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小糸・清和地区統合準備室 第４回総務部会 会議録（概要） 

 

日 時：平成３０年１月２４日（水） 午後７時００分～午後９時００分 

場 所：君津市立清和中学校 会議室 

 

【進行】 

お忙しい中、定刻にお集まりいただきありがとうございます。 

それでは、只今より、第４回総務部会を開会いたします。 

  開会にあたり、会場校の清和中学校 石井校長よりご挨拶申し上げます。 

【会場校校長 挨拶】 

 清和中学校 石井校長 挨拶 

【進行】 

ありがとうございました。 

【議長】 

それでは、これより議題に入ります。議長の宮﨑室長ですが、本日所用の為 

ご欠席されるというご連絡が入っておりますので、進行はこちらで務めさせ 

ていただきたいと思いますので、ご了承ください。 

【議長代理】 

それでは、これより議題に入ります。  

はじめに、「制服における検討事項について」事務局よりご説明いたします。 

【事務局】 

周東中学校に係る制服について、自分のほうから説明させていただきます。 

お手持ちの周東中学校に係る制服についてという資料に沿って説明して行きた 

いと考えておりますが、呼び方について共通認識をもって進めて行きたいと考 
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えておりますので、始めに前の画面をご覧ください。 

詰襟、セーラー服は、皆さんご存知のとおりと思います。スーツ、ブレザー 

 については、細かく言うとボタン等も異なるようですが、今回の見直しにあた 

っては、スーツは上下同じ生地のもの、ブレザーは上下異なる生地と認識して 

いただければと思います。それ以外で、セーラージャケット別名ブレラーとい 

うものもありますが、参考までに。 

それでは、お手持ちの資料に沿って説明をさせていただきます。 

 

（１）制服の現状と見直しの方向性について 

現状で男子は、両校とも冬服が詰襟、夏服がワイシャツ、 

女子については、小糸中は冬服がスーツ、夏服がワイシャツにベストのような 

もの、清和中は冬服がセーラー服、夏服がワイシャツとなっています。 

今後の方向性として、周東中学校の制服を決めていく必要があります。 

制服を検討する上で、制服を購入する保護者の負担の軽減と小糸中学校、清和 

中学校が対等な立場での統合することを原則とし、既存の制服を残すと吸収合 

併のイメージが生じてしまうかなという中で、現状で男子は詰襟なので現状維 

持、女子はデザインを見直す方向で進めていければと考えております。 

また、導入時期については、現状で小糸中学校、清和中学校の制服を購入さ 

れ、改めて周東中学校の制服を購入するとなると保護者の負担が大きくなりま 

すので、平成３１年度の新入生から導入できればと考えております。 

これはあくまで事務局の原案となります。次に説明するアンケートの結果を 

受け、次回の総務部会の中で協議検討する中で既存校の制服を活用しよう、男 

子も見直そうという方向性もありうると考えておりますので、あくまで、現時 

点での事務局案と考えていただければと思います。 
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１の制服の現状と見直しの方向性については以上になります。 

【議長代理】 

「制服の現状と見直しの方向性」ということで、只今説明がありましたが、 

何か質問やご意見はございますでしょうか。 

【Ａ委員】 

  確認ですが、導入時期がＨ３１～ということですが、在校生は今のままで、 

買う必要は無いということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

  保護者負担の軽減も考えたうえで、在校生は現状の制服のままで考えており 

ます。ただ、男子は詰襟のままで進めるならボタンを替えるなどあるかもしれ 

ませんが、周東中の新しい制服を２年生・３年生が買うということは無いとい 

うことで考えております。 

【Ａ委員】 

  あと、サイズが大きくなって買い換えを予定しているとかいう場合には２・ 

３年生は、新しい制服を買って差し支えないのか、もしくは、古いままの制服 

を買うことができるのか その辺がわかれば保護者も安心するのかなと思いま 

す。 

【事務局】 

  今後、協議の中で決めていきたいと思います。 

 前の画面、こちらは京都の鳥羽高校、統合直後の全校集会の写真ですが、こう 

いったかたちで、同じ学校でも制服が混在していた事例があります。 

【議長代理】 

  統合前に制服が混在するか、統合後に制服が混在するか、どちらにしても混 

在するわけですが、今回の原案では、統合時に順次制服を切り替えていくとい 
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うことですので、中２・中３生は既存の制服のままで、ということになります。 

