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第６回有田市立中学校統合準備委員会 議事録（要点筆記） 
日 時 令和２年 10 月 22 日（木） 

 19:00～21:10 
場 所 有田市民会館 第１会議室 

役職  氏 名 出 欠 役職  氏 名 出 欠 
保護者代表 伊藤 房次 

（副会長） 

○ 地域代表 花野 仁志 ○ 

保護者代表 岡田 智克 ○ 教職員代表 江川 裕章 ○ 

保護者代表 岩﨑 昌司 ○ 教職員代表 川嶋 啓生 ○ 

保護者代表 豆塚 智江 ○ 教職員代表 丸谷  昌 × 

保護者代表 仲二見 誠 ○ 教職員代表 井上 寿子 ○ 

保護者代表 小林 義明 ○ 教職員代表 松本 吉晴 ○ 

保護者代表 田中 清寛 ○ 教職員代表 関   大悟 ○ 

保護者代表 淺井 宏吉 ○ 有識者 伊藤 隆教 
（会長） 

○ 

保護者代表 川島 寿哉 ○ 有識者 脇村 重徳 ○ 

保護者代表 阿部 朋寛 ○ 有識者 藤本 禎男 ○ 

保護者代表 中村 行男 ○ 教育長 田中 政彦 ○ 

地域代表 中本  満  
（副会長） 

○ 教育委員 栗山 博子 ○ 

地域代表 木村 武弘 ○ 教育委員 狗巻 孝幸 ○ 

地域代表 中井 宏幸 ○ 教育委員 伊藤 嘉史 ○ 

地域代表 川口  隆 ○ 教育委員 中尾 忠弘 ○ 

地域代表 久保 雅紀 ○ 市（経営管理部長） 嶋田 博之 ○ 

地域代表 嶋田 淳 × 市（経済建設部長） 河野 孝司 ○ 

地域代表 児嶋 陽徳 ○    

事務局出席者 
教育次長：谷輪吉伸 教育総務課長：伊藤正人 教育総務課主幹：筋原 章 統括指導主事：森 元 
総務係長：田中康元  主事：上野山倖平 主事：上野山富貴  専門教育監：御前充司 

１．開会 

事務局    時間となりましたので、ただいまから第６回有田市立中学校統合準備委員会を開催い

たします。 

       それでは、教育長より挨拶を一言よろしくお願いします。 

 

２．教育長挨拶 

教育長    皆さん、こんばんは。お昼間、お仕事でお疲れのところ、また、夜分、足を運んでい

ただきまして、有田市立中学校統合の委員会に御出席をいただきありがとうございます。 

       今回、第６回を迎えます。これは、令和元年度に発足して、第６回目の会議になって

います。 
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       令和４年の４月１日に、初島中学校を統合する。その後、令和６年の４月１日に４校

の統合ということで、現在、着々とその準備が進んでいるところでもあります。 

       以前にも少しお話をしたように、今年度の３月、設置条例が有田市議会を通過しまし

た。これで、令和６年４月１日有和中学校を箕島中学校の敷地に設置をするという条例

が通りました。 

       その後、設計の費用も予算化をされて、設計もどんどん基本設計から実施設計に向か

っているところです。 

       そういうこともあり、先ほどお話ししたように、令和６年には４校が、有田市内の中

学校が一堂に会して、お互いに切磋琢磨して、すばらしい資質を身につけてもらって、

有田だけでなくて、日本国内でも誇れるような、そういう人間を育てていきたいという

のがバックボーンとして、大きな願いとしてあります。 

       今日の議題が非常に多いようで、制服のこともありますし、靴・かばんのこともあり

ます。校章もありますし、校歌もあります。 

       その後が、通学路等々のことについても連絡させていただくということになっており

ます。 

       最後に、設計の話を最初にさせていただきましたが、今日は、校舎の設計の概要をプ

ロジェクターによって見ていただくということになっています。 

       まだまだ設計は固まっている、これで決定というところではないのですが、一応概要

ということでお知りおきをいただけたらと思います。 

       どうも、本日、協議よろしくお願いいたします。 

事務局    ありがとうございました。 

       それでは、会長、議事進行をよろしくお願いします。 

 

