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小糸・清和地区統合準備室 第５回総務部会 会議録 

 

日 時：平成３０年３月７日（水） 午後７時００分～午後９時００分 

場 所：君津市立中小学校 家庭科室 

 

【進行】 

皆様、こんばんは。 

公私共にご多用の中、定刻にお集まりいただきありがとうございます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

事前に送付しました資料については、若干予備がございますので、もしお持 

ちでない方がいらっしゃいましたら、事務局までお申し付けください。 

それでは、只今より、第５回総務部会を開会いたします。開会にあたり、会場 

校の中小学校 古屋校長よりご挨拶申し上げます。 

【会場校校長 挨拶】 

 中小学校 古屋校長 挨拶 

【進行】 

ありがとうございました。 

それでは、これより議題に入りますが、議事の進行を小糸中学校宮﨑室長に 

お願いいたします。 

【議長】 

それでは、これより議題に入ります。 

はじめに、「制服アンケートの集計結果について」事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

  それでは、私の方からは、先月実施しました「制服アンケートの集計結果」に



 2 / 22 

 

ついて、分析も含めて説明をさせていただきます。なお、この集計結果につきま

しては、既に、皆様各々で分析されている方もいらっしゃるかと思いますので、

簡潔に述べさせていただきます。それでは、事前にお配りしました集計結果をご

覧ください。 

今回、小糸・清和地区の４小学校の小学校１～５年生までを対象に１４５人 

（２４０人中）から回答をいただき、それぞれ項目ごとにその割合を出させてい 

ただきました。 

現在の制服についての意見ですが、全体的にデザインに対する意見が多くあり

ました。●はかわいくない等、否定的な意見、○は気に入っている等、肯定的な

意見で、中学生に兄弟や姉妹がいらっしゃるご家庭は、中学生の生の意見、また、

ＨＰで写真を見て意見を書かれた方など、忌憚のないストレートな意見が多くあ

りました。現行の意見をということでしたが、ご覧のとおり要望も付随して書か

れておりました。 

続いて、希望する制服のタイプですが、男子は詰襟が６割、女子はブレザーが 

若干上回っているものの、セーラー服のタイプと割合は拮抗しております。なお、 

設問３のア「制服のタイプは？（女子）」のところですが、学校別に見ますと、現

在女子がスーツである小糸中学区の中小・小糸小からは現行のスーツを希望する

割合は低い割合となっておりました。また、清和中学区においても、現行のセー

ラー服を支持する一方で、ブレザータイプを希望する割合も多く見られました。 

制服のタイプ別に希望する色についても、割合を出してみましたが、色も加味

しますと、総じて、男子は黒の詰襟、女子は紺色ブレザーもしくは、紺色のセー

ラーという結果となっています。 

続いて、ウの求める機能ですが、複数回答とありましたので、丸洗いが一番多

かったものの、言ってみれば、盛り込める機能はすべて盛り込んでほしいという
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結果になるかと思われます。その他にも、速乾性や通気性、耐久性、形状記憶な