  あと、サイズ等の関係で買い換える場合には、本人やご家庭の希望もあろう 

かと思いますので、新しい制服を買うか、今の制服を買うかは、それに合わせ 

てということになるかと思います。 

  それから、情報提供としてですが、先進事例を調査しておりますと、近隣市 

では木更津市において、小糸中・清和中と同様に、Ｈ３１に清川中と中郷中が 

統合するわけですけども、清川中の校長先生が統合を受けて、もし中郷中の生 

徒が清川中の制服に合わせるようであればということで、事前に卒業生などか 

ら制服を寄付してもらってストックしているということも聞いております。 

【Ｂ委員】 

来年度、清和中に入学する女子生徒の保護者から相談を受けました。内容と 

しては、普通に考えれば、清和中の制服を買って来年度１年過ごして、周東中 

に統合後も清和中の制服を着て過ごすというのが一般的な話であろうと保護者 

の方も理解しています。ただ、保護者の思いとしては、２・３年生の時には、 

周東中の中ではほとんどの女子生徒が小糸中の制服を着ていて、清和中の制服 

がものすごく少ない中で２年間過ごすことに対して、次年度清和中に入学する 

今の小学校６年生２名の保護者の思いとしては、同じ制服で過ごさせたいとい 

うものがあります。 

一つは、入学するうえで制服を注文する時期なので、小糸中の制服を購入し 

て、来年度１年間その制服を着て清和中で過ごしていいのかということ。 

もう一つは、清和中の卒業生から制服を譲り受けて過ごせればという思いも 

あります。ただ、提供する側の思いもあるので何とも言えないところで、時期 

的に制服を注文しなくてはならない期限が迫っている中で制服をどうやって購 

入したらいいのかという迷いもあるようです。 
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保護者には、今日会議があるということを伝え、協議の結果を受けて回答す 

ると話をしてありますので、検討していただけたらと思います。 

【Ｃ委員】 

本校の６年生も女子２名が清和中に進学する予定ですが、制服の注文案内は 

１２月に来ました。状況として、１人は注文しています。もう１人は清和中の 

先輩から制服をもらって１年間過ごし、統合時にはどうするか改めて考えたい 

ということで、注文していません。希望としては、秋元小と同じで、周東中 

で２年生になったときに、清和中の制服を着ている女子生徒は最大で５名（中 

３が１名、中２が４名）ということになります。同じ小糸中の制服を注文でき 

ないのではという懸念があります。来年度末の判断で、小糸中の制服を着たい 

となった時に、なくなってしまう学校の制服が購入できるのかという不安があ 

ります。 

今の５年生以下の児童は問題ないですが、６年生の保護者は新入生説明会前 

までに制服を注文ということだったので、とても困っています。 

清和中の中で、小糸中の制服が混在してもいいということであれば、もしか 

したら注文する保護者も出てくるのかなとも思います。その辺の方向性をはっ 

きりしてもらえたらと思います。 

【議長代理】 

ありがとうございます。 

統合するにあたり、双方の人数が異なるわけですが、生徒の心情面を考えた

場合、既存の制服で統合した際に、清和中の制服が少ないことを気にする女子

生徒が出てくることも予想されます。また、新たに購入するとなると保護者の

経済面の負担もついてくるわけですが、その中で、清和中に入学した際に小糸

中の制服を着て過ごすことが可能なのか、また統合時に小糸中の制服を譲り受
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けることが可能なのか、迷われている保護者の方もいらっしゃるということで、