３．議事 

会長     こんばんは。それでは、議事に移りたいと思います。 

       １番目の制服等の決定につきまして。 

       ただ、このことにつきましては、前回の準備委員会で、選定結果を確認して、メー

カー、業者を決定していくということについて、皆さん方の承認・了解を得ているとこ

ろでございます。 

       本日の説明、本日までの経緯、アンケート結果等々、十分見ていただきながら、決定

に進んでいきたいと考えます。 

       それでは、説明、よろしくお願いします。 
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事務局    失礼します。推進部会を経ての提案でありますので、本当は、推進部会の部会長から

提案いただいたら良いのですが、推進部会からの提案が、本日は多くございます。この

制服等についての提案については、いろいろ説明、前置きもしたいこともございますの

で、私のほうから説明させていただきます。 

       どのように制服を決めるかということにつきましては、昨年の第２回準備委員会で選

定方法が決定して、それ以来、それに基づいて進めてまいりました。 

       例えば、今、箕島中学校で制服を新しくする、文成中学校で制服を新しくするという

と、一つの業者でありますので、その業者さん、そのメーカーさんの品物で新しい制服

サンプル持って来るという話になるわけですが、有田市全体を統合する、４校統合しま

すと、制服で４つの業者、体操服については５つの業者、メーカーさんが入っておりま

す。 

       だから、今までの付き合いのあるメーカーにするというふうに頭から決めるわけにい

かないというところで、コンペ方式、要するに、それぞれがサンプルを持ってきてもら

うという形で、しかも、それを該当する小学校５年生以下の保護者さん、幼稚園、保育

所も含む保護者の皆さんと、小学校、中学校の先生方に投票を頂きました。今日は、そ

の結果が１枚めくったところにございます。 

       結論から申し上げますと、推進部会としては、この投票の結果を尊重してといいます

か、この結果に基づいて承認いただけたらなというのが、推進部会からの提案でありま

す。推進部会でも協議したのですが、僅差ではあるのですが、これを覆すような理由が

なかったということです。 

       このサンプルを各業者、メーカーが出してくれたのが、１０月３日から５日の第２回

展示会です。後ほど、パワーポイントで会場の様子も見ていただきますが、来てくださ

った保護者や先生方は、ものすごく熱心に見てくれました。自分の１票、我が子の１票

が大きく左右するわけではないんですが、半日見て、見比べて、それでも、家へ帰って

もう一回検討する、あるいは、２日間にわたって来てくれるというような保護者さんも

ございました。 

       そのサンプルの展示につきましては、第１回展示会での保護者アンケートに基づいて、

例えば値段、できるだけ安くしてほしいとか、安くていいものにしてほしいとか、そう

いうことも伝えてのサンプル展示だったので、相当値段は抑えて良い物を展示してくだ

さったように思います。その展示会のパンフレットは、今日は袋の中で資料として置か

せていただきました。 

       投票結果ですけども、制服については、投票結果で一番多かったのは、この一番立派
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なパンフレットになるのですが、Ｂの２という制服、一番下に大谷被服産業株式会社と

