
①中学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

4 加美中学校 中学２年生 ジェンダーレスの観点から制服は無い方が先進的か

5 加美中学校
中学１年生;

中学３年生

現制服のままで、下は男女関係なくスカートズボンの選択肢が取れる

のがよい

9 加美中学校 中学１年生
どのような運用になっても大丈夫ですが、制服を2回買うのは、やめて

いただきたいです。

10 八千代中学校 中学３年生 現行制服でもパンツ、スカートを選択できるようにしてほしい

11 加美中学校
中学１年生;

中学３年生
防寒など機能性に優れたものがいい。

12 加美中学校 中学２年生

ブレザーは高校へ行っても進学しても扱っている学校が多いが、この

辺りは中学だけセーラー服なのでセーラー服と学ランで中学はすごし

ても良いかと。

工業高校への進学を決めている子ならそのまま着れますし、3中学の

セーラー服を上の子から受け取れます。

多可高生や他の高校生と分別が出来ます。

18 加美中学校 中学１年生 もっと簡易な軽くて洗濯しやすく、アイロンしなくて良い物がいい

20 加美中学校 中学１年生

現在の制服、特に女子のセーラー服は暑くても脱げないので季節の変

わり目にとても困っています。男女とも、上着を脱げる制服を望みま

す。

35 加美中学校 中学２年生
洗いやすく、よく伸びて動きやすい制服がいいと思います

とにかく家で手軽に洗える素材とデザインがいいと思います

36 八千代中学校 中学１年生 女の子もネクタイが選べるようにして欲しい

44 加美中学校 中学１年生
セーラー服の首元、鎖骨の三角部分が隠れる物にしていただきたいで

す。

54 加美中学校 中学２年生
せっかく播州織が有名で企業からの税金も納めてもらっているのだか

ら、播州織を少し一部分だけでも使用すべき。

63 中町中学校 中学１年生

チェックとブラザーの組み合わせはよく見かける為、一色のスーツス

タイルにすることで、多可町中学生だとよく分かり、差別化を図れる

と思う。(近辺には高校もある為)

65 加美中学校
中学１年生;

中学３年生
そもそも合併に反対

68 中町中学校 中学３年生
私服だと出費もかさむ。制服を着用することにより中学生と意識が高

まる。

70 加美中学校 中学２年生 機能的でなるべく安価なものにしてあげて欲しいと思います。

72 加美中学校 中学２年生 女子の制服は、スカート、パンツから選べるようにして欲しい。

資料３



①中学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

78 八千代中学校 中学２年生

女子もパンツが普通にはけるのがいいなと思います。また、夏服、冬

服はどうなるのか、ウインドーブレーカーはどうなるのか、体操服は

どうなのか気になっています。

83 加美中学校 中学３年生
制服等、入学準備品の保護者負担額が現在より増えすぎないようにし

てほしい。

90 八千代中学校 中学２年生 性別に関係なくズボンやスカートが選べるものが良い。

91 加美中学校 中学２年生 現行のセーラー服に胸当てをつけてください。

93 中町中学校 中学２年生

近年セーラー服の学校が減っているので、子供たちが不便に思わない

ような工夫（セーラーを被りではなく前開きにする、Ｙシャツの通気

性を良くする等）を重ねて、古き良き景色を残して欲しいなと思いま

す。

94 中町中学校 中学３年生

子どもたちが寒くない、暑くない、機能性をきちんと考えて、制服だ

けでなく、寒い時はタイツをはいていい、など柔軟に考えてくださ

い。女の子は冷えると絶対ダメです。

101 加美中学校
中学１年生;