ど様々な機能を求める声もありました。とはいえ、設問のエに移りますが、保護

者の方々の制服に求める優先事項としては、特に女子を中心に、デザインを１位

に希望するご家庭の割合が多い結果となっておりました。これは、自由記述にも

ありますように、今回の統合に伴い、新たな学校づくりの一つとして、制服に対

する保護者やお子様たちの期待の大きさが伺えるものと受け止めております。 

しかしながら、２位も含めた割合で見ますと価格が一番となります。総じて、 

デザインもよく、なおかつ価格が手頃なものにしてほしいということが読み取れ 

るかと思います。なお、夏服についてですが、男女ともにポロシャツとＹシャツ 

（ブラウス）が半々の状況となっておりました。夏服については、冬服をベース 

に考えていくこととなりますので、今回のアンケートをもとに契約することとな 

る制服メーカーや運営部などでもんでいくことになろうかと思います。また、ジ 

ャージや体操服等についても、前回運営部に一任ということでご了承をいただい 

ておりますので、今回は制服の冬服についての見直しの方向性がメインとなっ 

てきますので、またこの後の議題（２）での協議にもかかってくることかと思い 

ます。 

最後に、その他ご要望については、制服やジャージ体操服等、カテゴライズ、 

分類をさせてもらいました。ここでは、一つ一つ取り上げることについては割愛 

させていただきましたが、最後のページにあります「全体的な要望」として、 

（配布資料、アンケート結果の全体的要望等の部分を読み上げ）といった保護者 

やお子様たちの制服に対する期待感や切なる思いが書かれていました。 

集計結果については、以上となります。よろしくお願いいたします。 

【室長】 

  「制服アンケートの集計結果」ということで、只今説明がありましたが、既に、 
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皆さんには事前に集計結果は届いておりますし、皆さんなりに各自で分析はされ 

ているかと思います。また、この後の「事業者提案」というところで、説明と協 

議に時間が多くかかるようですので、議題に入ってはいますけども、ここでは事 

務局からの報告ということでもよろしいでしょうか。 

【全体】 

  了承。 

【議長】 

  無ければ、（２）「制服のデザイン等の見直しについて」事務局の説明を求め 

ます。 

【事務局】 

  「制服のデザイン等の見直しについて」の説明をさせていただきます。 

初めに前提条件となりますが、今回の保護者アンケートで一部、「制服は必要 

ない」、「私服でよい」といった意見がございましたので、制服のメリット、デメ 

リットについて、あくまでインターネット情報になってしまいますが、説明させ 

ていただきます。 

まず、メリットについてですが、 

○学校内部の連帯感や秩序・規律を保つため 

○愛校心を育むため 

○伝統を守るため 

○生徒管理 

○アイデンティティ・帰属心の確立 

○社会性を身に着けさせやすくする 

○生徒の身分を社会の人々が認識しやすい（見守り） 

これは、例えば夜遅くに中学生がコンビニに集まっていたりした場合に地域 
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の方やＰＴＡの方が注意したり、学校や市教委に連絡など地域の見守りにつなが 

ったりします。 

最後に、 

○経済格差が出ないため ということで、制服は確かに私服に比べ先行投資は 

大きいかもしれませんが、中学生がお洒落に目覚めると、ご家庭の事情で色々と 

差が生じてしまいますが、皆が制服を着用することで、本人も他の友達も服によ 

る経済格差が生じません。 

次に、デメリットについてです。 

○制服が生徒の個性を抑圧し異質なものへの寛容心を奪っているとありますが、 

これは中学校や高校で制服を導入することにより、個性を抑圧し、個性や異質な 

ものへ対する寛容性を奪っているという説です。これが原因でいじめなどが生じ 

るのではないかといったものです。 

次に ○着心地が悪い、格好悪い、不衛生である といったものですが、確か 

に私服のスウェットなどに比べ着心地は悪いかもしれませんが、昔と比べると、 

素材も改良されていると思いますし、スーツや制服も自宅洗い出来るものになっ 

てきていますので、これを理由に私服にするということにはならないと考えてお 

ります。 

メリットとデメリットは以上になりますが、制服を指定することについて、メ 

リット・デメリットを踏まえ、やはりこのメリットが大きいと考えていますので、 

制服は指定する方向で本日の説明を進めさせていただければと思います。 

２．アンケート結果から考えられる見直しの方向性について 

まず、男子の制服についてアンケート結果から抜粋します。 

○男子は詰襟がスタンダードでよい。 

○詰襟は、カラーが痛くて首のコリがあるらしいのでブレザーの方が良い。 
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○詰襟は時代遅れで不潔に見える。 

