
 

 
 

 

 

 

コロナ下の『子供たちの思い』 

富士小児童のアンケート調査 

富士小校区まちづくり推進協議会は、「コロナウイリス

感染症の流行が小学児童とその生活にどのような影響

があるのか、今後の地域活動の参考とすることを目的」と

し富士小学校の協力の下、三田市の地域交付金を活用、

コロナ下の生活スタイルについて児童アンケートを実施し

ました。全校児童数 358 名中、346 名が回答。 

 

＃宿題をやったが、それが終わると暇で退屈だった 

 

その集計・分析報告書によると、コロナ感染症で長い

休みを経験したことについて、「暇で退屈だった」(166 例、

回答数全体に対して 42%)と「楽しかった」(149 例、同 

37%)が概ね半々でしたが、「どのように過ごしたか」に対し

て「テレビやゲームをした」（208 例）と「宿題や勉強をした」

(202 例)がほぼ同数でした。「宿題をやったが、それが終

わると暇で退屈だった」とするコメントがその実態を良く反

映しています。 

 

＃ネットを利用した取り組みの多さ 

 

 

アンケート調査結果で注目したのは、「ネットを利用し

た取り組み」の多さです。回答数のうち 46%が「取り組ん

だ」としており、20％が「興味あり」としています。高学年で

の取り組みは 52%と過半数を超えています。利用した内

容は、塾・習い事・ピアノが多く、英語・英会話・算数といっ

たものも結構な数がありました。「利用したツール」では自

由な記述から、「Zoom 会議」や「QR コードの読み取り」

といった具体的な例も見られました。 

富士小校区で見る限り「家庭でのインターネット利用は

既に相当進んでいる」ことが示されました。 

 

＃今やりたいことは、旅行とプール 

 

今やりたいことについては、学校関係では「プール」と

野球・サッカー・バスケなどが多く、IT・ネット・芸術関連で

は、実験・工作・ロボット作りと音楽・ギター・ピアノ・歌もあ

りました。また生活・遊び全般では、ゲーム・YouTube・ス

イッチと旅行・ホテル・お泊りが双璧でした。 

自由記述の中には、「100 年に一度しかない今、世界

の取るべきことについて本を書きたい。（5 年生女子）」、

「自由研究をしたい。プログラミングでロボットを動かせた

い。（4 年生女子）」、 「コロナウイリスに罹っている人達

を助けてあげたい。（3 年生女子）」などの記載も目を引

きました。 

 

＃コロナ下の生活スタイル 

 

「コロナの影響で、生活スタイルはどう変わったか？」

については、外出関係が圧倒的でした。「外出にはマスク」

は 89 例、「手洗い」が 84 例、「うがい」と「消毒・アルコ

ール」が続く。勉強・習い事など家での学習面では、「宿

題・勉強・英語」が多く、「寝起きの時間が変わった」もあり

ました。社会関係や心理面では、「暇・静」が多いが「しん

どいニュースを見てしんどかった」「心配」などの回答もあ
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り、「体がだるい・イライラする・つらい」など不安要素はま

だ残っていることが示されました。「密を避ける・ソーシャ

ルディスタンスをとる」や「ドアノブなど出来るだけ触らない」

なども習慣となっていることも窺わせます。自由記述では、

「インターネットをいっぱい使うようになった。（3 年生女

子）」、「帰ると飛びつこうとする兄弟たちを『待って』といっ

て手を洗う。（3 年生女子）」、などが目を引きました。 

 

令和 2年『まち協』第 1回全体会議 

 

コロナ下でコミセンが閉鎖されているため、「まち協」の

全体会議は書面にて令和２年５月２４日付けにて開催さ

れました。 

例年通り、昨年度の活動報告と会計報告、令和 2 年度

の事業活動計画の他、新年度役員の選任が行われまし

た。主要な議事は以下のとおりです。 

 

＃令和元年度の会計報告 

 

 

 

＃新年度役員は以下の通りです。 

 

新年度の事業計画は、例年通り多彩に盛りこまれまし

たが、コロナ下での事業自粛のため、現在のところ再開

の見通しが立っていません。コミセン受付は、4 月から新

しい事務員さん柳井さんと米田さんが勤務しています。週

4日開館と受付 3名への増員も計画中です。 

 

＃新年度の予算は下記のとおりです。 

 

 

[収入]

費目 決算額

地域交付金 1,748,000

自主財源

収入合計 2,462,103

[支出]

交付金

賃金 844,320 844,320

報償費 87,275 38,000

旅費 18,120 2,020

需用費 161,213 133,674

役務費 122,675 122,488

使用料及び賃貸料 286,935 273,385

原材料費 46,322 46,322

その他 14,142 0

支出合計 1,581,002 1,460,209

[残金]

