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小櫃・上総地区統合準備室 第５回総務部会 会議録 

 

日 時：平成３０年１０月３０日（火） １９時００から２１時１０分 

場 所：君津市立松丘小学校 ＣＰ室 

 

１ 開会 

【事務局】 

皆様、こんばんは。本日も大変ご多用の中、お集まりいただきまして、誠にあ

りがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。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、会場校の松丘小学校 西村校長よ

りご挨拶申し上げます。 

２ 会場校校長あいさつ 

【松丘小学校 西村校長】 

  ご挨拶 

【事務局】 

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、本日の会の

終了時刻を遅くとも９時を目安としたいと思いますので、ご協力の程よろしくお

願いいたします。なお、議事録等、記録の都合上、音声と写真を録らせていただ

きますことにご了承いただけたらと思います。では、この後の議事進行を室長に

お願いしたいと思います。小林室長、よろしくお願いします。 

【議長】 

それでは、これより本日の議題に移ります。はじめに、「女子制服の事業者提

案について」事務局の説明を求めます。かなり長いので途中できりながら進めて

いきます。 
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３ 議 題 

（１）女子制服の事業者提案について 

【事務局】 

前回の総務部会で決定した内容について振り返りも含めて確認していきたいと

思います。 

まず、１点目は制服アンケートの結果をふまえ、女子のみ制服を見直す方向で進 

めていくこと。 

２点目は、選定方法の方向性について、小糸・清和地区同様、プロポーザル方式、 

すなわち製品を選ぶコンペではなく、会社メーカーを選定するという方式で制服を

決めていくこと。 

その際、制服の提案については、アンケートの結果をふまえ、セーラータイプと 

ブレザータイプの２種類を各社から、スタンダードなものを１点、斬新かつメーカ

ー側が挑戦したいコンセプトで提案したもの１点、セーラータイプとブレザータイ

プ、それぞれ２点ずつ１社あたり計４点の提案をしてもらうこと。 

そして、３点目、見直しの方法と手順についても、小糸清和地区の例をなぞりな

がら、簡潔に振り返らせていただき、細かい内容等については、後ほど説明させて

いただければと思います。 

なお、あくまで参考資料としてですが、事前送付しました小糸・清和地区におけ

る「周東中女子制服決定までの経緯について」というものも併せてご覧いただけれ

ばと思います。 

まず、今日の協議をふまえ、プロポーザルに入るとなった場合、学校再編推進課

のほうで制服メーカーを市のホームページ等で募集します。 

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。 
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続いて、提出された企画提案書を書類審査いたします。 

その際、採点表に基づき審査したいと考えておりますが、採点表への質問等は後

ほどしたいと思います。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、２次審査に進みます。 

 ２次審査の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

品を当日確認したうえで審査していただきます。この審査をする委員の構成につい

ても、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もよいかなと考えて

おります。ただ、当日、蓋を開けてみないとわかりませんが、会場のキャパや人数

の都合もありますので、一定の制限を設ける必要も出てくるかもしれません。 

ちなみに、小糸・清和地区では、清和公民館を会場とし、土曜日の午前中に開催

しましたが、審査員を除いて、一般の方の来場者は子どもも含め、１０名に満たな

い状況ではありました。 

主な理由としては、プレゼン後、翌週から、各学校や各公民館において、制服の

展示期間を設けていたので、その際に見られればいいという思いもあったのではな

いかと推測しております。 

最後に、優先交渉権者の決定ですが、プレゼンの審査結果、展示会での意見聴取、

また、生徒指導上、学校運営上の観点を加味し、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した。 

そして、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。夏服の提案や名札の形状、男子の詰襟のボタ

ン等についても、この調整の際に制服メーカーにお願いしました。 

協議の末、最終的に決定した周東中の女子制服が、前の写真となります。 
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最後に、４点目として、制服決定までの今後のスケジュールの案についてです。