という意見がありました。意見の内容的な数では、下の二つが詰襟じゃないほう 

が良いという意見でしたが、傾向としては、約６割の方が詰襟を支持しており、 

また、詰襟と回答した方のうち約９割の方が色は黒としています。 

以上のことを踏まえ、また、前回の会議で保護者負担の軽減と対等な統合を２ 

つの原則とした中で、男子制服については大枠、現行の黒色の詰襟で、現状維持 

としたいと考えております。もしかすると機能面等から黒い色の詰襟で機能等の 

提案をメーカーから受けたほうがいいのではという意見があるかもしれません 

が、事前に一部のメーカーに確認したところ、黒色詰襟については、私立等で形 

を若干変える例があるが、どのメーカーでも作っていて、機能がいいものを買お 

うと思えば、高いランクの詰襟を選べばよいので、プロポーザルで提案するもの 

ではないという回答をやんわりいただきました。 

ボタンや学年章等については、今後、制服メーカーと協議していきたいと思い 

ますが、事務局案としては、男子制服は現行の制服を活用する方向で進めたいと 

思います。 

続いて女子の制服についてですが、意見として、小糸中は、デザインを変えて 

ほしい意見が上がり、清和中は、気に入っている、愛着がある等の意見をいただ 

いております。 

タイプの傾向については、全体としてセーラー服４３％、ブレザー４５％で若 

干ブレザーが多い結果となりました。また、現行のセーラー服について高い評価 

の意見が上がっている清和地区についてもセーラー服よりブレザーが多い結果 

となっています。 

以上のこと、また「対等な統合」の原則を踏まえ、女子の制服を見直す方向で 

進めたいと考えております。アンケートの結果ではブレザーが僅かにリードして 
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いますが、僅差なため、プロポーザルでは、この結果を制服メーカーに提供し、 

あえてセーラー服を提案するかブレザーを提案するか、また、各メーカー２案ず 

つ提案していただく予定ですので、セーラー服１案、ブレザー１案を提案してく 

るかというのは、制服メーカーの判断に委ね、より自信のある提案をしていただ 

ければ良いのかと考えております。 

次に見直しの方法と手順について、ざっくり説明をさせていただき、細かい内 

容等については、次第３のほうで説明させていただければと思います。この場で 

は、見直し方法のイメージだけ軽く説明させていただきます。 

まず（１）制服の正式なデザインの決定は、プロポーザルにより制服メーカー 

を決めた後、提案した制服をベースに制服メーカーと統合準備室運営部で調整さ 

せていただき正式に決定いたします。詰襟のボタン等もこの調整の際に制服メー 

カーにお願いしたいと考えております。 

次に（２）手順についてですが、まず、①学校再編推進課のほうで制服メーカ 

ーを募集します。制服メーカーからは、参加表明書をいただいた後、企画提案書 

を提出していただく予定です。 

続いて、②提出された企画提案書を書類審査いたします。書類審査は資料 2－2 

の採点表に基づき審査したいと考えておりますが、採点表の議論は次第３のほう 

でしたいと思います。書類審査によりプレゼンテーションに進むメーカーを厳選 

し、③プレゼンテーションに進みます。プレゼンテーションでは、実際にメーカ 

ーからのプレゼンやサンプル品を確認したうえで審査していただきます。この審 

査の採点表は資料２－３となりますが、こちらの議論も次第３で実施したいと考 

えております。この審査する委員も後ほど検討していただければと考えておりま 

す。また、このプレゼンテーションは、実際にプレゼンも聞いてみたいと希望さ 

れる先生や保護者、地域の方々、児童・生徒も入場していただいて良いかなと考 
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えておりますが、人数の都合もありますので、一定の制限が必要かなと思います。 

④展示会についてですが、こちらは前回の総務部会のときにお見せした京都府 

の鳥羽高校の展示会及びプレゼンテーションの写真ですが、審査員以外の方々に 

も広く意見を聴取したいと思いますので、サンプル品を展示する方向で調整した 

いと考えております。展示会場も前回、小糸中学校の先生から「統合前に仮設校 

舎で授業をしている生徒に統合に関わることをさせてあげたい」という意見がご 

ざいましたので、展示会はプレゼンテーション後、意見箱にて中学生の意見を聞 

く機会を作ろうと考えております。 

最後に、⑤優先交渉権者の決定ですが、プレゼンの審査結果、意見聴取、生徒 

 指導などの学校運営を加味し、運営部にて制服メーカーの中から優先交渉権者を 

 決定いたします。ここで優先交渉権者としている理由は、当然、制服メーカーと 

 運営部の諸調整の中で折り合いがつかない場合があると思います。中には、この 

 点を折れていただかないと周東中側が困るといった点で、そのメーカーとの交渉 

 を打ち切る場合があります。その場合は、再度、次位の制服メーカーと交渉を実 

 施することとなりますので、こういう表現をさせていただいております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