ある、これのＢの２というのが、制服が一番多かったです。 

       それから、体操服については、Ｅの１、表にＡの１の制服があるパンフレットの中の

Ｅの１のというのが一番投票結果多かったものです。それぞれのパンフレットには、そ

れぞれの値段も明示しております。消費税込みの値段です。 

       それで、例えば、値段が安いというのは、上下で幾らという表示があるのですが、会

社によっては、今の中学生、ズボンもスカートも夏用と冬用があるんです。でも、うち

の会社は夏冬兼用ですよという会社がこの中にあります。だから、そこは安くなるわけ

です。夏冬兼用じゃないけども、上下合わせたら、うちは一番安いという、足して２万

８,０００円ぐらいの会社もあります。これも安いです。 

       でも、お母さん方が選んだこのＢの２というのは、実は、上下足し算したら、この中

ではちょっと値段が高い。値段が高いと言っても消費税込みで３万６,０００円ぐらい

ですけども、今の中学生の学生服も大体それくら費用がかかっているようです。だから、

そんなに高いものでないのですが、例えば、１枚、２枚、３枚、４枚、５枚めくってい

ただいたところに、このページですけども、ちょっと細かいところになります。お母さ

んらは、このようなところを見たということは、会場でインタビューをさせていただき

ました。中学生は体が大きくなります。それで、一つは、袖が長くできる、これはどこ

でもあるんです。それから、スラックスの裾が折り返しをほどいたら長くなる。これも

大体どこでもあるんです。ところが、ないのが、その右側なんです。恐らく、これが決

め手だったのかなと思うのは、スカートのウエストの部分が内側に長く二重折りになっ

ているんです。これは、他のメーカーにないんです。似たような物はあるのですが、他

のメーカーにスカートの丈を長くできますかと聞くと、ほとんどできないということで

した。 

       私は、教えてもらったお母さんに方々聞くと、このスカートの丈を長くできるのは、

ここだけで、裾を折り返しているのを伸ばすことは、今のスカートではできないそうな

んです。ものすごく特殊なプレスをしているのと、柄が変わるというので、他のメー

カーはそんなふうになっていないんだそうです。ここの会社は、内側で折り込んでいる

ので、中三までに身長が伸びたら、その分、スカートを長くできると。ということは、

買い替えないという意味では、これも安いという言い方になると思うのです。 

       あと、動き易さ、伸び縮みがするとか、消臭効果がどうかというような各種があるん

ですけども、そんなことも分析しての投票結果かなというふうに思いました。 

       ちょっと様子を見ていただきます。このような展示会の様子です。文化福祉センター
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です。（写真を見る） 

       次、行ってください。受付では、コロナ対応をしながらの受付を行いました。このよ

うに準備段階で撮ったのでお客さんは入っていないのですが、結局、決まったのは、た

またま写真に撮ったこのＢの２という左側の制服、これが一番投票結果が多かったタイ

プです。 

       こんなふうに熱心に聞いてくださいました。 

       ここは、ミズノの会社は体操服だけだったので、展示物が少ないんです。他は、制服

と体操服を展示していたのですが、ミズノは体操服だけだったんで、展示は少ないです。 

       これは、カンコー学生服ですけども、左側のほうに制服があって、手前のほうに体操

服があります。 

       はい、お願いします。 

       それから、ちょっと動画でも撮ったので、短い動画ありますので、見てください。会

場の雰囲気です。 

       パンフレットは２,０００部用意していただきました。また、それぞれの制服をつく

るのに、サンプルつくるのに、多分、研究開発費何万円か何十万円か、かかっていると

思います。でも、この中で採用するのは１つやということで、分かって、一生懸命やっ

てくれたように思います。 

       ここまでです。 

       もう一つ、最後の袋の一番最後に、参考資料として、制服の今の値段との比較表をつ

くりました。これもきっちりこの値段になるとは限らないのですが、参考になるかなと

いうことでつけさせていただきました。 

       制服については、現行の男子の詰め襟学生服・ズボン、消費税込みで３万

７,７３０円という例を出していますが、もちろん、もっと安いのもあります。もっと

高いのもあります。これは、制服を買ったお家の領収書から頂きました。 

       カッターシャツは安いです。ただ、カッターシャツは、日常あまり着ないので安いの

で良いのかなというような感じのカッターシャツです。 

       それから、男子の上下で、ズボンと、箕中の場合はポロシャツですね、男子の上下

１万１,５１５円、それから、女子の上下が値段違うのは、今、女の子は、夏スカート

と、上が夏のセーラー服になっているので、男子よりもこんなふうに高くなります。そ

れで、男子だけで合計すると５万２,０２８円、こちろん、これはもっと安い生徒もあ

れば高い生徒もあります。 

       それから、体操服については、これも有田市内のある学校の例ですけども、市の平均
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で１万６,３００円、夏の体操服と冬の体操服合わせた値段です。 