今日の協議をふまえ、順調にプロポーザルに入るとなった場合、最短で年明けを目

安にメーカーの募集をかけ、半年の期間を見た時に、最短で７月に制服が決定する

予定です。 

しかしながら、メーカー側の繁忙期や、学校行事によっては、多少時期がずれる

ことも予想されます。ただ、生産ラインに乗せられる最終９月に間に合うことがで

きれば問題ないかなと思います。 

基本的には、小櫃・上総地区においても、同様の手順を踏んでいく方向性ではあ

りますが、前回お話したように、皆さんにお諮りしながら、また、小糸・清和地区

の課題を踏まえながら、より良い審査手順を踏んでいければと思いますので、後ほ

どスケジュールについても、少し順番を変えたものをご提示したいと思います。 

以上、４点について、前回７月の総務部会において、特に異論無かったものと認

識しておりますが、よろしいでしょうか。時間も限られておりますので、次の事業

者提案について進めさせていただければと思っております。 

【議長】 

 プロポーザルで決まるものは何ですか。制服を決めるものですか。 

【事務局】 

メーカーを決めるものです。後ほど、詳しくは説明させていただきます。 

【議長】 

続けて、事務局に説明を求めます。 

【事務局】 

まず、論点、協議の柱です。「女子制服の価格について」「１次審査について」「２ 

次審査について」「サンプル展示及び意見聴取について」「審査の配点項目採点につ

いて」以上、５点について協議していただければと思います。 
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女子制服の価格について 

はじめに、女子制服の価格についてです。アンケートの結果、ブレザータイプと

セーラータイプの割合が拮抗していましたので、この２提案になります。それぞれ

が１提案ですと、無難なものになりかねないので、１点はスタンダードなものもう

１点はオリジナリティ溢れたものにして、１社４提案で進めていきたいと思います。 

小櫃・上総地区４校の現状ですが、厳密には、小櫃中学校の制服はスーツという

扱いになります。販売価格については、資料の通りとなっております。なお、事前

資料に送付いたしました内容について、今後どういった価格程度でお願いするかと

いうところになります。いくつかの案を示しましたが、あくまで参考としてくださ

い。全国の平均販売価格も載せてあります。小櫃中女子制服は、ベストを抜いた価

格になります。ちなみにブレザーは、周西中学校、スーツは小糸中学校と小櫃中学

校となります。君津市内のセーラー服の８校の平均となっております。平均価格に

ついて松丘中学校の制服については、安くて好評でしたが、この差異をどうしてい

くのかというのも考えなくてはいけません。Ａ案は、松丘中学校の現状価格と他３

校の平均価格の２つを提案してもらいます。Ｂ案は、松丘中学校の現状価格程度か

ら君津市平均価格程度以下で提案してもらいます。Ｃ案は、基本３校の平均以下で

の提案してもらいます。アンケートの要望もメーカーには示していきます。Ｄ案は、

君津市の平均価格程度以下と３校平均価格以下で提案していただきます。と言いま

すのも、アンケートでは、保護者の要望は、価格に関する意見が多かった経緯があ

ります。しかしながら、ある大手メーカーに問い合わせたところ、松丘中学校の金

額では品質や保証期間を考えると正直厳しいと伺っております。ちなみに、周東中

学校女子制服は、ブレザータイプでは、小糸中学校女子制服の現状価格程度以下で

作ってもらいました。セーラータイプでは、市の平均価格で作っていただきました。

仕様書に入れる際に、どのような価格設定にするのかを考えていただければと思い
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ます。これは、事務局案ではあるのですが、松丘中学校の価格を尊重することを前

提に、Ｃ案とＤ案で設定することができればと思います。ご意見をいただければと

思います。 

【議長】 

今４点ということですが、メーカーを公募するとき提示していく価格になって

くるということでよろしいでしょうか。協議する前に、質問ありますでしょうか。 

【委員一同】 

なし 

【議長】 

それでは、お近くの方と話し合ってから全体で協議したいと思います。 

＜グループ協議＞ 

【議長】 

話し合いの中で何かありますでしょうか。 

【Ａ委員】 

周東中学校の女子制服は、いくらになるのでしょうか。参考に教えてほしいで

す。 

【事務局】 

冬服は、想定販売価格、税抜２万８５００円で、夏服の上着が８５００円、ス

カートが１万円になります。夏服については、長袖も作る予定もあり、金額は高

くなることも考えられます。 

【議長】 

周東中のプロポーザルを行ったときに、どのようにメーカーさんに価格をお願

いしたのでしょうか。 

【事務局】 
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ブレザーについては、小糸中学校の現状価格３万３千円程度、セーラーについ