【議長】 

  只今「制服のデザイン等の見直しについて」説明がありましたが、男子の制服 

と女子の制服、それぞれについて見直しの方向性が事務局より原案が提示されま 

したが、ここでデザインをどうするか、色はどのようなものにしていくかを決め 

るのではなく、方向性としてどうでしょうかということでお願いします。 

デザインや色などについては、アンケート結果をもとに、事業者に任せると 

いうことで事務局よろしいでしょうか。 

では、事務局が示した見直しの方向性について、何か質問やご意見はござい 
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ますでしょうか。 

【Ａ委員】 

  女子の制服デザインを任せたとして、どの業者もブレザーを提示してきた場合 

はどうするのでしょうか。 

【事務局】 

  アンケート結果も踏まえて、メーカーも提案していただけると思います。 

【Ａ委員】 

  条件つきで、両方出せるところは出してもらった方がいいと思いますが。 

【事務局】 

  １事業者２案出すものとなっており、セーラー服とブレザー１案ずつ出してく 

れというかたちになると思いますが、そもそも１事業者２案だす理由として、事 

業者の方から１案だと無難な提案をして、差がそんなに出ないというところから 

２案という形式にしたところがあります。セーラー服とブレザー１案ずつだと無 

難なものが出てきてしまうのではないかなと思います。 

【議長】 

  どちらか一方に偏ることがないようにという要望でお願いしたいと思います。 

  これは制服ではなく、業者を選ぶものなので、トータルで考えて業者を決める 

方向で進めるということで、考えていただければと思います。 

【Ａ委員】 

  ブレザーは高いイメージがありますが、現行の制服価格はどの程度ですか。 

【事務局】 

サイズによって金額は変わってきます。なお、市内でブレザーは周西中学校の 

みとなっております。女子はベストの有無で金額が変わります。Ｙシャツやブラ 

ウスは２千円程度となっております。 
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【Ａ委員】 

  ブレザーにしても、現行の制服とそんなに大差ないということでしょうか。私 

立だと３０万円とか聞いたことあるので。 

【事務局】 

  そのような金額差はないです。 

【事務局】 

  今の販売価格については、仕様書に「現行の販売価格程度以下とする」と仕様 

書に記載したいと思います。ただし、細かく縛りすぎてしまうことは難しい面も 

あります。 

【Ａ委員】 

  色とかはメーカーが提案するかたちなのでしょうか。 

【事務局】 

  メーカー提案となります。 

【議長】 

  事務局の提案した方向性でよろしいでしょうか。 

【Ｂ委員】 

  アンケートをやったということですが、子どもの意見はどんな状況でしょうか。 

【事務局】 

  このアンケートは、保護者が回答者となっておりますが、家庭で話し合って回 

答してくださいということでお願いしているものです。 

【Ｂ委員】 

  三島中学校と秋元中学校が統合して清和中学校になった時、両方の制服を展示 

して、子どもの意見を聞いていました。着るのは子どもなので、その意見が大事 

だと思います。 
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【事務局】 

  展示期間の際に、意見箱を設置して、そこで子どもの意見を吸い上げたいと思 

います。 

【議長】 

  方向性としてはよろしいでしょうか。 

【全体】 

  了承。 

【事務局】 

  時間も限られておりますので、次第３の事業者提案についての論点を先に説明 

 いたします。 

１点目は、企画提案書 書類審査（１次審査）の手法についてです。１次審査 

の審査員、審査の仕方について審議いただければと思います。２点目に、プレゼ 

ンテーションの審査員です。最後に１次審査採点表および２次審査の採点につい 

てです。 

皆様に事前に送付した「周東中学校における制服選定プロポーザルについて」 

は、制服メーカーに出そうと考えている仕様書で、事務的な部分も含まれますの 

で、事務的な部分は事務局に一任していただき、それ以外の部分を抜粋して説明 