中学３年生
ジェンダー平等を取り入れていただきますようお願いします。

103 八千代中学校 中学２年生

制服を新しいものに変えるかどうかは、まだ先の課題としても良いと

思う。

まず、統合にむけての話し合いに的を絞った方が良いのではないで

しょうか？

子供たちのメンタルの方が心配です。

制服を変えることで新鮮さや楽しみもあるかもしれませんが、統合に

向けての課題があれもこれも…となってしまうのかな？というイメー

ジがあります。

子供ファーストで考えてあげて下さい。

ウチの息子は、制服を変えること無くすことにあまり興味を示してい

ません。スミマセン。

107 八千代中学校 中学３年生

成長期真っ只中での購入のため、サイズが合わなくなったりした時に

買い換え易いよう、ズボンやスカートなどは安価で購入できるものに

するか、レンタル制を取り入れたりしていだだけると、その時の体型

に合った制服を着用できるし、家計的にも助かります。

116 中町中学校 中学１年生
女の子でセーラー服だとスカートを結ぶのが難しいみたいなのでブレ

ザーでワンタッチのリボンの方が時間短縮になっていいと思います。



①中学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

118 中町中学校 中学１年生

統合した時の3年生(現5年生)が現在の学生服だと、ボタンを交換する手

間が生じるので、そのまま3年間使える新体制の制服で揃えて欲しいで

す。また、近隣の学校は今の時代に沿った、ジェンダーレスな制服に

変わっているので、時代に沿った変更を願います。

119 中町中学校 中学２年生 タカタータン柄にしてほしい

120 加美中学校 中学２年生 播州織を全面に出して特色ある制服

121 中町中学校 中学２年生 播州織にしてほしい。

125 中町中学校 中学２年生 播州織にしてください。

127 中町中学校 中学２年生 現在在籍しているが、該当してないので愚問

134 中町中学校 中学２年生

今の時代に合わせたらいいと思う。

学生服、セイラー服はもう古い何十年前からあるもので時代に合わせ

てドンドン変えて行くべき

144 中町中学校 中学２年生 播州織の制服

148 中町中学校 中学２年生

新制服に移行されても、下に兄弟がいるので

現行の制服でも可能にしてほしいです。

151 中町中学校 中学１年生 新しい制服の方が良い！

160 中町中学校 中学３年生

価格も安く機能的な物になればよいかと思います。たとえばユニクロ

制の制服を器用している學校もあるとニュースでしていました。これ

からは洗濯も頻繁にでき動きやすいと良いとおもいます。

168 八千代中学校 中学１年生 制服が高ければ無くても良いと思う。

174 中町中学校 中学１年生
セーラー服が良いと思うが、リボンは簡単に取り付けられるものに変

更した方が良い。

175 中町中学校 中学３年生 夏服がストライプのポロシャツなのでチェックは合わない気がします

178 中町中学校 中学１年生

制服の下に着るセーター、カーディガンを夏服の上に着れるように。

今、夏服の上に着れるのは体操服となっていますが、なんか変です。

体操服はかぶるタイプなので、できればカーディガンで羽織るタイプ

がありがたいです。

180 中町中学校
中学１年生;