方向性について協議していけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

それでは、各グループで少し話し合う時間をとりたいと思いますのでお願い 

します。 

（時間経過） 

それでは、先ほど両校長先生から出ましたこの件については、早急に決めな 

くてはいけないことかと思いますが、皆さんからもご意見を伺いたいと思いま 

す。 

【Ｄ委員】 

  清和中において、小糸中の制服を着ている子と清和中の制服を着ている子が 

混在していいかということは、ここですぐに判断できることではないと思いま 

す。校長先生同士で話をされたり、校長先生が職員に意見を聞いたりすること 

を考えると、ここで結論を出すのは厳しいと思います。ここで決めなくてもい 

いことだとも思います。ですので、一度、校長先生に持ち帰っていただいて検 

討していただいてからの方がいいのかなと思います。 

【Ｅ委員】 

確認したいのですが、いま指定の制服については在庫があるのか、それとも 

発注するのか。また、納期もあるかと思うので、注文をキャンセルするとなっ 

た時に在庫を抱えてしまうことになるのかなど、その辺の実態について教えて 

もらえればと思います。 

【事務局】 

地元の販売店に聞いて回ったが、サイズによっては何着か在庫があるという 

印象でいます。ただ、このサイズは何着あるのかといった細かい数までは把握 

していません。 
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【Ｅ委員】 

在庫が無かった場合、どうするのか。来年度、清和中に入学する女子４名、 

４着分しか注文しないと思うのですが、それ以上いた場合にはどうするのか。 

小糸中も何年に何人入学して、この先統合までの１年間で在庫が残ってしまう 

のかどうかで、余ってしまう物の処分の仕方がわかれば、いろいろなやり方を 

考えられるのかなと思います。 

【Ｆ委員】 

  販売店さんなどと話をした時に、今までは少し在庫があったが、小糸中の制 

服がもうなくなるから在庫は出したくないということで、注文を受けてからメ 

ーカーに頼む受注制度をとったため、今年は早めに注文案内を出したというこ 

とだと思います。 

【Ｅ委員】 

中学校を卒業して制服を提供していただける人がどのくらいいるのか、はっ 

きりした数はわからないと思いますが、ある程度見込みをつけたうえで、どう 

していこうかという議論の材料にしていけると思うが、それがないと判断がし 

にくいと思います。 

【Ｇ委員】 

  いま現状として、清和中の１年生女子は１人しかいないのですが、もし次年 

度入学する清和中の女子４人が小糸中の制服で可になった場合に、もちろん本 

人の意向にもよると思いますが、そのことも一緒に配慮して考えていただけた 

らと思います。 

【Ｅ委員】 

  今後しこりを残さないように進めていくのであれば、対象者５名の方たちに 

意向を聞いた方がよいかと思います。清和中の制服を着たまま小糸中に行って 



8 

 

過ごしてもいいのか、あるいは小糸中の制服に切り替える方向なのかを確認し 

て、後者であれば、何としてでも制服をかき集めるしかないのかなと思います。 

例えば、統合時に中３となる女子生徒は残り１年なので、小糸中の制服を１着 

譲り受ける、また統合時に中２となる女子生徒は残り２年あるので、逆に清和 

中の制服を４着集めるなどした方がいいかと思います。既に注文された方もい 

るということなので、逆になってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、 

キャンセルできるのかどうかも含めて確認する必要があるかと思います。 

【Ｃ委員】 

  同意見です。三島小も少ない人数でありますが、どの家庭がどの中学校に進 

学するかは、当然個人情報もあって公にできないですし、保護者もお互いどこ

に行くかわかっていないです。ですので、保護者同士、互いに情報を共有でき

ない状況にあります。実際に制服を注文した方の話だと、注文したのは２週間

前くらいだと、販売店からも在庫が少ないので、早く注文してほしいと言われ

たとのことでした。また、まだ入学説明会前で心配だけれど、そういう理由で

注文したと伺いましたので、まだキャンセルができるのか気になるところだと

思いますので、保護者同士で一回話し合う機会を設定してもらえたらなと思い

ます。 

ジャージについても同様の懸念があります。 

【Ｈ委員】 

  小糸中生にとっても同じで、サイズの関係で買い替える時に在庫があるのか、

また注文できるのかどうかが不安です。統合時の中２・３年生が全員卒業する

までは、何とかしてくれと販売店にお願いするべきだと思います。 

【Ｅ委員】 

ジャージの方は、男子と女子も同じなので、母数が違うと思います。また、 
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お古を着たくないのではないかと思うので、制服とはまた少し違う視点で検討 

できるのかなと思います。 

【Ｉ委員】 

  今、両校の校長先生の話を伺っていて、「ああ、そうだったのか」と今日にな 

って初めて聞いたもので、もし知っていれば、職員に聞いたり、ＰＴＡ役員に 

も話を落として、あらかじめどのくらい制服が残っているのかなど、今日お話 

ができたのかと思います。ただ、今までの話を伺っていると、周東中において 

両校の制服が混在するものと思っていたので、意外と清和中で混在する時期と 

いう考えも持たないといけないと思いました。今までは、吸収合併のようにな 

らないように、統合後も清和中の制服でと考えていたのですが、保護者の方々 

の話を伺っていると、子どもたちが気持ちよく過ごすために、小糸中と同じ制 

服でという考えが強いのかなと思いました。 

清和中としては子どもたちが気持ちよく統合後も過ごすことができるよう準 

備をするならば、清和中で、小糸中の制服をそのまま着ていいかについても考 

える必要があるかと思いますが、それも一つの交流というか連携というように 

捉えることができるのかなと今思いました。ただ、私が今ここで「いいですよ」 

と言うわけにはいかないので、一度持ち帰らせていただきたいと思います。 

  いずれにしても、両方の制服が多少ストックしてあると、いろいろな動き方 

ができるのかなと思います。本校もこれから卒業生やその保護者の方などに、 

ＰＴＡ役員の方たちと、経緯も含めて、貸出や寄付の依頼のための声かけをし 

ていこうかなと思いますので、ぜひ小糸中のほうもお願いできたらなと思いま 

す。 

【Ｊ委員】 

 現小６年生については、どこでどういう流れで判断できますよといった回答 
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を両校長先生から伝えられるようにこの場で確認してもらえたらと思います。 