いたします。 

制服選定に関する考え方、基本方針は、 

○周東中学校開校に併せ、新しい制服を選定する。 

こちらは女子制服を対象とします。 

○次に新しい制服はメーカーから提案を受ける。 

○保護者や地域の方々の意見を聴取する。 

○夏服・冬服一式で現行の制服の価格と同程度以下にする。 
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  こちらは、アンケートの結果で価格に多くの関心があったことから明記させて 

いただいております。制服が皆さんのお手元に届くには、メーカーが地元の販売 

店に卸し、販売店さんが生徒のご家庭に販売することとありますが、我々は制服 

メーカーに対し、販売店にいくらで卸すようにという仕様書を作ることは出来ま 

せんので、こういう表現とさせていただいております。 

最後に、平成３１年度の新入生から導入し、平成３３年度に全校生徒に適用す 

るといった方針となります。 

続いて、プロポーザルの方針ですが、関係があるところだけ抜粋しております。 

一つ目は、書類審査が１次審査、プレゼンテーションが２次審査、また、提案 

書や２次審査、意見聴取結果、生徒指導等を総合的に加味し運営部で優先交渉権 

者を決定するのが最終審査と位置づけております。 

二つ目は、プレゼンテーションは、小糸・清和地区の児童生徒、保護者、地域 

の方々が参加可能にしようと考えておりますが、準備や会場の都合上、参加は事 

前登録制等の手法を検討したいと考えております。その点は会場の都合もあるこ 

とから事務局に一任していただきたいと考えております。 

続いて、コンセプトについてです。 

○制服を着て学校に行くのが楽しみになるようなデザイン 

○何十年先まで愛されるデザイン 

○中学生が着こなし易い仕様 

○家庭での手入れがしやすく、自宅で洗濯可能 

○成長に合わせてサイズ調整が可能 

これらは、アンケート結果を基に入れさせていただいたものに加え、一番下の 

サイズ調整可能を成長段階で大事だという考えを入れさせていただいておりま 

す。 
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続いて、スケジュールについてです。３月中に公募を開始したことを前提にし 

ていますが、６月頭を提案書の提出期限としております。参加表明をしている事 

業者全てが５月中に企画提案書を提出してくれれば、若干余裕が出来るかもしれ 

ませんが、６月上旬から中旬に書類審査を行い、その結果を制服メーカーに通知 

後７月にプレゼンテーションを実施し、その後、各中学校、公民館で展示会を実 

施したいと考えております。 

流れとしては、このようになっております。次に、この書類審査について説明 

いたします。 

仮に４社から提案書の提出があったとして、プレゼンテーションの時間の都合 

上、原則３社にメーカーを絞りたいと考えております。となると、企画提案書を 

審査し、メーカーを選定する必要が出てまいりますが、まず誰が審査するかです。 

原案の総務部会員もしくは、企画提案書を提出後、速やかに審査する必要があり 

ますので、より人数を絞った統合準備室運営部にて実施したいと考えております。 

続いて、どうやって審査するかですが、お手持ちの資料２－２の採点表となり 

ますが、それぞれの項目毎にＡＢＣＤＥ評価をつけていきます。まず、全提案書 

に目を通した後、項目ごとに平均的だったと判断したメーカーにＣ評価を付け、 

そのメーカーと比較して、特に優れていればＡ、優れていればＢ、同程度ならＣ、 

劣っていたらＤ、特に劣っていたらＥ評価を付けてください。 

評価後、事務局で、Ａは１倍、Ｂは 0.8倍、Ｃは 0.6倍、Ｄは 0.4倍、Ｅは 0.2 

倍の倍率を各項目の配点に乗じ、点数化します。 

この点数を合計し、メーカーごとに最高点と最低点を除いた残りの点数の平均 

値が当該メーカーの点数とします。資料２-２をご確認ください。書類審査での 

審査項目は会社概要、提案コンセプト、デザイン、機能、想定販売価格をそれ 

ぞれ判断していただきますが、提案コンセプトは、仕様書で明記した 
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 ○中学生が制服を着て学校に行くのが楽しみなるようなデザイン 