       それから、右側の今回一番票が多かった制服で言うと、男子上下で３万６,５２０円、

長袖のポロシャツで４,９５０円、これは、カッターシャツに比べて高いというふうに

思われると思うんですが、今、市内の中学生が着ているポロシャツとは全然質が違いま

す。パンフレット見てくださったら違うということが感じてくださるかなと思います。 

       男子の上下、夏の制服が１万５,８４０円、これもポロシャツが高い分、このように

高くなります。合計５万７,３１０円。これにまだちょっと仕様調整して、例えば、エ

ンブレムをつけたりとかイニシャルつけたりとか、ここの模様を変えようかというよう

なことが入ると、値段は少し変わってきますが、今のメーカーから頂いている値段でこ

のような感じです。 

       体操服は、今着ている中学生が着ている体操服よりもとても質が良くなります。良く

なりますが、開発努力でこのようにに安くできるということで１万５,０００円ぐらい

になります。 

       それから、２つ目の議題のところでまた申し上げますが、かばんが、現在、市の平均

で６,２００円しています。これを、もう全く自由にしようかと。だから、子供達の生

活に応じて、色も形も自由にすると、もっと安くなる場合もあります。しかし、必ず買

わなければならないというところで、かばんもここで参考としてお示ししました。 

       改めて、アンケート結果を御覧いただきたいのですが、Ｂの２が１８５票頂いていま

す。これは、子供の数で１,７３８枚の投票用紙を配りました。パンフレットと投票用

紙を各家庭に届けました。そのうち、届いたのが全部で７８０票でした。会場で、保護

者から７２票、黄色の部分です、教職員から９票頂きました。 

       でも、先ほど申し上げたように、もう一回、家で考えてくると言って、半分以上は持

って帰られました。 

       だから、学校や幼稚園、保育所で出していただいた中に、会場で御覧になって頂いた

数が大分入っています。とにかく合計して、Ｂ２が一番多かった。僅差でＡの１、メー

カーで言うと、明石ヨットというメーカーなんですが、ここが２番目。 

       体操服については、説明を省きますが、Ｅの１が１３９で一番多かった。これも、Ａ

の制服の会社です。 

       それから、２番が、Ｆの２で、１３０票で、これはＤの制服と同じ会社で、つまりＡ

とＢとで、票を分けたという形になります。 

       推進部会としては、この保護者、先生方の投票を尊重して決定したいというのが提案

です。 



- 7 - 

       長くなりました。以上です。 

会長     ただいま、現在までの経緯等について詳しい説明、状況が分かりました。大体全体像

が分かっていただけたと思うんですが、意見がある方、質問等ございませんか。 

委員     少しお聞きしますが、金額を入れていたということで、この額で保護者の方がオッ

ケーだと言われる判断はあるのだろうと思っています。 

       ただ、１０票ぐらいの差のところで、１位と２位を比べないと、１番が１番で終わり

ですという判断は少し違うかなと思います。やはり１番と２番の差が少ないのでという

ことで、やはりこちらの方が良いということを教えてほしかったなと思います。 

       先だってのこの会議で、金額についていろいろ意見があったと思うんです。僕も全国

平均を見せていただいたんですけれども、有田市って田舎なのか裕福であるのか分から

ないですが、学生服が高いですね、３万７,０００円て。全国平均で大体３万円ぐらい

ですね、上下で。ジャージについても、高いですよね、１万円弱ですよね、全国平均が。

２０１８年の統計ですけども。 

事務局    夏冬合わせてですか。 

委員     そうです。夏冬合わせてかな。違う県のも、やはり１万円ちょっとです。 

       この辺について、保護者の皆さんがこの額で良いと言うのあれば、それ以上僕も言う