ては、君津市の平均価格程度以下でお願いいたしました。 

【Ｂ委員】 

冬服に比べると夏服は安くなるのでしょうか。 

【事務局】 

冬服よりも安くなります。夏服等も考えなくてはいけませんが、まずは冬服に

ついて考えていただければと思います。 

＜グループ協議＞ 

【事務局】 

先程も申しましたが、事務局はＣ案かＤ案がよいと思います。松丘中学校の金

額が安いので、現状価格程度以下にするのか、３校平均程度以下にするのか、君

津市の平均程度以下にするのかを考えていただければと思います。 

【Ｃ委員】 

松丘中の女子制服の価格は低いですが、こだわる必要はないかと思うので、Ｃ

案の３校の平均価格程度以下で考えてはどうでしょうか。 

【議長】 

今のところＣ案とＤ案が出ていますが、どうでしょうか。Ａ案とＢ案はなしと

いうことでよろしいでしょうか 

【委員一同】 

了承。 

【議長】 

Ｃ案とＤ案の差は何でしょうか。 

【事務局】 

先程、ご意見がありましたが、３校平均の２万５６００円と市内平均の２万８
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０００円の約３千円でどの程度、出来栄え違っているのかは計りかねますが、ど

うでしょうか。 

【Ｄ委員】 

なぜ、君津市内なのでしょうか。全国平均の案はないのでしょうか。 

【事務局】 

もちろん、その案を出していただければと思います。しかし、アンケートから

価格がポイントになっているので、全国平均は高いため、君津市平均で案を出さ

せていただきました。 

【Ｅ委員】 

女の子は、この金額に夏服がかかってくるので、高すぎないで、ほどほどにし

てほしいと思います。 

【議長】 

Ｃ案かＤ案のどちらかでよろしいでしょうか。 

【Ｆ委員】 

Ｄ案は、両方の金額で出していただき、各メーカー２つの提案を出すのでしょ

うか。 

【事務局】 

そうです。セーラー２提案、ブレザー２提案になります。 

【Ｇ委員】 

周東中学校制服について、どのような金額設定で仕様書に示したのでしょうか。

また、実際にメーカーが提案してきた金額には、差異があったのでしょうか。 

【事務局】 

基本的には、仕様書には、２万８５００円と同程度以下で提案することという

ことにして、大体２万８０００円前後で各社差はありませんでした。 
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【Ｈ委員】 

Ｄ案は、１社４提案になるということですが、君津市の平均価格程度以下の場

合でスタンダードとオリジナル１提案ずつになるわけですか。 

【事務局】 

スタンダードで１点、オリジナルで１点になるわけですが、メーカーに一任と

いうことになります。 

【事務局】 

説明させていただいた４提案は例としてあげている。当初、ブレザー１提案、

セーラー１提案でしたが、無難なデザインになるという声も聞こえたので、差を

出させるために、２提案ずつの４提案にしていますので、必ずしも内訳が、スタ

ンダード１、オリジナリティ１となるのものではありません。 

【議長】 

つまり、ブレザーとセーラー２提案ずつのものを出すというかたちにすること

でお願いするということですね。金額についても、どちらかはこの値段でお願い

するということになります。 

【Ｉ委員】 

価格でお願いすると、生地や縫製方法でいくらでも金額が落とせるのではない

か、そこをはっきりとさせないといけないと思います。最低限のレベルは示した

ほうがよいのではないでしょうか。 

【事務局】 

当然、審査をするときに価格面や縫製面を採点するところがあります。また、

企業としての採点をします。下限値としての担保はできるかなと思います。 

【事務局】 

周東中学校の女子制服では、脱着が容易で３年間の学校生活に適している仕様
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あること、耐久性と機能性を確保できるものというコンセプトで公募いたしまし