 ○何十年先まで地域に愛されるデザイン 

 ○中学生が着こなし易い仕様 

 ○家庭での手入れがしやすく、自宅で洗濯出来る 

 ○成長に合わせてサイズ調整が可能 

が考慮されているか。 

想定販売価格については、価格だけで評価してしまうと、機能性が悪くデザイ 

ン性も悪いものが高得点になる可能性がありますので、機能やデザインを考慮し、 

妥当かどうかの評価をしていただければと考えました。 

次にこの書類審査をいつ実施するかです。審査員が運営部になった場合は、運 

営部にて議論したいと考えていますが、総務部会員で審査する場合、総務部会を 

開催するのか、ただ、この場合ですとメリットは採点評価中に採点に係る不明点 

があれば、事務局がその場で説明することが可能です。デメリットとして、皆様 

にお忙しい中お集まりいただくのに、特に議論はしないという点があります。 

続いて、プレゼンテーションについてです。プレゼンテーションも書類審査同 

様に誰が審査するかです。原案では総務部会員を考えておりますが、より保護者 

や学校の意見を反映させたいということを考えるとＰＴＡ役員や生徒指導主任 

の教員を加えることも考えられます。 

また、どうやって審査するかについては、資料２-３をご覧ください。審査方 

法は、先ほど説明いたしました書類審査と同様になります。配点については、実 

際に事業者からの説明となり、書類審査時より会社概要やコンセプトでは、より 

企業のＰＲポイント等も伝わると考え、配点を書類審査の４０点から１０点増や 

し、５０点にしてあります。また、項目では更に審美性、新制服への取り組み、 

アフターフォローを加えています。加えた理由とし、審美性は詰襟との調和や地 
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域の雰囲気と調和が取れているかは、実際に見たほうが判断が出来ると考え、新 

制服への取り組みについても、プレゼンの中の熱意やＰＲ等を踏まえ、アフター 

フォローは口頭での説明や企画提案書では分からなかった点等を質問していた 

だきながら判断できればと考え、項目を加えさせていただきました。 

なお、審査項目については、２次審査でこの項目はいらないとか、２次審査の 

項目を１次審査に加えたほうがいいという意見でも構いませんので、ご審議いた 

だければと思います。 

【議長】 

  只今「事業者提案」について説明がありましたが、ここでの協議の柱について 

整理しますと、まず、１次審査の審査員の構成についてよいかどうか、それから 

１次審査の持ち方ですが、審査会として改めて総務部会を開くかということ。 

  次に、２次審査（プレゼンテーション）の審査員の構成について、総務部会員

のみとするのか、プラスαとしてＰＴＡや生徒指導主任など誰か加えた構成メン

バーとするのかということ。 

そして、１次審査・２次審査ともに審査項目と配点についてどうかというこ 

と。以上、４点についてが、協議の柱としてご意見をいただきたいと思います。 

【事務局】 

  ちなみに、メーカーが提出してくる資料は大体２０数ページと予想されます。 

【Ｃ委員】 

メーカーに、こういうものをつけてくださいとかできますか。 

【事務局】 

資料３の「７．提案書」の確認をお願いします。項目を市が指定しております。 

【Ｂ委員】 

  仮に、総務部会員全員でやる場合、人数分の資料を事前にもらえますか。 
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【事務局】 