費目 決算額 交付金

3月末決算額 881,101 287,791

令和２年３月３１日

富士小校区まちづくり推進協議会

令和元年度の会計に関する監査を、帳簿、預金通帳、証拠書類を中心に実施しました

結果、適切に処理されていることを認めます。

令和２年４月１０日

会計監査

自主財源

会 長 梶井　秀一郎

会 計 吉田　香織

藤枝　憲文

593,310

（注２）交付金残金は三田市へ返納。自主財源のみ繰越。
以上の通りご報告します。

120,793

27,539  広報紙、まちかど教室案内チラシ、コピー代等

187  インターネット代、HP維持費等

13,550  コミセン使用料、秋祭りリステージ代

0  秋祭り材料費

14,142 ニコニコデー横断幕負担金

2,462,103

　＊　自主財源とは会費、補助金、収益金、寄付金など

（単位：円）

0  事務員2名（4-3月分）

49,275  にっこり富士看護師謝礼・芋ほり体験謝礼

16,100  雇用申請交通費

費　目 決算額
内　訳

内容説明
自主財源

富士小校区まちづくり推進協議会　令和元年度 会計報告

（単位：円）

内訳 内容説明

1,748,000  交付金申請額

714,103

507,522  前年度繰越金

自主財源(入金）
179,568  会長会（コミセン委員会より）

27,013  普通預金利息、その他収入

富士小校区まちづくり推進協議会　令和２年度 役員
*印；新役員

まち協役員 氏名 住所 現行役職名

1 会長 梶井　秀一郎 　富士が丘6丁目
　現　まち協会長　＆
元　自治会会長会・

会長

2 副会長 藤枝　憲文 　富士が丘2丁目 現　まち協副会長

3 副会長 小西　幸雄 * 　富士が丘6丁目 会長会　会長

4 副会長 津崎　武志 * 　富士が丘5丁目 　富士小PTA会長

5 事務局長 岩橋　幸一 　富士が丘6丁目 現　まち協事務局長

6 事務局員 鈴木　英夫 　富士が丘2丁目 　現　まち協事務局

7 事務局員 衣笠　善信 　富士が丘6丁目 　現　まち協事務局

8 事務局員 中條　みのり 　富士が丘1丁目 　現　まち協事務局

9 会計 吉田　香織 　富士が丘5丁目 　現　会計

10 会計監査 矢島　　隆 　富士が丘3丁目 　現　会計監査

11 顧問 尾下　敏晃 　富士が丘5丁目 前　会長会　会長

12 顧問 大西　秀和 * 　上深田 池尻区自治会　区長

富士小校区まちづくり推進協議会　令和２年度　予算

１．収入 単位(円）

項目 金額 備考

　前年度繰越金 593,310

ふるさと地域交付金 1,582,000

2,354,014

２．支出

(交付金財源からの支出） 単位(円）

項目 金額 備考

878,000 　事務員２名雇用

　　インターネット・ポータルサイト運用費 

　　電話・AEDリース・和室自由利用など

40,000 　事務費（郵送・コピー代）

51,000 　年３回発行予定

130,000  『富士小校区まちかど教室』

75,000 　ステージ設置など

46,000 　にっこり富士・ささえあいふじ

28,000 　３地区・三世代交流イベント

58,000 　防災訓練など

1,582,000
（自主財源からの支出）

項目 金額 備考

　秋祭り補助 20,000  　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ弁当代ほか

グラウンドゴルフ補助 20,000 　参加者賞品代など

　クリスマス会補助 10,000 　参加者賞品代など

　役員会費用 30,000 　役員会諸費用

　活動予備費 662,014 　活動予備費

772,014

支出総計 2,354,014

　自主活動費用 30,000
ふるさと交付金予算確定までの
期間(４月～６月）の活動予算

支出合計

　人財バンク事業

　秋祭り支援
　高齢者支援活動
　交流イベント
　防災・犯犯活動支援

支出合計

収入合計

　コミセン事務員人件費

　事務所運営費 276,000

　組織基盤の整備

　広報誌『はーもにぃ』発行

  会長会負担金　(注）
(コミセン委員会より） 178,704

　'@14,892円X12ヶ月
（振込み手数料除く）

富士小校区まちづくり推進協議会 

〒669-1547三田市富士が丘 2-18 コミセン内 

電話：079-550-1016 

富士が丘ポータルサイト：http://sanda-fujigaoka.com/ 

「はーもにぃ」編集責任者：まち協広報部 

メール：fujimachikyo20140511@hera.eonet.ne.jp 

 