 例えば、保護者にいついつどこに集まってもらって、いつ注文すれば大丈夫で 

すなどといったことを、ある程度の見通しを伝えられたほうがいいのかなと思 

います。 

つまりは、そういった女子生徒のこともしっかり考えていますよという議論 

がここでなされていることが安心感につながるのかなと思います。 

【事務局】 

  秋元小と三島小の校長先生方から、小糸中の制服に合わせたいのか、清和中 

 の制服でいくのか、まずは保護者に意向を聞いていただいて、それに対してス 

トックを用意できるのかできないのかという話になってくると思います。業者 

の方はすぐに確認をしてみますので、まずは真っ先に保護者の意向を聞いてい

ただき、例えば、清和中の中で混在することについて職員に聞くなどして、そ

れらを摺り合わせてから、新入生説明会を迎えられればなと思います。現中１

の女子生徒１名も含めてです。 

こちらとしても、小糸中の制服を着た新入生が清和中に入ってくるのは感情 

的にはダメなのかなというイメージを持っていましたので、では、その辺につ 

いて校長先生方から意向を聞いてもらうことは可能でしょうか。 

【Ｃ委員】 

  確認は可能ですが、個々に聞くより、一緒に確認する場があった方がいいか 

なと思います。ちょうど２６日に授業参観があるので、それまでに考えておい 

てくださいということで調整はできるかなと思います。 

【事務局】 

  では、ちょうど明後日、授業参観そしてスクールバス意見交換会があるので、 

その方たちが参加するかどうかはわかりませんが、校長先生方からそれぞれ連 
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絡をとっていただいて、スクールバス意見交換会の前後で５名一緒に話し合う 

ことができればと思っていますが、よろしいでしょうか。 

【委員】（全員了承） 

【議長代理】 

他にございますでしょうか。なければ、続いて（２）「アンケートについて」 

事務局よりご説明いたします。 

【事務局】 

それでは、続いてアンケートについて説明させていただきます。 

（２）アンケートについて 

制服を見直すというのは、そう度々あるわけではありません。また、制服は 

各家庭で購入するものですので、この見直しの機会に保護者や実際に着る子ど 

もたちの理想・要望を取り入れたいと考えております。 

そういった理由で、事前に保護者アンケートを実施させていただければと考 

えております。 

アンケートについては、統合時の新入生が現在の小学５年生のため、小学 1 

年生から小学５年生の保護者を対象に調査したいと考えています。 

アンケートの項目については、事前に各制服メーカーに聞き取ったところ、 

希望する制服について、細かい項目でアンケートを取ってしまうと、回答者の 

中で理想の制服像が確立されてしまい提案時に理想とのギャップが生じてしま 

うこと、また、項目が多すぎるとアンケートが負担になってしまうことから、 

必要最小限の項目で実施したいと考えています。 

制服に関するアンケート案をご覧ください。 

アンケートの目的は、次回の総務部会での制服の協議検討の参考のため、事 

 前に保護者の意向を調査するものです。 
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先ほど方向性を提示させていただきましたが、アンケート結果の動向により、 

既存校の制服を活用しよう、男子も見直そうという方向性もありうると考えて 

おります。 

  表の中段には、制服決定までのイメージフローを記載させていただいており 

ます。このフローは新しい学校である周東中学校の制服を決定するまでのイメ 

ージフローとなっております。 

フロー図について、修正がありますので、この場で口頭にて修正内容をお伝 

えいたしますので、修正をお願いします。「メーカー公募」は、「公募」が分か 

りにくいという意見が事前にありましたので、「メーカー募集」に修正してもら 

えたらと思います。また、「プロポーザル」は、プロポーザルが分からないので 

はないかという意見がありましたので、「プレゼンテーション」に修正したいと 

思います。そして、「デザイン細部調整」については、デザイン以外の諸調整も 

実施しますので、「デザイン等の調整」に修正をお願いします。 

なお、制服決定までの流れについては、３の事業者提案についてで説明をさ 

せていただければと考えております。 

それでは、裏面をご覧ください。 

最初に修正箇所が２箇所ありますので、修正をお願いします。 

１（イ）小学生以下 →就学前 

３（エ）１つ選択になっていますが、優先順位を高い順に番号をふるかたちに 

修正したいと思います。 

アンケートでは、お子さまが男の子、女の子に関係なく、男子・女子の制服 

について回答を頂きたいと考えておりますが、実際に自分の子どもが着る・着 

ないで考え方が変わってくるかなと考え、１では回答者のお子さまについて調 

査します。 
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２では、自由記述となっていますが、現行の制服について、意見を聞きたい 