た。小櫃・上総地区も同様にお願いしたいと思います。 

【議長】 

Ｃ案とＤ案のどちらかにしたいと思います。どうでしょうか。 

【Ｊ委員】 

今意見が出たのですが、下限が３校平均、上限が君津市の平均というかたちで

どうでしょうか。 

【議長】 

下限の価格で作ることはないと思いますが、おっしゃったように間を設けると

いう案はどうでしょうか。 

【Ｋ委員】 

周東中学校女子制服のメーカー価格は、金額的に差があったのでしょうか。 

【事務局】 

差はほぼありませんでした。メーカー同士、数百円の差でした。 

【Ｌ委員】 

ラインを入れるなど、デザイン性をもたせるのに千円上がったりするのではな

いでしょうか。かわいく作れば金額が上がっていくと思います。 

【議長】 

下限を設けるという案が出ていますが、どうでしょうか。 

【Ｍ委員】 

皆さんのご意見から、下限はいらないと思います。 

【議長】 

それでは、Ｄ案で話を進めていきたいと思います。 

～Ｄ案で可決～ 
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【Ｎ委員】 

現状の価格は、メーカーにも示されるのでしょうか。 

【事務局】 

示します。Ｄ案で進めたいと思いますが、そうすると、ブレザーの金額はどう

されますか。 

【議長】 

セーラーと同じ君津市の平均価格程度以下でお願いするのか。それとも違う金

額でいくのかどうかということですね。要するに、３万円程度以下で出すのかと

いうことです。 

＜グループ協議＞ 

【議長】 

同じ君津市の平均でよろしいでしょうか。 

【委員一同】 

了承。 

【事務局】 

金額というデリケートな部分ですので、慎重審議していただき、ありがとうご

ざいました。 

１次審査について 

【事務局】 

審査員についてこれからは協議していただきますが、２次審査への通過を３社

にしたいと考えています。これは、周東中学校の場合、プレゼンテーションに１

社あたり、約３０分かかります。それに加え、質疑応答や制服サンプルの準備の

時間を含めますと、１社あたり１時間程度かかります。ですから、３社が限界な

のかなと思います。小糸・清和地区の事例を挙げると、９時から開始して終わり
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が１２時半頃となりました。これ以上時間がかかってしまうと、委員の皆様の負

担、集中力が途切れて審査の公平性が損なってしまうことも考えられます。です

から、提案なのですが、参加表明するメーカーが４社以上だった場合のみ、１次

審査を実施し、３社に絞り込みます。もし３社以下だった場合は、１次審査なし

ということにしたいと思います。実際に小糸・清和地区では、３社の参加表明が

あり、１次審査をしましたが、結果的にはプレゼンテーションの発表の選択権を

決めたものでした。ですから、メーカーの参入が３社以下であれば、１次審査は

なしということにしたいと思います。   

このようなかたちでよろしいでしょうか。 

【Ｄ委員】 

１次審査は誰がするのですか。４社以上来ないのですか。 

【事務局】 

１次審査の審査員については、この後の提案を受けて協議していただき、決め

ていきます。どのくらいのメーカーが参入するか、蓋を開けてみないとわかりま

せんが、今回は、小糸・清和地区の事例を踏まえたうえで、このようなかたちに

させていただきたいと思います。 

次に、１次審査の構成についてです。Ａ案は、総務部会員全員での審査としま

す。Ｂ案は、各学校の総務部会員から希望者のみです。人数については、検討の

余地があります。Ｃ案は、４中学校区から代表を、それぞれ例えば４名ずつ選出

する案です。内訳としては、例えば学校枠１名、これは必ずしも校長先生でなく

てもよいというものです。Ｄ案は、総務部会の構成メンバーをベースに、学校運

営に関わるという点から、学校長はそのままとし、加えて地域・保護者の代表、

ただし、女性目線を大事にするということで例えば、推薦するＰＴＡ役員の女性

に交代するというパターンです。そして、Ｅ案として、１次審査は事務局（市教
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委）に一任するというものです。なお、１次審査では、企画書が２０ページ程度