中学３年生

自転車通や着席して学ぶので女子のスカートのプリーツが無くなるの

で苦労した経験からプリーツ無しかプリーツが少ない方が良いので

は。



①中学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

187 中町中学校 中学２年生

急に暑くなったり寒くなったりするので調整がしやすく、感染予防・

清潔のためにもこまめに洗濯できる体操服がいい。成長に合わせて買

い替えやすい。

191 中町中学校 中学２年生

子供言わく、朝、夕の部活時、着替えるのにネクタイは、不便だと

言っています。見かけより、機能重視の方がいいのでは？ブレザー

は、高校になってからでいいのでは？

197 中町中学校 中学１年生

今年から夏の制服がポロシャツになり、今までのブラウスよりも着心

地がよく、涼しくて気に入って着用しています。アイロン掛けも不要

で、親も大助かりでした。

１つ困ったのが、季節の変わり目の時に、ポロシャツでは寒く、体操

服の長袖をはおったら暑すぎて…という状態になるらしく、今までの

ブラウスの長袖を買ってほしい…ということになりました。ブラウス

にも半袖長袖があるように、ポロシャツにも長袖があってもいいのか

なと思いました。

216 加美中学校 中学１年生 現行のままが、中学生らしくて良いと思います。

227 加美中学校 中学２年生 播州織をイメージできるもの（無理のない範囲で）

232 加美中学校 中学３年生 私服は経済的負担が大きいので制服が良いと思います。

236 加美中学校 中学１年生

統合によって制服が新しくなると上の子のお下がりを着れなくなるの

で、できるだけ高額にならないように、または体操服やウィンドブ

レーカーなど今までのものが使えるような配慮があると嬉しいです。

241 加美中学校 中学２年生
夏服の時に冷房で寒いと言う時があります。ジャージの長袖を羽織る

ことを認めるか、何か対策を考えてほしいです。

243 加美中学校 中学３年生
さまざまな意見があり、大変かと思いますが

一度決定された案は変更しないようにして頂きたいです。

245 加美中学校 中学２年生
伸びる素材で、衛生面的にも家で洗いやすい素材がいい

女の子のプリーツスカートはアイロンが大変なのでやめて欲しい

252 加美中学校 中学２年生

自分は中学校はスーツスタイルだったのでセーラーを着たことないの

で、娘は着れていいなと思っていたので残して欲しい気持ちもありま

す。自分の子は対象外なので、ブレザーは高校で着るのでスーツスタ

イルにしました。

254 加美中学校 中学２年生

制服は変えなくてもいいのではないかと思う。現時点で3つの中学の制

服は大体同じだと思うので、そのまま使えると思う。今までと同じだ

と今まで通り兄弟や知り合いからの制服が使え、家庭の負担が減りあ

りがたい。

259 加美中学校 中学３年生
ジェンダーレスな制服であって欲しいと思います。多様性と言われて

いる時代に合った考え方が必要だと思います。



①中学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

262 加美中学校 中学２年生

少しだけでもいいので播州織の生地を使って地元の企業に貢献して欲

しいと思います。高い広告料を払わずとも、未来ある子どもたちが身

につけることで広告塔となります。

給食エプロンも各自用意すると聞きましたが、播州織のエプロン、ま

たは三角巾だけでもいいと思うし、またカッターシャツを播州織にし

て制服は既製品というのもありかな、と思います。

263 中町中学校 中学１年生

アンケートを取る事によって、様々な意見が出て収集がつかなくなる

のではないか？現行のままで、何か意見が出ているのであれば別です

が。

277 八千代中学校 中学３年生
中学3年間で 成長に合わせて買い替えが出来るように、出来るだけ安価

なものにすればいいと思います。

278 加美中学校 中学１年生
現状の制服を譲ってもらう家庭もあるので、家庭の負担その点の考慮

をお願い致します。

280 加美中学校 中学１年生
ブレザータイプになった時たかタータンは使用しないで欲しい。もう

少し落ち着いた色合いが好ましい。



②小学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

※お子様の意見などもこちらへご記入ください。

7 八千代小学校 小学１年生 夏はポロシャツも選べるようにしてほしい。

9 八千代小学校 小学６年生

決して安いものではないので、お下がりができるよう今まで通りでい

いと思う。全て新調すれば、靴、体操服、鞄、雨具、自転車やらで10

万程になる。（部活一式別）

10 八千代小学校 小学１年生 統合する前から制服を全中学校同じのにしたほうがいいと思います。

12 八千代小学校
小学１年生;

小学３年生
緑色とか着ていてかっこいい制服がいい

13 八千代小学校 小学４年生

統合をきっかけにジェンダーレスに配慮した制服にしていただきたい

です。

高価なブランドや素材も避けたい

21 八千代小学校 小学５年生
制服や学校で必要なものを購入する際、助成があるものは所得制限な

しで対応してほしい。

22 八千代小学校 小学５年生 ネクタイとリボンも選べるようにして欲しい

23 八千代小学校 小学２年生 費用がかかり過ぎないものが良いです

27 八千代小学校 小学５年生 制服は高額なので兄の制服をそのまま着てほしい

28 八千代小学校
小学１年生;

小学３年生
制服と私服の併用も検討してはどうか？

29 八千代小学校 小学３年生
ジェンダー教育の観点から、制服を男女で分けるのでなく、個人的に

は男女ともパンツスタイルでもよいと思います。

32 八千代小学校 小学１年生 夏は男女ともポロシャツにしてほしい。

34 八千代小学校 小学３年生 ジェンダーレス制服がいいと思います。

35 八千代小学校
小学２年生;

小学４年生

LGBTに配慮して男女関係なくパンツスタイルやスカートなど選べると

良いかと思います

38 八千代小学校
小学４年生;

小学６年生
自宅で洗濯できる素材だと嬉しいです。

40 八千代小学校 小学３年生

今時の制服には詳しくないのですが…

○現行の制服のままになっても、新しい制服に変更になってもホーム

クリーニング出来る素材にしてほしい。値段も安いとありがたいで

す。

○夏場はポロシャツなどアイロンの必要が無いものにしてほしい。

○多可町の冬は寒すぎるので、スカートの下に厚手のタイツOKにして

あげてほしい。冷えは生理痛も悪化するので、子供の体調に合わせら

れるよう柔軟な校則にしてほしい。昔、教師の理解が得られず苦労し

ましたので。

43 八千代小学校 小学３年生 動きにくいカッターシャツを着たくない。

47 八千代小学校 小学３年生
スカートやスボンどちらでも選択可能な幅広い制服にしてほしい。ス

カートの色、スボンの色など



②小学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

※お子様の意見などもこちらへご記入ください。

48 八千代小学校
小学１年生;

小学４年生
洗濯機で洗えるものが有難いです。

54 杉原谷小学校 小学４年生
現金制服のままで、下はズボンスカートを選べる選択肢があれば言い

と思う

57 八千代小学校 小学４年生 現行制服でもパンツ、スカートを選択できるようにしてほしい

65 中町北小学校

小学１年生;

小学３年生;

小学４年生

自宅で洗濯できるタイプだとすごく助かります。

69 杉原谷小学校
小学３年生;

小学５年生

姉が中学生ですが、現在の女子の制服、セーラー服は暑くても脱げな

いので、季節の変わり目はとても困っているようです。

男女とも上着を脱いで体温調節できる制服を望みます。

79 中町北小学校
小学３年生;