  事前に送付する予定です。 

【Ｂ委員】 

  会議の場で、０からのスタートでなければ、それでも良いと思います。 

【Ｄ委員】 

  審査したい気持ちはありますが、どの程度審査に時間もかかるか不明な点もあ 

りますので、基本、１次審査は運営部と、希望する方で協力できる人というかた 

ちでいいと思います。 

【事務局】 

  集まってくれた人で、審査するということでよろしいでしょうか。 

【Ｅ委員】 

  運営部もいいと思いますが、個人的には関わりたいと思っております。もし、 

運営部でやるのであれば、女性比率を上げていただきたいです。女性ならではの 

ものが大切だと思います。 

【Ｃ委員】 

  聞きたいことを聞けないのは仕方がないとして、事前に資料をいただけるなら、 

採点して、送り返すのでもいいと思います。 

【事務局】 

  基本として、全員参加で郵送というかたちでよろしいでしょうか。 

【議長】 

  集計を事務局が行うというかたちで進める方向性でお願いしたいと思います。 

【Ｃ委員】 

  ブレザー等、何種類か提出されると思いますが、３案程度選べばよろしいので 

しょうか。 
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【事務局】 

  あくまで業者を選ぶものです。 

【Ｃ委員】 

  仮に、２次審査で、１社がセーラーとブレザーの両方を提案するのでしょうか。 

【事務局】 

  その可能性もあります。 

【事務局】 

  皆さんの気持ちはご理解いたします。この方式は、まず会社を選ぶことで、進 

めやすくしたいと考えています。８社、９社とたくさん集まってしまうと、選び 

きれないと考えております。 

【Ａ委員】 

  プレゼンテーションを実施する際に、子どもは入れるのでしょうか。もしくは 

 子どもの意見はどこで吸い上げるのでしょうか。 

【事務局】 

  プレゼンテーションが終了した後、展示してそこで意見を吸い上げられます。 

【Ａ委員】 

  ２次審査の点数で業者は決まってしまうのでしょうか。 

【事務局】 

  点数、子ども等の意見、総合的に判断して決定します。 

【Ａ委員】 

運営部の重要度はどうなのでしょうか。 

【事務局】 

  学校が入るので、子どもを知っている先生の意見、事務局は一般意見として総 

合的に決めていきます。 



 18 / 22 

 

【Ａ委員】 

  女性の審査員を起用した方が良いと思います。 

【事務局】 

  女性校長もいますが、女性職員もいます。しかし、人事異動により何人残るか 

わからない状況もあります。あとは、秋元小として、制服はこの人に任せたいと 

いうのもありだと思います。 

【Ａ委員】 

  ２次審査の部分について、そのようなかたちでお願いしたいと思います。 

【Ｅ委員】 

  生徒達などから意見を吸い上げるということですが、生徒で男子、女子、保護 

者で男性、女性みたいなのがわかるような意見聴取の様式になっていますか。 

【事務局】 

  生徒、保護者、地域、男女別でわかるような回答様式で考えています。 

【Ｆ委員】 

  採点表について、企画提案書は２次審査の内容が全部載ってきますが、２次審 

査表の最後の「アフターフォロー」で良いのと悪いのがあって、そのような中、 

その部分は２次審査ではできないけれど、２次審査で上がってきた方が悪かった  

場合どうするのか。 

  ２次というのは書類をもって業者が説明するから、同じものでやった方が良い 

と思います。 

【事務局】 

  このあと提案書の採点項目を、１次審査も２次審査も同様に、提案書に沿った 

ように直していく議論をお願いしたいと思っております。 

【Ｃ委員】 



 19 / 22 

 