と思います。 

３では、制服に希望する事項として、 

アからウでタイプの対応、色、機能について、 

エでは、制服に求める優先順位として、タイプ・色等のデザイン、価格、機能 

を、オでは夏服について 

最後に、カで「その他の要望」を自由記述で設けております。 

このアンケート結果を次回総務部会までに取りまとめ、 

アンケート結果をもとに再度、事務局案を提示させていただいて、協議・検討 

をお願いしたいと考えております。アンケートについての説明は以上となりま 

す。 

【議長代理】 

只今「アンケートについて」事務局より説明がありましたが、アンケートを 

実施するかどうか、またアンケート項目などについて、何か質問やご意見があ 

ればお願いします。 

【Ｈ委員】 

  ３の（イ）色についての設問ですが、男子と女子に分けなくていいのでしょ 

うか。 

【事務局】 

  仰るとおりかと思います。男子と女子に分けて選択できるようにしたいと思 

います。 

【Ｇ委員】 

  制服のタイプについてですが、制服のスーツというものがなかなかわかりに 

くいと思うので、図や写真があるとわかりやすいかと思います。 
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【事務局】 

  今日の説明で使用したイメージ図をアンケートに盛り込みたいと思います。 

【Ｃ委員】 

 アンケートを集める際に、地区名もわかるような項目があるとよいのではと 

思います。あともう一つ、２の項目ですが、例えば小糸中であっても、清和中 

の制服について意見も書くことになるのでしょうか。 

【Ｅ委員】 

現行の制服について意見をとあるが、中学生に兄や姉がいる場合は別として、 

小学生に聞いてもわからないと思うのですが。 

【事務局】 

  アンケートのおもて面に、それぞれの制服写真を載せてあるので、それを見 

て率直な意見を記入してもらえたらと思っています。また、地区名についてで 

すが、学校名がわかれば問題はないのかなと思っておりますが、もし皆さんか 

らご意見があれば伺いたいと思っております。 

【委員】（意見なし） 

【議長代理】 

では、まずアンケートについては、実施するということでよろしいでしょうか。 

【委員】（異議なし） 

【議長代理】 

  アンケート項目などについては、いま委員の方々から出たご意見を反映させ、 

修正をしていきたいと思います。また、アンケートの実施時期や回答期間につ 

いても学校と相談をしながら決定していきたいと思いますので、一任していた 

だければと思います。 

  それでは、他になければ、３の事業者提案について事務局より説明をいたし 
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ます。 

【事務局】 

それでは、続いて事業者提案について説明をさせていただきます。 

はじめにプロポーザルという聞き慣れない言葉があると思いますので、プロ 

ポーザルについて説明させていただき、制服決定までの流れもスライド説明さ 

せていただいた後、お手持ちの資料に沿って説明をしたいと考えております。 

  それでは、前の画面をご覧ください。 

まず、似たような言葉でコンペというのは、何となく聞いたことがあるかな 

と思います。 

  コンペは、仮に運動靴を決めるためのコンペをＡ、Ｂ、Ｃの３社から受け、 

Ａ社が提案してきた靴が良いなとなった場合、Ａ社が提案した靴に決まります。 

つまり、コンペとは、物（製品）を決定するための提案方式です。 

次に皆さんが聞き慣れないであろうプロポーザルです。コンペと同様にＡ、 

Ｂ、Ｃの３社から提案を受けたとして、Ｃ社が良いなとなった場合、決定する 

のはＣ社となります。つまり、コンペとは異なり、事業者を決定するのがプロ 

ポーザルということです。 

プロポーザルでは事業者を決定した後、例えば、耐久性を強くしてくれだと 

か、学年が区別できるようラインを入れ、ラインの色を学年ごとで変えてくれ 

だとか、デザインを若干補正する等の協議を事業者と相談しながら進めます。 

  つまり、物（製品）を決定するのが「コンペ」、メーカーを決定するのがプロ 

ポーザルと理解していただければと思います。 

 

次に、制服を見直すということになった場合の制服決定までの流れについて 

説明します。流れの説明は、一度、全体像を説明させていただいた後、詳細の 
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説明を行いたいと思います。 

まず、今日の総務部会で制服の現状、方向性、保護者アンケート、プロポー 

ザルについて説明をさせていただいておりますが、アンケートをとった後、集 

計結果をとりまとめて、再度、総務部会を実施します。そこで、制服見直しの 

方向性の決定、また、見直す場合、スケジュールや制服の決め方の検討をでき 

ればと考えております。 

続いて、プロポーザルのプレゼンテーション、展示会を経て、審査結果や意 

見箱で聴取を行ったものを踏まえて、運営部で優先交渉権者の決定、その後、 

メーカーと協議・検討を重ねデザインを決定してまいります。ここの「優先交 

渉権者」というのはメーカーのことですが、メーカーとの協議の中で、あまり 

にも折り合いが付かない場合は、そのメーカーに制服を作ってもらうのを断念 

する場合があります。その場合には、２番目のメーカーとの交渉となっていく 

わけですが、制服のデザイン等全てが決まった時点でメーカーも決定となりま 

すので、協議中のメーカーについては優先交渉権者という呼び方となります。 

 