小学４年生
中学生らしさを失わない制服にしてほしいです

82 松井小学校 小学２年生

スカート丈や靴下の長さ等々、不必要に規定しなくて良いようなス

マートな制服にしてほしいし、またそのような校則をたくさん作るの

もやめてほしいと思います。制服周りのYシャツや靴下、靴等に関して

も、多可町には学用品を購入できる店が少なく、店が近い人もいれば

遠い人もいますので、インターネット等でも簡単に揃えられるよう、

色やデザイン等の制限をなるべく少なくして欲しいと思います。

84 松井小学校 小学２年生

制服をはじめとした、意味の分からない校則、規定を是非見直してく

ださい

（今もあるのかは分かりません。私が在学時は靴下の長さや肌着の色

等、理由のつかない型にはめるだけの校則があり、実際に指導された

記憶もあります。）

85 松井小学校
小学３年生;

小学４年生
小野高校のような制服が可愛らしくていいなと思います。

86 中町北小学校
小学２年生;

小学５年生

田舎っぽくないスタイリッシュなデザインにしてください。田舎だか

らこそ、田舎っぽくない制服希望です

90 松井小学校 小学１年生 動きやすさ等機能性に優れたものがいい。

92 杉原谷小学校
小学１年生;

小学５年生
価格面を抑える制服を考えて欲しい。

101 松井小学校 小学４年生
セーラー服の首元、鎖骨の見える三角部分が隠れる物にしていただき

たいです。

108 松井小学校 小学３年生
高校になるとブレザーやスーツスタイルが多いので従来通りのセー

ラー服などがいいんじゃないかなと思います。

111 中町南小学校 小学６年生 子供が該当してない年なので愚問

121 八千代小学校 小学５年生 子供たちがデザインを考える



②小学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

※お子様の意見などもこちらへご記入ください。

122 中町南小学校 小学４年生 兄の制服を使いたいので、今の制服だと助かります。

125 中町南小学校 小学５年生
我が家は2着制服を１から購入するとなるとかなりの出費になります。

それは大変困ります。

126 松井小学校
小学２年生;

小学４年生

制服の形は決まったもので異論はございませんが、制服は校内の風紀

を正すのに必要なものだと思いますので、私服は反対です。

127 中町南小学校
小学３年生;

小学５年生
制服の金額と丈夫さのバランスを吟味して欲しい

131 杉原谷小学校
小学２年生;

小学５年生

シャツをなるべく透けないようにしてほしいです。例えば、白じゃな

くて色物にするなど、下着等が透けて見えないようにしてほしいで

す。（冠婚葬祭でも使える程度の色物）

リボンやスカーフは結ばずに簡単につけ外しができるタイプがいいで

す。

子供は私服がいいそうです。小学校は私服なのに、なんで中学校にな

ると制服になるの？と疑問があるようです。

毎日同じ服を着るより、好きな服を着たいと言っていました。

143 中町南小学校 小学６年生 数年間は兄弟のお下がりを着ても大丈夫にして欲しい。

145 中町南小学校
小学１年生;

小学４年生

ネクタイやリボンになった場合は、子どもがすぐに装着できるように

結ばなくてもよいネクタイやリボンにしてほしい。首の部分がゴムに

なっているものが良い。

152 中町南小学校 小学５年生 下の子もいるので、制服がかわるのであれば現5年生からにしてほしい

153 杉原谷小学校 小学１年生 夏服はスカート、冬服はズボンの選択ができれば良いと思います。

156 中町北小学校
小学３年生;

小学５年生
女子もネクタイで良いと思う

158 杉原谷小学校 小学１年生

あまり値段が高くなりすぎない

洗濯できる

動きやすい

160 中町北小学校

小学２年生;

小学４年生;

小学６年生

新しくするのであれば、絶対に地元産業の播州織を使用するべきだと

思う

地元産業の活性化、多可町らしさが出て良いと思う

しかし、家計への負担を考えるのならば、現行のままの方が良いと思

う（兄弟や知り合いからのお下がりが使用できるならば）

170 中町南小学校 小学２年生
最近ニュースでよく見るユニクロ制服とか安いもので成長にあわせて

簡単に買い換えられるものがいい

173 中町南小学校
小学１年生;

小学３年生

お金がかかるので私服がいい。子供は楽なので私服がいいと言ってい

る。



②小学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

※お子様の意見などもこちらへご記入ください。

174 中町南小学校
小学３年生;

小学５年生

・寒い時期タイツやハイソックスOKにして欲しい。(制服の種類(ブレ

ザー)によっては紺色も可能で。ブレザーなら通学靴ローファーもOK

で)