あり、１人１時間以上かかることもあります。先日、通学部会でも、事務局があ

る程度決めて進めていくというのも必要なのではないかといったご意見をいた

だいておりますので、事務局としては、皆様の負担を考えて、１次審査は、事務

局一任というかたちにさせていただければと思います。もちろん、１次審査があ

る場合として考えてください。よって、事務局としては、Ｅ案で進めていければ

と思います。 

【議長】 

どうでしょうか。Ｅ案でよろしいでしょうか。 

【委員一同】 

了承。 

【事務局】 

１次審査の持ち方と時期と場所についてですが、Ｅ案になりましたのでカット

します。 

２次審査について 

【事務局】 

２次審査については、実際に物を見て審査していただくのですが、基本的なス

タンスとしては、経済負担の軽減や家庭で管理するという点で「保護者目線を」、

女子の制服なので「女性目線を」また「子ども目線を」大事にしていただきたい

と思います。確かに、子ども目線を大事にするという視点から、子どもに審査員

に入れたほうがいいのではないかという意見もあるかもしれませんが、制服に対

して、子どもがどこまで専門的な知識を持っているのかどうか、また、子どもた

ちにそこまで責任を負わせるのは酷なのではないかということまで考えなくて

はいけないと思います。よって、子どもの意見は、展示会のときのしっかり聴取
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していきたいと思います。 

審査における基本的なスタンスに戻りますが、地域への理解度・地域の調和に

ついては「地域目線を」、そして、学校で着るもの、校外学習等でも制服を着ま

すから学校の顔として、また、校風との調和もありますから「学校目線」も大事

にしてほしいと思います。 

いずれにせよ、皆さんのご意見を大事にしていきたいと思います。１次審査が

事務局一任となりましたので、先程のＡ～Ｄ案で協議していただけたらと思いま

す。事務局案としては、Ｃ案で進められたらと思います。ただ、例に示したよう

な代表の内訳、代表枠については、皆さんで協議していただきたいと思います。

代表が例えば４名と決まっていれば、地区によって、学校枠何人など違ってもよ

いのかと思います。 

ちなみに、周東中女子制服では、総務部会全員に加えて、女性の目線も必要だ

ということで、各学校のＰＴＡ女性役員２名をプラスして審査しています。総務

部会員２４名にＰＴＡ女性役員１２名、合計３６名で審査を行いました。 

【議長】 

Ｃ案についてはどうでしょうか。他にも案がありますでしょうか。 

【事務局】 

Ｃ案についての補足ですが、周東中の場合、日程が合わなかったので、参加さ

れない方がいらっしゃいました。確実に来ていただける人数だけ決めておくこと

を事務局案として提案しています。 

【議長】 

他に案がないので、Ａ～Ｄ案でいきます。時間の関係上、多数決で決めたいと

思います。 

＜グループ協議＞ 
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【事務局】 

それでは、皆様のご意見を伺う前に確認しておきたいことがありますが、この

審査に学校長がいないというのはありえないのかなと考えております。学校長は、

学校運営の長であるから、知らないというのはおかしな話になってしまいます。

ぜひ、学校長は審査員として入れていただきたいと思います 

【事務局】 

Ｃ案でもＤ案でもよいが、校長には知っていただきたいので、必ず参加させて

ほしいと思います。Ｃ案は、中学校区で学校関係者１名だから、どちらかの校長

が参加できないことになってしまいます。校長が知らないということは避けてい

ただきたいです。 

＜グループ協議＞ 

【Ｎ委員】 

プロポーザルの審査には、何人いれば公平に審査できるのでしょうか。 

【事務局】 

 役所でもプロポーザルを行いますが、関係課の課長等で審査するので、１０人

程度で通常行っています。周東中女子制服は約３０名でしたので、かなり多くの

方が審査に携わったと思います。しかしながら、適正人数が何人かと言われると

明確に定まっているものではありません。周東中女子制服も、今回のプロポーザ

ルも厳密なプロポーザルというわけではなく、プロポーザルというかたちを借り

ているだけで、皆で参加しましょうということです。その辺はあまり気にしなく

てもよいかと思います。 

【事務局】 

総務部会の枠で増減するのか、中学校区代表枠で増減させていくのかを協議し

ていただけたらと思います。 



 16 / 22 

 