気はないのですが、ただ、一応１０票ほどの差で、これがもう決まったというのは。や

はり、１位と２位を見比べて、やはり１番がよかったということが、納得があるのと違

うかなと思います。 

事務局    １票でも多かったんで決まったということじゃなくて、ここで決めていただきたいで

す。最後は、何事もこの準備委員会で決定しているので、だから、推進部会では、この

票のとおりで良いのではないかという提案を今日はさせていただいたんです。 

       だから、本当いうと、皆さんにも展示会来ていただいてとか、パンフレットをもっと

早く配ってとかというプロセスがあればよかったんですけども、この細かい差をみんな

でもうちょっと見比べてみようとか、もし、そういう御意見があったら。 

委員     僕は、何を言っているのか分かっています。私らを集めてこうだったのだから、もう

いいんだよということに聞こえます。今回の資料の中で検討しろと言われることは、そ

れもありだと思うけれども、ちょっと違うかな。やはり、準備委員として、きっちりと

した、これが良いということを、票ではなくて全体の中身を見てやっていることをきっ

ちりとするとこがあると思うんですよ。 

       何か聞いていたら、１票でも多いからこちらが良いと聞こえるから、そのことを聞い

たんですよ。そんなことはないんかも分からないですけど。 
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副会長    それで、どこの業者が、参加したのですか。カンコーとか、ミズノとか言っているが、

参加した業者の説明をお願いします。 

事務局    お手元のパンフレットを見ていただけますか。 

       まず、Ａの制服のＡの１、Ａの２については、業者で言うと、エイコーコジマという

会社です。制服メーカーとしては、明石ヨットというメーカーです、制服をつくってい

る会社です。 

       ただ、体操服は、今回一番多かったのは、Ｅの１と見ていただくと、エイコーコジマ

という業者が扱っているところのデサントというスポーツメーカーの体操服が一番票を

集めたという言い方になります。 

       Ｂの１、Ｂの２という制服については、業者は大谷被服産業株式会社というのが業者

です。この制服をつくっているメーカーはスクールタイガーというメーカーです。 

       それから、Ｃの１、Ｃの２の制服を紹介してくださっているのは、業者名で言うと、

小倉産業株式会社です。制服を使っているメーカーは、カンコー学生服です。 

       それから、Ｄの１、Ｄの２の制服を提供してくださったのは、業者は日伸という業者

です。メーカーはトンボというメーカーです。トンボ学生服のトンボです。 

       これが、制服の４社で、ミズノさんは体操服だけです。よろしいでしょうか。 

副会長    体操服のほうはミズノがやはりちょっと値段が高かったのですか。 

 

事務局     安いものと高いものがありました。 

副会長     中間はないのか。 

 

事務局     中間はないです。ミズノのパンフレットを見ていただいたら、Ｊの１、Ｊの２とい

うのはミズノなんですが、例えば、ウオームアップシャツ、上のトレシャツが

６,０５０円、下のトレパンが４,２９０円のものと６,８２０円と４,８４０円のもの、

足し算すると、夏冬合わせてミズノは、１個は１万６,１７０円でした。高いほうは

１万８,４８０円でした。 

副会長    ミズノはな。 

 

事務局    そうですね、ミズノのこの１万八千幾らというのは、一番高かったです、全体の中で

も。 

副会長    そうですが、制服とかいろいろありますがもうすこし値段を下げることはできないの

か。何回も言っているが、金がない人もあれば、金のある人もいる。そこのところを考
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えて下さい。 