・ブレザーならベスト・セーターも欲しい

・タカタータンの緑チェックは取り入れないで欲しい。

・購入に関して補助金など出るとありがたい。

・新制服になるならデザイン色など子供達の意見やアンケートで選ば

せて欲しい。

176 杉原谷小学校 小学５年生

我が家は子供が兄のお下がりが着れるならそれで良いし、皆が違えど

気にしない性格ですが、同じでないとと思う子もいると思います。

現在小5なので、中学入学時にどちらでも良いか、新制服を購入か決め

てもらいたいです。

中途半端に中学3年で購入し、１年だけ着用はもったいないように思い

ます。

188 中町南小学校 小学５年生
現代的に男女間が出るようなものは時代的に合わない    リボン  ネクタ

イに限らず男女で統一するべき

189 中町北小学校
小学１年生;

小学３年生

カッターシャツ、ブラウスは、アイロンかけなくても大丈夫な素材だ

といいかなと思います。

199 中町北小学校
小学３年生;

小学６年生
体操服を小学校、中学校一緒にしてほしい

209 中町北小学校 小学５年生
男子はネクタイ不要

210 松井小学校 小学５年生 女子の制服は、スカート、パンツが選べるようにして欲しい。

213 中町北小学校
小学３年生;

小学５年生
体操服なども全て現5年生からだと助かる

214 中町南小学校 小学３年生
制服があるなら、スーツスタイルがいいけど、私服でも良かったで

す。

221 松井小学校
小学３年生;

小学５年生
ユニクロ制服等の導入事例も詳しく知りたい。



②小学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

※お子様の意見などもこちらへご記入ください。

224 八千代小学校
小学３年生;

小学５年生

新制服を導入する時期は、令和8年度新1年生は新制服で、2・3年生は

各家庭で決めてもいいのかと思います。兄弟がいると回せたりするか

ら。

我が家は、8年度に3年生と1年生になるので6年度から新制服が望まし

いです。体操服も同様に、どちらを着てもいいようにして欲しいで

す。(上の子の分があるので。)

希望はブレザーですが、夏でも長袖を着られるようにして欲しいで

す。春や秋でも気温が様々だし、バスで通学となると寒くなるときも

あると思うので、夏服＝半袖と決めつけないでほしいです。

また、カーディガンやタイツ等も気温の変化に臨機応変に対応できる

ように使用させて欲しいです。

232 中町南小学校
小学３年生;

小学５年生

登校時はネクタイ着用のルールが要ると思います。

ワンタッチネクタイ等があれば、親としてはありがたい。

235 松井小学校
小学３年生;

小学４年生

女の子でもパンツスタイルを選べるようにしてほしいです。播州織に

こだわられるかと思いますが、上品なチェックにしてほしいです。あ

の緑色のチェックはかわいいけどダサいです。

冬は寒いので、タイツをはかせたいですが、白いスニーカーに黒いタ

イツはへんですけど、黒い靴はだめでしょうね。せっかくなので、都

会の私立みたいなかわいい制服にできればいいですね！古い考えにこ

だわらずに。少なくともおじさんに決めてほしくないです。偏見です

みません。

236 中町北小学校 小学５年生
現在中学生に兄弟がいるので、新制服に変更になっても、現行の制服

着用を許可してほしいです。

238 中町南小学校 小学４年生 中学生は中学生らしくセーラー服が良いと思います。

240 八千代小学校
小学３年生;

小学５年生

制服が変わるこの機会に、男女関係なく選べるものになったらいいな

と思っています。また夏服、冬服はあるのか、ウインドーブレーカー

はどうか、体操服はどうか気になっています。

241 松井小学校 小学１年生
近隣の高校でセーラー服はないと思うので、中学時代はセーラー服を

着させてやりたい。ブレザー等は高校へ行けば着られるので。

256 中町南小学校 小学５年生

現小学５年生です。中学３年の時に統合予定です。お下がりをもらう

予定でいました。統合期間は１年しかないので新制服でも旧制服でも

選べるといいな、と思いました

262 松井小学校 小学４年生 兄の制服を着用したいので、できたら変更がないと助かります。

268 中町北小学校 小学３年生 学校生活は、体操服で過ごしたら良いと思う。



②小学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

※お子様の意見などもこちらへご記入ください。

269 杉原谷小学校 小学３年生

兄弟姉妹のお下がりを着る予定だった家庭もあると思うので、新制服

は推奨しても、どの中学校の制服でもOKで、期限はなしでもいいので

はないかと私は思います。他地域から転校してきた場合も、転校前の

制服でも受け入れてくれる学校がいいな、と思います。

280 松井小学校 小学２年生 安くて丈夫が一番

284 杉原谷小学校 小学６年生
セーラー服は、下に着込めないので、冬は寒いです。だから、ブレ

ザー希望です。

290 杉原谷小学校
小学４年生;

小学６年生
小中一貫になるのであれば、制服は不要とおもいます。

296 中町北小学校
小学２年生;