＜グループ協議＞ 

【議長】 

それでは、今までのご意見からＣ案かＤ案のどちらかにしたいと思います。 

【Ｄ委員】 

採点表を見ると、男性には厳しいと思います。女性が入っていただけると助か

ります。 

【Ｏ委員】 

Ｃ案の代表５名として、学校枠が２名、ＰＴＡ・地域３名で合計２０名ではど

うでしょうか。 

【議長】 

Ｄ案賛成の人数が減ってきているので、Ｃ案でよろしいでしょうか。 

【委員一同】 

 了承。 

～Ｃ案で可決～ 

【事務局】 

これに関しまして、後ほどスケジュールで示しますが、２次審査は、早くて５

月か６月頃になると思います。ですから、年度が替わるので、総務部会員の中で

もメンバーに変更があるかもしれません。 

続いて、プレゼンテーションの審査の持ち方です。会場については、ここでは

決めることができませんのでご了承ください。部活動の大会やＰＴＡ活動等を考

慮して日程を決めていきます。周知方法は、ホームページやたより等で周知して

いきたいと思います。また、当日どれぐらい参加希望があるのかはわかりません

が、事前に連絡があった方については、入場可としていきたいと思います。これ

らについては、改めて連絡させていただきます。 
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サンプル展示・意見聴取について 

【事務局】 

展示及び意見聴取についてです。周東中学校制服では、各小中学校２日間ずつ

行いました。しかし、こちらの地区で同じように進めると、約１ヶ月半要します

ので、小中合同で２日間行うという工夫もできます。保護者や地域の方等の意見

を聴取するということで、公民館やコミュニティセンターでも展示したいと思い

ます。 

なお、小糸・清和地区の展示会では、ここで示すＢ案となりますが、すべての

メーカーの制服を展示しました。偶然にも、２次審査の結果と意見聴取の結果が

同じであったから良かったのですが、もし割れた場合を考えると、２次審査で決

定した制服メーカーの制服サンプルのみの展示でよいと考えています。ある大手

メーカーに参考までに聞いたところ、２次審査で選ばれたメーカーのサンプルを

展示することが通例であるとのことでした。Ｃ案の場合ですと、展示会を先に実

施することで、先入観が公平な審査の妨げとなる可能性があり、展示会での意見

ありきの２次審査になってしまうかなと思います。 

以上のことからも、事務局案としてＡ案でできたらと考えております。 

【Ｄ委員】 

２次審査の決定で、メーカーが決まるのでしょうか。 

【事務局】 

２次審査でメーカーを決めてしまいます。その後に、決定したメーカーの制服

サンプル（４点）を展示して、意見聴取の中でブレザーにするかセーラーにする

か、またどのデザインの制服にするかを決めていくことになります。 

【Ｄ委員】 

そうすると、選択肢が少なくなるかなと思います。そんなに結果が割れるとい
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うことにはならないのではないかと思うので、全メーカーを出してもよいと思い

ます。また、先に展示会を実施して、そこでみんなで相談してから、２次審査を

行ってもいいのではないかなと思います。 

【事務局】 

展示会の結果を聞いてからとなると、最初からコンペでもよかったのではない

かということになり、プロポーザルにはならないので、そこはご理解をいただき

たいと思います。 

【事務局】 

今の意見はごもっともだと思います。子どもたちに触らせて決定したいという

ことですが、そもそもプロポーザル方式は、事業者がこんな提案ができますよ、

こんなアフターフォローができますよなど、事業者の良さを評価し、選ぶという

ことになります。そして、供給能力のある会社、信頼できるメーカーを選ぶとい

うのが目的の一つとしてあります。ですので、まずはメーカーを選んでいただき、

その事業者から４提案を展示してもらい、ご意見をいただくということになりま

す。周東中女子制服については、いっぱいある提案制服の中から選んでもらいた

いということで行ったわけですが、ねじれ現象が起きる恐れもあった中で、今回

はプロポーザルの本筋で進めていけたらと思います。 

【議長】 

メーカーが決まったら、追加で提案していただくことは可能ですか。 

【事務局】 

公募の条件に入れておけば可能だと思います。 

【議長】 

展示会を行ってから２次審査を行うという逆のパターンはできますか。 

【事務局】 
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先程も説明させていただきましたが、結局デザイン重視になってしまいますの

