

以下の数の高校から回答を得ました。 

 加盟校・非加盟校 

 合計  50 校 
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２． アンケート集計結果 

（１）スクールカウンセラーについて 

 

 

 

 

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。（17 件の回答から

ピックアップ） 

・生徒一人一人に対応して頂いているが、今後更に深めて欲しい。 

・いつ、何時にカウンセラーが在室しているのか、わからない。 

・カウンセラーがどんな活躍をしているのかわからない。 

・カウンセラーは男性です。女子生徒の割合が多いため女子は相談しにくい。 女性カウン

セラーの配置が必要。 

・予約がさばききれない状況もある。理想としては毎日在勤していて、いつでも利用できる

環境が望ましい。 

・生徒の抱えている課題は多様であり、専門的知識や経験を有するカウンセラーに相談活

動に関与してもらい、とても助かっている。 

・親も相談をさせていただいているので、せめて人数を 1 人から 2 人に増やしてほしい。 

・都立工業高校の全部は知らないが、Ａ工業は大人しいと言われている。それは幼少から家

庭で教育の習慣づけの機会が少ない為、中学校でも成績低迷、中学校でも成績低迷、そのま

ま高校でも自信のなさ、意欲のなさ、なげやりな態度、に現れている。そういう生徒が多い

学校です。カウンセラーには、生徒から家庭の状況を理解して、家庭にアドバイスをして欲

しい。 

・熱心に対応している。 

・常時（毎日）配置して欲しい。 

  

68% 32%

Q1.カウンセラーの充足状況について教えてください。

足りている 足りていない

50% 19% 6% 25%

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。

週２日 週３日 週４日 毎日
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（２）ユースソーシャルワーカーについて 

 

 

 

 

 

Q4.ユース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。（12 件の回答からピックアップ） 

・子供達の選択肢を増やすためにも、配置して頂けると嬉しいです。 

・そのような配置活用などがあることすら知らなかった。 

・ユースソーシャルワーカーの意味がわからない。 

・定時制に配置されており、夕方ワーカーがいる場合は相談している生徒もいる。配置につ

いては先生や生徒と相談して決めます。 

・前任校では大変貢献していただいた。（三部制定時制高校） 中途退学を支援する機関に

つなげることができた。 

・知らなかったので、周知して欲しい。 

・配置はされていないが連絡先は確認されている。 

・普通校に比べて勉強の意欲が薄い、発達障害的な生徒が多い。エンカレッジスクールでは

ないが、カウンセラーと共にユースソーシャルワーカーを是非設置して欲しい。先生方の生

活指導の努力も省かれ、授業に集中できるから。 

 

  

12% 88%

Q1.ユースソーシャルワーカー配置状況について教えてください。

配置されている 配置されてない

67% 33%

活用されている 活用されていない

Q2.上記Q1で「配置されている」とお答えの方にお聞きします。ユースソーシャルワーカー

は有効に活用されていますか。

54% 46%

Q3.ユースソーシャルワーカー配置は必要ですか？

配置してほしい 配置の必要はない
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（３） 特別教室等の空調設備の設置状況・計画について 

 

  不明 26 校 

 

 

  不明 29 校 

 

Q3.現在、空調設置済みの特別教室名を教えてください。（24 件の回答） 

 音楽室 13  PC 室・視聴覚室 8  LL 室 5  美術 3  図書館・化学室・地学室 2 他 

 

Q4.今後、空調設置が必要な特別教室名を教えてください。（23 件の回答） 

 調理室 10  被服室 7  化学・物理・生物・実術・社会・家庭科室各 6  各科目教員準備

室 4 他 

 

 

 

  

0 2 4 6 8 10

～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～

（校）

（
教
室
数
）

Q1.特別教室の教室数を教えてください。

0 1 2 3 4 5 6 7

～20%

20～40%

40～60%

60～80%

80～100%

（校）

（
設
置
済
み
割
合
）

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。

2% 52%

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？

ある ない （不明 46%）
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Q7. 上記 Q6 について、「設置されている」とお答えの方にお尋ねします。 

設置されている屋内運動場はどこか教えて下さい。（3 件の回答からピックアップ） 

トレーニング室 体育館 

 

 

 

 

 

Q9.上記 Q8 について「設置してほしい」とお答えの方にお尋ねします。（34 件の回答） 

設置してほしい場所はどこですか。優先順に設置場所をお知らせ下さい。 

 体育館 30  武道場 22  トレーニング室 3 

 

Q10. 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。（12 件の回答からピ

ックアップ） 

・全館空調（単一ダクト方式）のため、空調の効きがバランス悪い。「不平等だ」との生徒

の意見がある。 

・速やかに設置してほしい。 

・近年、気温の上下動がこれまで以上に観測されています。対応して頂けると嬉しいです。 

・学校からの情報がありません。 

・全教室に設置が必要。 

・体育館の夏季使用について、熱中症対策が常に必要となっている。 

・体育館は全校生徒集会が安全に行えないので設置を強く希望する。 

6% 76%

Q6.屋内運動場（体育館、武道場等）への空調設置状況をお知らせ下

さい。
設置されている 設置されていない （不明 18%）

8% 78%

Q8.屋内運動場（体育館、武道場等）への空調設置は必要ですか？

設置の必要はない 設置してほしい （不明 14%）

57% 36% 2%4%

体育館 武道場 格技室 トレーニング室

Q9.上記Q8について「設置しほしい」とお答えの方にお尋ねします。設置してほしい場

所はどこですか。優先順に設置場所をお知らせください。
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・夏場の熱中症予防には絶対に必要だと思います。 