続いて、詳細説明に入らせていただきます。 

まずは、メーカーの募集について説明をさせていただきます。募集は総務部 

会で見直しの方向性を定めた後、学校再編推進課のＨＰ上で募集をかけます。 

前のスライドでは、４社から提案があったという想定をしておりますが、プレ 

ゼンテーションの時間的な拘束を考慮し、ある程度、プレゼンテーションのメ 

ーカーを企画提案書の書類審査の段階で絞る必要があると思います。 

先進市の例で言うとプレゼンテーションを実施してもらうメーカーは２～３ 

社に絞るというのが一般的でした。 

続いて、プレゼンテーション・展示についての説明です。 
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プレゼンテーションでは、企画提案書の書類審査を通過した各メーカーに会 

社概要やデザイン、機能等について説明していただきます。 

例えば、Ａ社は「家庭で洗えるから小まめに選択して清潔ですよ」とか「伸 

縮性が高いから、活発な中学生が行動するのに着心地がいいですよ」といった 

ＰＲ、Ｂ社は「防臭性があるので、夏場でも匂いが気になりませんよ」とか「通 

気性がいいです」といったＰＲ、Ｃ社は「撥水性が高いから雨天時に多少ぬれ 

ても撥水します」とか「薄暗くなった際に反射素材が入っているので、夜間の 

自転車で走っていた場合、自動車からの確認がしやすい」というのがプレゼン 

テーションです。 

展示会については、こちらは京都府の鳥羽高校が制服をリニューアルした際 

の例ですが、鳥羽高校では、生徒が実際に制服を着てプレゼンテーションモデ 

ルとなり、学校評議員や保護者などが見られるといったものでした。その後、 

ブースごとに提案された制服を一定期間展示し、意見箱で各生徒の意見を聴取 

したようです。 

ですので、周東中でもプレゼンテーションを実施したいと思っています。プ 

レゼンテーション会場は一箇所になりますが、展示会場については、当日はプ 

レゼンテーション会場とし、その後は一定期間、小糸公民館と清和公民館で展 

示したいと思っています。 

その後、審査結果、意見箱で聴取した意見、それから生徒指導など学校運営 

上の配慮などを踏まえながら、運営部の方でメーカーを絞り込み、優先交渉権 

者としてのメーカーを決定していきます。そして、細部についての調整や価格 

についての交渉を詰めていき、最終的に制服が決定します。制服の決定までの 

流れについては以上となります。 
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  それでは、事前にお配りした資料の「３．事業者提案」について、資料に沿 

って説明をさせていただきます。 

  提案数についてですが、各制服メーカーに事前に聞き取りを実施したところ、 

夏服は冬服をベースに考えるので、提案は冬服のみを行うこと、また、各メー 

カー１案ずつにすると無難な提案になってしまい、他の会社と差がつかず、各 

メーカーが似たような提案になってしまうということで、少し冒険した提案も 

入れて２案ずつ提案をしていただくこととします。 

続いて、審査についての説明ですが、プレゼンテーション時に提案内容を審 

査する必要があります。どのように審査するかは採点表を事務局で用意し、採 

点表に基づき審査していただくことを想定していますが、審査員の構成につい 

ては、保護者と先生方のバランスを考慮すると、総務部会員をベースに考える 

のが良いと考えております。なお、審査員以外でもプレゼンテーションを見た 

い方もいらっしゃると思いますので、地域の方々や保護者、生徒など、事務局 

の案としては、入場は制限せず実施できればと考えております。 

審査員については、総務部会員に加えて保護者からＰＴＡ役員を２名ほどプ 

ラスし、学校側からも生徒指導主任の先生なども加えたかたちで考えておりま 

す。 

続いて、審査項目と点数配分についてですが、今後、保護者アンケートから 

保護者が何を重要と考えているかを取りまとめ、それをベースに事務局で原案 

を提示させていただき、またご意見をいただければと思います。 

また、メーカーの募集に係る仕様書などについては、こちらに一任していた 

だければと思っております。また、審査結果については、ＨＰ上に広く公開し 

てしまうと、例えばＡ社１００点、Ｃ社０点などあった際に、Ｃ社の評判など 

に悪影響を与えかねないので、公表の範囲などについても運営部に一任してい 
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ただければと思います。 