小学４年生
高価じゃないほうが、良いです。

299 中町南小学校 小学４年生 途中で制服を買い替えないといけないのは経済的にきついです。

305 八千代小学校 小学４年生 制服が高ければ無くても良いと思う。

307 松井小学校 小学３年生 シャツになるなら　形状記憶でアイロンが要らない仕様が有り難い

308 中町北小学校 小学４年生
統一によって、制服で（そのほかの点でも）保護者や生徒に負担がな

いよう町が全面的に子育て支援としてサポートすべきだと思う。

314 八千代小学校 小学４年生 選べるサイズを豊富にしてもらえたら嬉しいです。

317 中町南小学校 小学３年生
動きやすく、成長とともないそのつど購入できるように、できるだけ

安価な制服にして欲しいです。

320 松井小学校 小学６年生

制服を変更するのは良いと思いますが…

学校の中でバラバラの制服になるので小五の子からじゃなく小6の子か

らでもいいかと思います

326 杉原谷小学校 小学３年生

学ラン、セーラー服は時代遅れだから変えてほしい

体操服、制服デザインの候補もアンケートをとって公表してほしい

制服購入に補助金を出してほしい

子どもからは、特に意見ないそうです

331 中町南小学校

小学１年生;

小学３年生;

小学５年生

リースをすることも考えてほしい。

体操服など、そのまま使えるものもあってほしい。

制服の値段を下げてほしい。

334 松井小学校 小学２年生 冬場は寒いのでカーディガンを羽織るなどをオッケーにしてほしい。

335 八千代小学校 小学５年生 制服があるので、新たに購入するのに抵抗がある

338 中町南小学校
小学２年生;

小学５年生
シャツは、ノーアイロン



②小学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

※お子様の意見などもこちらへご記入ください。

339 杉原谷小学校
小学２年生;

小学５年生

中学校の支度は、何かと高額です。制服に限らず、ウインドブレー

カーやジャージ、自転車の購入なども高額すぎると感じます。

近年、高額な制服を負担のないものにする為、ユニクロの制服を導入

している自治体もあります。ぜひ中学校の統合を機に、中学校の支度

が家計の負担にならない方法を考えていただきたいです。

345 中町南小学校
小学３年生;

小学５年生

成長期の子供が毎日着るものなので、買い替えなどしやすい価格の安

いものにしてくださるのが一番です。ニュースでユニクロの価格の手

頃なものをみましたが、そういうのがいいです。高いものは必要あり

ません。高いものは本当に無駄なだけです。

356 中町南小学校 小学１年生

現在の制服とブレザーとでは値段が違うのか。入学時は自転車を購入

したりとかなりお金がかかるので出来るだけ安い方がよい。

毎日着て汗もかくのに、なかなか洗濯しにくいので、私服の方が良い

のかとも思ったりもする。

364 八千代小学校 小学５年生 価格が高すぎないもので、しっかりしたもの

365 中町南小学校
小学２年生;

小学５年生

制服ベースで、私服も入れつつ、自由がいい。　プリーツスカートは

プリーツが取れてしまうので、やめてほしい。プリーツがいるのな

ら、サイドにあるようにして、お尻の下にはプリーツをなくしてほし

い。

367 松井小学校
小学３年生;

小学５年生

・アイロンのいらない制服にしてほしい。

・ポロシャツ(色や時期指定 可)を積極的に取り入れてほしい。

・汚れや 下着 、汗染みなど気にならないようにするために白シャツを

辞めて 濃いめのチェック生地のシャツ、ブラウスを取り入れてはどう

か？

その場合、下は無地のパンツ、スカート 、(スカートに見えるがパンツ

タイプになっているもの)が良いと思う

368 杉原谷小学校 小学４年生

制服変更となると、統合前の数年、制服が揃わないか、統合後の数

年、制服が揃わないかの選択になりますね。これらが違和感なら現行

となりますし、ジェンダーフリーへの配慮を、ということなら、変更

になりますね。

378 中町南小学校 小学４年生 かわいいデザインにしてほしい

379 八千代小学校 小学１年生 アイロンがいらないシワになりにくいシャツ希望

382 杉原谷小学校 小学４年生

ユニクロやワークマン等の洗えるスタイルのスーツ制服の導入を　高

価な生地などを使用せずその時に合ったサイズを買い替えが手軽で着

心地も良い物を検討して欲しいです。

388 杉原谷小学校 小学４年生 播州織はやめてほしい。緑色は嫌。

391 中町北小学校 小学１年生 靴も指定にしてほしいです。



②小学生の保護者の意見

Ｑ１　お子様の

学校名

Ｑ２　お子様

の学年（現

在）

Ｑ６　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構で

すのでご記入ください。

※お子様の意見などもこちらへご記入ください。

393 八千代小学校
小学２年生;

小学５年生
制服代を安くつくようにしてほしい

398 杉原谷小学校
小学３年生;