 

 

（４） 校内のトイレの状況について 

 

（28 件の回答） 

 

 

（50 件の回答） 

 

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。（17 件の回答からピッ

クアップ） 

・築 30 年の校舎で、学校評価アンケートでもトイレの洋式化への要望が数多く寄せられて

いる。更なる洋式化を進めて欲しい。 

・和式も必要である。 

・トイレにも暖房が欲しい。 

・和式の使い方を知らない生徒がいるので洋式化希望。 

・洋式なら流水音と便座暖房だけは入れてあげて欲しい。 都立Ａ高校では男子トイレは個

室が 1 つしかなく足りていません。専門科目で使用する建物にトイレがない棟もあり、建物

を渡ってトイレに行かねばならず困っています。 

・古い。臭いが染み付いている。暗い。 

・生活様式の変化により洋式化を進める必要がある。 

・配管も直して欲しい。 

・多機能トイレの設置を希望。 

・全体的に古い校舎なので、便器を新しく、サイズを大きくし、ウォシュレットを付けるよ

0 2 4 6 8 10 12

～1

2～3

4～5

6～7

8～9

10～

（校）

（
ト
イ
レ
数
）

Q1.本年度和式から洋式化した生徒用トイレの数を教えてください。

74% 2% 24%

Q2.和式便器の洋式化への必要性について教えてください。

洋式化したい 和式のままでかまわない どちらとも言えない
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うお願いします。 

 

 

（５） 学校に対する要望、都高 P連へのご意見について 

 

Q1.学校に対するご要望があればご記入ください。（19 件の回答からピックアップ） 

・現在、相談室(カウンセラー週 1 在中)を活動拠点にしております。これからカウンセラー

の在中が増えると思いますので、PTA の活動ができる独立した部屋が欲しいです。 

・改築から 30 年経ち、トイレの匂いなど気になる箇所が多い。トイレの洋式化を進めて欲

しい。 

・より良い学校活動のためにも、先生方にも PTA 活動に参加をしていただきたいです。 

・全教室にエアコンと網戸の設置をしてほしい。 

・工業系専門高校です。大型工作機械（ウオージェット）が 20 年使用して老朽化しほぼ使

えない状態です。授業実習の選択肢が狭まり、生徒は困っています。修理や購入に高額な費

用がかかるため、話が進まないと聞いています。 PTA も協力いたしますので、生徒のため

に話を進めてください。 

・進学率の向上は大切だが、目先の大学入試のことばかりではなく、もっと自由で大らかな

生き方についてヒントを与えられるような教育環境があれば、生徒の潜在能力を見いだせ

るように思います。 

・トイレの個室の建て付けも直して欲しい。 

・文化系部活動の活動用教室が足りていない。また、活動上必要な道具や備品が足りていな

い。もう少し部費に充てられる予算が付けばよいと思う。 空調が設置されている教室も、

節電との兼ね合いでエアコンの使用を控えたりする場合がある。活動に必要なスペースが

不足している。夏場は熱中症の懸念や、美術部などは絵の具が乾きくいなど。 全てをフォ

ローすることは難しいと思われるので、順次整えていただければと思う。 

・先生の質の向上のために、いろんな勉強会をして努力して欲しい。 

・毎月の運営委員会には校長・副校長以外に各学年主任や専科の先生が入ってもらうなど

保護者と情報交換して欲しい。PTA 役員になるとそういうメリットがあると役員に積極的

になってくれる保護者が増えると思う。 

 

Q2.都高 P 連へのご要望があればご記入ください。（12 件の回答からピックアップ） 

・都高 P の成果の報告を保護者に紙ベースで配付したい。 

・我々、保護者の身近な存在であって欲しいです、何されているかわかりません。 

・すでにエアコンの設置は決定しているとのことですが、なかなか順番が回ってこなくて待

ちきれません。 

・都高Ｐ連合からも東京都や教育委員会への働きかけをお願いいたします。 



10 

 

・現状で満足です。今後もお願いします。 

・単 P の活動について、情報交換会で話し合われるような普遍的なテーマについては、都

高 P のホームページ上で可能な範囲で情報を共有できないか。 講演会などは、依頼時に一

部動画で公開できるものはないかなど交渉し、予算上可能な範囲で、HP 上で見るようには

できないか。 

・受験日とか学校の行事の月とかをさけて、会長会を企画して欲しい。 

・地方大会の経費がかかりすぎだと他役員から指摘有り。 

・上の子でＡ高校の PTA 役員をしたが、進学校と工業校の違いがよくわかる。工業高校は

未認可の工 P 連を設立し活動してそれなりに非常に団結して良い交流が出来ている。両方

に所属するには予算・マンパワーの事情でＢ高校はまだまだ無理だが、都高 P 連の進学情

報は欲しい。加入校以外も単発の会費制度で参加できるような教育セミナーや進学の情報

交換の場を設けて頂けたらとても助かる。是非よろしくお願いします。 

以上 

 