  ２次審査は、デザインを選ぶということでよろしいでしょうか。ブレザーだと 

思ってＡ社に票を入れたのに、蓋を開けてみたらセーラーでは意味がないと思う 

ので、２次審査は、Ａ社のセーラー案、Ｂ社はブレザー案とかにしないとダメだ 

と思いますがどうでしょうか。 

【事務局】 

  審査表の会社概要等の共通項目は問題ありませんが、デザインの案ごとに評価 

 するかたちが必要だと思いますので、見直しさせていただきます。 

【事務局】 

  １次審査は郵送で全員に送り、書類審査でよろしいでしょうか。それとも、各 

校１名女性を追加しますか。また、プレゼンテーションの２次審査はいかがしま 

すか。 

【Ｆ委員】 

  この方式は１つの流れがあるのだから、１次審査はこっちの人、２次審査は違 

う人というかたちではなく、責任をもって２次審査までやるべきだと思います。 

【Ｇ委員】 

  送られてきた書類を、その人だけでなく、家族やご近所に聞いてしまっては意 

味がないし、信憑性も問われると思いますので、その辺共通認識を持ちたいです。 

【事務局】 

  このプロポーザル方式は国でもやっていますので、そこまで固くやる必要はな 

いと思いますが、Ａ委員は皆に聞いて、Ｂ委員は自分１人で決めるというように、 

差が出るのは良くないと思います。ただ、少し家族に聞いたり、参考意見程度は 

良いと思います。そこまで拘束力はないのですが、そういった意見も反映したい 

ということであれば、委員さんの思いの中でやっていただければと思います。 

【Ｇ委員】 
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  業者を選ぶものなので、人によって差があるのは個人的には良くないと思いま 

す。制服は形となって表れますので。 

【議長】 

  事務局でもう１度検討していただきたいと思います。女性の意見というものは 

加味していただければと思います。 

 先程の件について、総務部会員の意見を聴取するのか、それともさらに足した 

りするか。いかがでしょうか。 

【Ｃ委員】 

  ２次審査は、１次審査員と全く同じでは意味がないので、足すか変えるかした 

方がよいと思います。 

【議長】 

  現時点で、原案（総務部会員全員）もしくは、代案（総務部会員全員＋ＰＴＡ 

 役員＋生徒指導主任等）どちらがよいか挙手をお願いします。 

 ～代案多数～ 

 それでは、代案でお願いしたいと思います。 

 それと、採点表の項目及び配点について、意見はありますか。なお、２次審査 

の採点表は変更するという回答をいただいていますが、いかがでしょうか。 

【事務局】 

  コンセプトやデザインの部分は複数評価できるようにします。また、１次審査

の項目を２次審査に合わせるかたちに変更する方向性で進めます。 

【Ａ委員】 

  １次審査は具体的なデザインではなく、代表的なデザインしか出てこないとい 

うことでしょうか。 

【事務局】 
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  絵になるのか、写真なのかどうか、媒体はわからないが、推奨するものまたは 

自信があるものが出てくると思います。 

【議長】 

  残りの細かな点については、事務局一任ということでよろしいでしょうか。 

【全体】 

  了承。 

【事務局】 

  配点については、事務局案でよろしいでしょうか。 

【Ｄ委員】 

  デザイン重視ということですね。 

【事務局】 

  アンケート結果でデザインの優先度が一番良かったので。 

では、事務局案で進めさせていただきます。 

【全体】 

  了承。 

【議長】 

  それでは、本日の議題については以上となりますが、（４）「その他」につい 

て事務局から何かありますでしょうか。 

【事務局】 

  ありません。 

【議長】 

  無いようですので、これで議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがと 

うございました。 

【進行】 



 22 / 22 

 

宮﨑室長、どうもありがとうございました。それでは、最後に連絡をさせてい 

ただきます。準備室全体として今年度集まるのは、今日が最後となります。 

次年度の開催日については、今後、学校と日程調整を図り、皆様にも追ってご 

連絡させていただきたいと思います。 

総務部会に協議する今後の内容としては、引き続き制服、それから校章・校 

歌をどうしていくかなどについて協議していく予定ですので、どうぞよろしくお 

願いいたします。 

その他、何か連絡はございますか。 

【Ｅ委員】 

  今日の議題のように、スケジュールを教えていただきたいと思います。そうす 

ることで、みんなから意見をもらえたりすることもできますので、要望としてお 

願いします。 

 別件ですが、小糸中と清和中は部活動が違うので、現在の状況を教えてくださ 

い。 

【事務局】 

  部活動などの教育課程については、教育課程部会で協議しております。今、両 

校にある部活が残るように進めております。小糸中に野球部はなく、清和中には 

あります。また、バレーボール部について、事前に合同練習等の交流を図ってお 

ります。 

【進行】 

以上を持ちまして、第５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。 