小学５年生

制服のシャツはノンアイロンの生地のものがいいです。

値段が高くなるのなら、選べるようになればいいなと思います。

399 松井小学校
小学４年生;

小学６年生

今の3つの中学それぞれの制服は、大体同じだと思うので、統一性があ

るし、そのままでいいと思う。そのまま使えると兄弟の物が使える

し、家庭の負担が減り、ありがたい。

400 中町北小学校
小学３年生;

小学６年生

制服に係る費用をできるだけ、抑えてほしいです。子ども達が着脱や

動きやすいものがいいです。

うちには、男の子と女の子がいますが、男の子は学ランがよく、女の

子はセーラー服も着てみたいけど、パンツスタイルがいいと言ってい

ます。 難しいですね…。

405 八千代小学校 小学４年生 今の制服が、中学生らしくて良いと思いました。

408 中町南小学校 小学４年生 上の子の制服をそのまま使いたいです。



③中学校の教職員

Ｑ３　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構ですのでご記入ください。

1 制服を設定していても着ないという選択ができる制服選択制を導入すべきである。

3

氷上中学校出身です。進学と同時に制服が変更された年代です。当時は学ランとブレザーが混同

していましたが、特に問題はなかったように思います。私が経験した様式と同じになるように選

択させていただきました。

6
着脱のしやすさを考慮すると，従来の詰め襟・セーラー服では女子のセーラー服が厚くても調節

しにくい問題があった。

9
性別問わずパンツかスカートを選べるのは必要かと思います。ブレザースタイルよりスーツスタ

イルの方が中学生ぽいかな・・・

11
カーデイガンや靴下などの小物類は自由にして良いと思います。セーラー服、詰め襟も男女選択

可にしたら良いと思います。

12 統合時の保護者負担が軽減出来るようにお願いしたいと思います。制服、通学費など。

13 防寒対策しやすい制服がよい。

16

デザイン系の進学を目指している生徒が、多可町の新中学校の制服をデザインしたいという夢を

持っています。生徒に限らずですが、制服のデザイン案を一般公募してみるのはどうでしょう

か。一度ご検討ください。

18 衛生的に保てるよう、洗濯可能なものがよい。

19

私服だと、ブランドにこだわったり、過度な競争になりかねない。また、生徒指導上の問題（学

校生活にふさわしくないもの）もありえるので、制服がいいと思います。保護者の負担にならな

いよう、なるべく安いものを。

20
私服が望ましいと考えていますが、少なくともジェンダーレスの制服を統合前からいち早く取り

入れるべきだと思います。

23
・ブレザータイプならば、ネクタイやリボンを簡易的に装着するようなものにするのか、通常の

ものにするのかも検討していただければと思います。

25 リボンかネクタイも男女関係なく選べるようにしもいいのではないかと思います。

32

１　現行の制服は高価なのでない方が良い。

２　制服が必要ならば、安価なものがよい。

３　名札あるいは、体操服の名前の位置、左胸、片下５ｃｍ辺りになると良い。

　　総合し、生徒数が増えると名札や名前を見る機会が多くなる。

　　現行は制服も体操服も胸の位置にあり、年頃の女子生徒などは、気になるようなので

　　位置を現行より１０ｃｍ程度上へ、ずらしてほしい。

35

制服なしという案も多いかと思いますが、新しい学校の統一感や統合するだけが大変なので、制

服を止めるという決定は、統合後の相談が良いのではないかと思います。ただ、ズボンを履きた

い女子にも配慮して、性別を問わない形には統合後一旦してほしいとは思います。



③中学校の教職員

Ｑ３　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構ですのでご記入ください。

37

職員、生徒、保護者の皆さんがどう感じているかで決めていけば良いと思う。

制服を導入するならR8開校時にそろっていた方が良い、とは思うし、

そろえるならより自由度の高いブレザータイプが良いと思う。

制服ありき、で考えるのならそうなる。

また、人口増加を狙う町の戦略としてなら、町外の人に「引っ越してでも統合中学校の制服が着

たい、着せたい」と思わせるくらい、話題性があり、飛び切りかっこよく、かわいらしく、清楚

なものを…とも思う。

ただ、将来を見据え、これからの中学生に制服は本当に必要？と考えると疑問が生じる。

制服の有無を考えるのは統合のこのタイミングしかない。学校が動き出せばなかなか変えられな

いからだ。詰め襟やセーラー服がノスタルジーとしては良くとも機能的には今の生徒や気候にそ

ぐわないと感じながら、変えられない現状がある。今は制服の意義を考える良い機会なのだ。

学生服自体も存在意義がずいぶん揺らいできているように感じる。

他校と区別がつきやすいという教師の側の生徒指導上の利点や

ファッションとしてかわいらしい(かっこいい)制服が着たいとか、