続いて、メーカーの決定についてですが、採点結果や意見聴取の結果、学校 

運営上、生徒指導上の配慮など総合的に判断したうえで、運営部の方で決定さ 

せていただければと思います 

最後に、デザインの決定についても、それらの意見をもとに運営部の方に一 

任させてもらえたらと思います。 

事業者提案についての説明は、以上となります。 

【議長代理】 

只今「事業者提案について」説明がありましたが、質問やご意見等ございま 

すでしょうか。 

【Ｅ委員】 

  保護者の方が事業者提案のプレゼンテーションを見られるかどうかというの 

は、アンケートを見てもわからないと思うので、それをどこかに盛り込めると 

保護者も安心できるのかなと思います。 

【事務局】 

  わかるように盛り込み方など、検討したいと思います。 

【Ａ委員】 

  プレゼンテーションの開催時刻は、昼間になるのか、あるいは夕方くらいに 

なるのでしょうか。 

【事務局】 

  一般的には、土日になろうかと思います。先生方や保護者の方々も参加しや 

すい曜日、時間帯に設定したいと思います。展示の期間については、公民館に 

１週間程度と考えております。 

【Ｅ委員】 
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 時期的にはいつぐらいになりそうですか。 

【事務局】 

具体的なスケジュールについても、次回の総務部会にて提示できたらとは思 

うのですが、仮にアンケートの実施が２月上旬～中旬として、次回の総務部会 

が２月下旬に開催し、細かい内容を提示して皆さんからご意見をいただきます。 

そうすると、募集を始めるのが３月くらいになろうかと思います。メーカーも 

３～５月は繁忙期になるとのことなので、いろいろ提案資料を作成するとなる 

と、プレゼンテーション開催は７～８月くらいになり、制服の決定は９～１０ 

月くらいになるかなと思います。次回また原案を示したいと思います。 

【Ｆ委員】 

 本校の校長もよく言っていることなのですが、いま小糸中生は工事等の関係 

で窮屈な思いをしているので、実際には新しい制服には今の２・３年生は関係 

ないのですが、ぜひ統合に関わった思いや、変わったという思いを持たせたい 

という気持ちがあります。例えば、アンケートに今の中２・３年生も対象に入 

れることはできないしょうか。 

【事務局】 

 小糸中の体育館での開催を考えているので、プレゼンテーション時に参加し 

てもらうことや、展示期間中に意見箱へ意見を投函していただくことは可能で 

すので、そういった部分において関わってもらうことはできるのかなと考えて 

います。 

【議長代理】 

他にございますでしょうか。無ければ、（４）「ジャージ等の方向性について、 

事務局より説明いたします。 

【事務局】 
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制服の他にもジャージや体操服、上履きや鞄などの検討も実施していく必要 

 がありますが、制服と同様の手続きで一つ一つ実施していくと、時間を要し、 

総務部会員の皆さんの負担が増えることになるかと思います。 

そこで、一つの原案としては、今後決定した制服メーカーにジャージ等につ 

 いてもデザイン等を考えてもらうというもの、また、新規で考えるのではなく、 

 メーカーが既に持っているジャージのカタログを活用したうえで、運営部にて 

保護者負担や生徒指導、運動面等に配慮しながら決定していけたらと思ってい 

ますので、運営部の方に一任していただけたらと思います。 

【議長代理】 

それでは、「ジャージ等の方向性について」説明がありましたが、質問やご意 

 見等はございますでしょうか。 

【Ｅ委員】 

  先ほどの制服もそうですが、少し厳しい言い方をすると、決めるのがすべて 

遅いと思います。もっと早く取り掛かっていれば、今回のような問題も出なか 

ったのかなと思います。ですので、ジャージの混在の考え方についても、制服 

と同時に進めるべきかと思います。買い替えの頻度も制服に比べて多いと思い 

ますし、制服と違ってデザインが男女一緒なので、後でもいいかもしれません 

が、制服の件が落ち着いたら早めに意見をとって、混在の考え方についても、 

早めに方向性だけでも決めた方がいいと思います。 

【議長代理】 

  委員のおっしゃることももっともかと思います。申し訳ございませんでした。 

ジャージについても同時に検討していきたいと思います。 

  全体も含めて、他にございますでしょうか。 

【事務局】 
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  制服関係については、研究や調査、また配慮をしてきたつもりではあります 