で、それではコンペになってしまうかと思います。 

【Ｂ委員】 

展示会についてですが、４提案の中から良いものを選ぶだけなのか、それとも、

それぞれの制服に意見を言えるのでしょうか。 

【事務局】 

展示会の結果をふまえて決定することになるので、票数で決定する場合もあり

ます。また、その中で意見として出された内容について、多ければ微調整という

かたちで反映させることになると思います。ただ、意見を反映させるということ

をどう考えるかはこの後の議論になると思います。 

＜グループ協議＞ 

【議長】 

Ａ案かＢ案か決めます。 

～Ａ案で可決～ 

【事務局】 

これまでの確認事項ですが、１次審査・２次審査・優先交渉権者決定・展示会・

細部調整・制服の正式決定という流れになっております。なお、２次審査につい

ては、各中学校区で５名が審査員ということに本日の協議で決まりました。 

スケジュールについても少し修正しました。ただ、４月あたりは年度始めで大変

忙しく、学校行事がありますので、その辺は配慮したいと思います。 

審査の配点項目について 

【事務局】 

アンケートを基にした観点で審査していただければと思います。採点項目につ

いてです。「会社概要」については、縫製技術等をＡ～Ｅの５段階での評価にな
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ります。「取り組み」については事業者のやる気もありますので、２次審査で感

じられると思います。「アフターフォロー」については、災害時の対応などにつ

いてです。デザイン・機能・販売価格についても審査していただきたいと思いま

す。事前にとった保護者アンケートの集計結果では、重要度として価格、デザイ

ンという順の結果となりましたので、配点については各項目５０点ずつをベース

として、想定販売価格を８０点、デザインを７０点としています。これについて、

もうちょっと差をつけた方がいいのではないかなど、ご意見をいただければと思

います。 

採点方法については、プレゼンテーション当日、始まる前に改めて採点の説明

をさせていただきます。この場では、配点と審査項目について質疑とご意見をい

ただきたいと思います。 

なお、下の段（提案評価項目）の４提案のうち一番高い点数と、上の段（メー

カー評価項目）の点数を足して、会社の点数としたいと考えております。 

【議長】 

審査項目についてご質問ありますか。 

【委員一同】 

特になし。 

【議長】 

配点の割合についてはどうでしょうか。 

【事務局】 

なお、想定販売価格はコストパフォーマンスのことになります。 

【議長】 

  コスパなどわかりやすい表記のほうがいいのではないでしょうか。 

【事務局】 
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  そのように変えていきたいと思います。 

【Ｐ委員】 

下の段（提案評価項目）について、４つの平均ではなく、なぜ１番高い得点を

採用するのか、その理由について教えてもらえないでしょうか。 

【事務局】 

メーカーの提案が似たり寄ったりするのではなく、各社が多種多様の提案を出

せるように差別化して、オリジナルなものをできるだけ出していただきたいので

この方式にしました。 

【Ｐ委員】 

  それは、メーカーも知っているのでしょうか。 

【事務局】 

  メーカーには伝えます。 

【議長】 

２次審査の際、１次審査の結果は示すのでしょうか。 

【事務局】 

１次審査の結果は、２次審査に反映されませんので示すことはありません。 

【議長】 

他にないようですので、全体的を通して何かありますでしょうか。 

【議長】 

最終的に決まる時期はいつでしょうか。 

【事務局】 

最終決定は、最短で来年度の７月になります。ただ、小糸・清和地区より前倒

しにしているため、余裕を持たせたスケジュールとなっております。 
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【議長】 

無ければ、本日の議題については以上となりますが、（２）「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。 

 

４ 連 絡 

【事務局】 

小林室長、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。準備室全体として次回集まるのは、１月頃となります。協議する今

後の内容としては、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。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。 

 

５ 閉 会 

【事務局】 

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。 