毎日着るもの考えなくて楽でいいから　という生徒のニーズ、

手間やコストがかからない方がうれしいという親の希望も当然あるだろうが

制服のない小学校の現状に照らしても、本当にこれからの中学に必要と言えるのだろうか？

また、ジェンダーフリーの視点から男女の差なく着こなせるものを…という流れの先に

制服からもフリーに　という声が聞こえてきそうである。

42 今のポロシャツに合うようなものならスーツスタイル・ブレザーどちらでも良いと思います



④中学生

Ｑ１　学校名

（一つ選ぶ）

Ｑ２　学年

（現在）（一

つ選ぶ）

Ｑ５　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構です

のでご記入ください。

6 中町中学校 中学２年生

自分は今の制服に投票したのですが、やっぱり自分の中ではスーツやブ

レザーなどは高校生のイメージが強く、初めて決められた制服を着るこ

とになる中学生にはまだ早い気がします。世間から見ましても高校生と

中学生の制服にはやはり別々のイメージがあるのではないでしょうか。

ぜひ参考にしていただけたら幸いです。

7 中町中学校 中学２年生
スカートやズボンだけでなく、ネクタイなども選べるようにする方が良

いと私は思います

11 中町中学校 中学３年生 体操服でいい着替えてる時間が勿体ない

15 中町中学校 中学２年生
制服が変わると、多可町の中学校では、ない感じがしてしまう。出来れ

ば今のスタイルを続けて欲しいです。

20 八千代中学校 中学２年生 セーラー服は着るのが大変

37 八千代中学校 中学３年生 女子でも体温管理ができるように脱ぎ着できる制服が良いと思います。

41 八千代中学校 中学２年生 セーラー服は、暑いときに脱いだりすることができないから不便

43 八千代中学校 中学１年生
性別関係なしにするのなら、全員ズボンとかで統一したほうがいいと思

う。

53 八千代中学校 中学２年生 今の制服がダサい

54 八千代中学校 中学３年生 派手な色はやめて下さい

56 八千代中学校 中学２年生
２着も制服を買うとお金がかかるから、５年生が中学生になるときから

制服を変えたほうがいい

57 八千代中学校 中学２年生 制服は必要ない

65 八千代中学校 中学２年生 私服は流石に恥ずかしいかなと思います

68 八千代中学校 中学２年生 今の詰襟とセーラー服も「性別問わず」にしたほうが良いと思います

69 八千代中学校 中学２年生

2時間目が体育の時、朝練の後制服に着替えて1時間目の後にまた体操服

に着替える、5時間目が体育の時、5時間目が終わってから制服に着替え

て、6時間目が終わった後掃除の前にまた着替える、のが大変なのでそ

ういう場合は着替えなくてもいいようにしてほしいです。

77 八千代中学校 中学３年生

先生たちが服装を統一するのが必要と考えているのならブレザーがいい

と思うけど、統一する必要がないと考えていられるのなら私服でいいと

思う

82 八千代中学校 中学３年生 どんなものでもいい

84 八千代中学校 中学３年生 制服でも私服でもどっちでもいいと思う

87 中町中学校 中学３年生 私達も制服に縛りがなければよかったなと思いました。

89 中町中学校 中学１年生 春や秋の体温調節が出来やすいものが良い

100 中町中学校 中学３年生
制服が変わるのであれば、タカタータンは使わずにオシャレな制服にし

てあげてください。

144 加美中学校 中学３年生 可愛い制服がいいです。



④中学生

Ｑ１　学校名

（一つ選ぶ）

Ｑ２　学年

（現在）（一

つ選ぶ）

Ｑ５　制服に関してご意見がございましたら、どんなことでも結構です

のでご記入ください。

145 加美中学校 中学３年生 かわいいのにしてください

148 加美中学校 中学２年生 破れにくく汚れが目立ちにくい制服が良いと思う

149 加美中学校 中学３年生 生地を誰もが着れるようにする。

153 加美中学校 中学３年生 いいと思います。

164 加美中学校 中学３年生 スカートを短くしたほうが、夏が涼しいです

166 加美中学校 中学３年生 可愛い制服のほうが学校に行きやすくなると思います。

168 加美中学校 中学３年生 肩パットをなくしてほしい

172 加美中学校 中学３年生
学ランの襟で首が痛くなったり肩が凝ったりしたのでそのようなことが

ないようにしてほしい

195 加美中学校 中学１年生 スカートが嫌なので女子はズボンも選べるようにしてほしい

196 八千代中学校 中学１年生 女子の足がさむい

209 加美中学校 中学１年生 男女関係ない物がいいと思います。

211 加美中学校 中学１年生

学ランやセーラー服は中学生だから着れる、という憧れを持っている人

も少ないと思うし、高校生になるとなかなか着る機会もないので今のま

までいいと思います。

214 加美中学校 中学２年生 女子でもズボンがあるのがいいです。