が、秋元小・三島小の両校長からありましたように、保護者や児童・生徒の不 

安な思いなど、心情的な面において配慮が足りなかったのかという思いを持っ 

ております。申し訳ございませんでした。なるべく影響のないように、時間は 

あまりありませんが、方向性を決めていきたいと思いますので、いろいろとご 

迷惑をおかけしますがまたご協力をいただけたらと思います。 

【議長代理】 

  それでは、（５）その他になりますが、事務局より１点ございます。 

これから統合に伴い、各学校、閉校行事をどうするのか、たとえば閉校記念 

行事としての式典を行うのか、あるいは行わないのか、その辺について、現段 

階で学校としてどうしていくつもりなのか、方向性について情報共有を図れた 

らということで、委員の方からも、ご意見をいただいたところです。 

ちなみに、こちらとしての閉校行事等に関する見解としましては、特に大々 

 的に閉校式典をやるということは考えておりません。 

といいますのは、統合前の３月というのは先生方にとっても大変忙しい時期 

ですので、教職員の負担を軽減するという観点からも行わない方向で考えてお 

ります。 

統合時の開校式というのも同様です。校歌や校章をこれからどのように決め

ていくのか協議するうえで、先進事例として、統合後に生徒たちが校歌や校章

を決めた後にお披露目会のようなかたちで実施した事例もありました。時期的

にも統合時の４月ではなく、生徒たちの不安などが落ち着いてからでもいいの

ではないかなというのも、一つの考えかと思っております。ただ、地域からも

是非やりたいという声などがある場合には、学校と相談していただき、運営部

にあげていただければというふうに考えております。 
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各学校の閉校行事等の件については、事前にお伝えしておりませんでしたの 

で、各学校、今後の検討課題として持ち帰っていただいて、次回以降にという 

ふうには考えておりますが、この場で何かありましたらお願いいたします。 

【Ｊ委員】 

  確認ですが、そもそも閉校行事について、各学校でこれこれをやりますとい 

ったかたちをとると、学校によってバラつきが出るので、ある程度揃えましょ 

うよということで以前質問したのですが、今の話だと、各学校で持ち帰って検 

討した後に、それを持ち寄って摺り合わせるという考えなのか、それとも各学 

校で好きにやっていいよという考えなのでしょうか。 

【事務局】 

  今回、第１次プログラムを発表してから、統合をすることによって使用しな 

くなる学校が出るということですが、それは学校がなくなるということではな 

く、対等な立場で統合しますよということなので、なくなることについての閉 

校記念行事について、あまり重きを置いていないというのがこちらのスタンス 

です。学校がなくなるからやりますよということではないということで、あま 

り華美にならないような方向を委員会としては示していきたいと申し上げてい 

るところです。ただ、そうは言っても、地元としては校舎に対して愛着もあろ 

うかと思いますが、校舎へのお別れの意味を示すということで、記念誌だとか 

お別れの会などといったものを、学校側も３月の切り替えの一番忙しい時期に 

おいて、そこにエネルギーを費やすよりも新しい統合の方に、つまりは円滑に 

一緒になれるようにエネルギーを注いでもらえればという思いから、そういっ 

たことは大々的にしないと考えているところです。ですから、もし地域の方か 

ら要望があれば協力することはやぶさかではないとも思っていますが、あまり 

華美になってほしくないなという思いがあります。学校ごとの対応にはなるか 
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とは思いますが、あまり地域で差があってもいけないのかなと思いますので、 

地域の意向もわかればということで、今回皆さんに投げかけさせていただいた 

ところです。状況によっては、今後議題にしていくということも十分考えられ 

るのかなとも思っています。 

【Ａ委員】 

  他の自治体の事例をネットで見てみましたが、最後の卒業式と一緒に合わせ 

て閉校行事をやっているところもあったので、そういったセレモニーを例えば 

卒業式と合わせて、地域の方も一緒に集まっている中でやることについても各 

学校の判断でいいということでしょうか。 

【事務局】 

  時期については、その前後でも構わないかと思います。 

【議長代理】 

  ちなみに、情報提供までに、本市の事例としましては、蔵玉小学校が、７年 

前に坂畑小学校と統合する際に閉校式典を行なった際には、市が主体となり、 

その他の関連事業については、地元で組織する「蔵玉小の今後を考える会」と 

協議して進めるというものでした。時期は３月２７日で、内容は、閉校式・閉 

校記念除幕式・思い出を語る会と３部に分けて行ったようです。情報提供まで 

にお伝えさせていただきます。 

【進行】 

それでは、ありがとうございました。最後に連絡をさせていただきます。 

準備室全体として、次は２月２０日（火）の予定です。 

内容は、保護者を対象に実施する制服のアンケート調査結果を受け、それを 

もとに、制服の見直しをするしないの決定、また見直しをする際におけるデザ 

イン等の方向性を決定するための協議を行う予定でおります。 
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場所は、中小学校をお借りして行います。 

  なお、今週金曜日に清和公民館を会場に、秋元小、三島小の保護者、また清 

和中１年生の保護者を対象としたスクールバスの意見交換会を実施いたします 

ことを申し添えます。 

その他、何か連絡ございますでしょうか。 

 

それでは、以上を持ちまして、第４回総務部会を閉会いたします。 

長時間にわたり、ありがとうございました。 