事務局    制服は、うちも子供育てしましたが、高いです。それで、何削るのか。だいぶ業者さ

んにもお願いしました。アンケート結果を見ると、高い制服は売れないし、選んでもら

えないという、そのような話は、業者さんに何度もしました。業者さん達のほうが良く

分かっています。 

       それで今、各地域に販売店があります。そこの取り分もあります。 

       だから、今回、もしかしたら、販売の価格のことって、私らは素人ですが、だいぶ販

売店の取り分も削った価格で出してきてくれているのではと思います。 

       だから、どんなに言ったら分かってくれるかわからないですが、お金持ちの立場で物

を言っているつもりはないのです。だいぶ頑張ってくれたと思います。だいぶお願いし

ましたし。 

副会長    新しい制服は５万７,３１０円となっていますけども、校章とか入って、文字を書い

たら６万円近くなってくるのではないですか。細かいことまで出ていないとのことなの

で、最終的に５万７,３１０円だったら、まだ納得できると思いますが、これから、い

ろいろと含めたら６万円近くなると思います。 

事務局    そこは交渉だと思います。このＢ２のメーカーについては、そのエンブレム代も入っ

ていると思います。 

副会長    ５万７,３１０円となったら、校章でまた上がりますよって、そんな説明は通りませ

ん。私達は、５万７,３１０円ですよと言って、最終的には何で５万９,０００円とかに

なるんですかと言ったら、おかしくなってきます。 

       その金額が出ていないので、私もデータが欲しいです。今日はここで決めるのでしょ

う。 

事務局    細かい費用は、お宅はこれをつけたら幾らになるというところまで、一つ一つのメー

カーには、すみませんが、聞き切っていません。 

副会長    そこを聞かなければならないのでは。そこを聞いて、この後の額を出さなければ。今

日で決めるのであれば、最終決断のお金を出してこなければならない。相手にまた聞い

て増えますよになったらどうするのですか。私達は、説明のしようがないです。 

事務局    昨年からお示ししているように、ここからの段取りをどうするかと言えば、仕様調整

と言って、例えばエンブレムつけるとか、印をつけるとか、名札をつけるとかというよ

うなことが、メーカーが決まってからの協議という約束でした。でも、この値段内でお

願いはします。ここに決まったのであれば。 

       それと、この値段は単純に値段幾らって書いていますが、これは参考販売価格なんで
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す。ややこしい言い方ですが、実際に、この価格ですが、公正取引委員会の法律で、頭

からこの値段って書いてはいけないとなっています。 

       どういうことかというと、今、有田市にいろんな制服販売店あります。同じ会社の物

を扱っても、値段が少しずつ違うでしょう。例えば、３万円の制服買う。こっちの店に

買いに行くと３万２,０００円、こっちの店に買いに行ったら２万９,０００円というこ

とはあります。値段は一緒ですが、これを付けますよというようなお店もあるんです。

それは、販売店がつける値段であって、それで、消費者は、あそこの店は安いというは

公正な取引やということで、一応このパンフレットには参考販売価格という表現でして

います。 

       でも、実際は、ほぼこれに近い価格ということになるというふうに御理解ください。 

副会長    そしたら、有田市の中で安いところがあれば、そこに買いに行ったらいいですよとい

うことですね。その差額がもし出るのであれば。 

事務局    そうですね。 

副会長    エンブレムもだいぶ高いでしょう。 

 

委員     制服の新旧の値段比較を出していただいているのですが、女子の上下、夏はあるので

すが、女子の上下、冬というのはないのですか。 

事務局    女子の冬の上下は、男子と変わらないです。ほぼ一緒だと思ってください。スカート

とスラックスは値段違うのですが、合計するとほぼ同じぐらいでした。今、現行の中学

校です。 

委員     男子の上下の冬と同じ、大体よく似た値段になるのですね。 

事務局    よく似た値段です。男子と女子とで違いあると思うし、体が大きいか小さいかでも違

いあると思いますが、調べたら、平均したら大体同じでした。 

委員     結構、やっぱり女子のほうが、制服には金額が若干張ってくるのですか。 

事務局    今はそうですね。 

副会長    ＭからＬまで値段同じで、ＬＬから値段が上がってきます。自分たちの服でもそうだ

けれど、ＭからＬまで値段は同じですが、ＬＬになると値段上がるんです。そこまで調

べておかないと。また、その上の特Ｌとか、また値段があがるのです。 

委員     制服の値段の中で高額な金額というのは、私も高額と思いますけども、その中でいろ

んな努力はしてくれているのかなと思います。 

       そういった中で、先ほどから出ている生活保護の受けている方々とか、いろんな生活

レベルというのは各個人によって違ってくると思います。 
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       それで、私は今年初めてこの委員会の委員にならせていただきまして、あまり細かい

内容というのは、まだ把握できてないのですけれども、その補助的な部分がどうのこう

のという話を以前にちょっと耳にしたこともございます。そのあたりが、現状どうなっ

ているのかなということを、説明していただきたいなというふうに思いますので、お願

いします。 

事務局    まず、今おっしゃられた経済的に貧しい困っている家につきましては、今でも市から、

小学校６年生のときに、入学準備金として８万円を支給しております。それには、収入

の基準など、条件がいろいろありますが、そういう家庭には８万円を入学準備金として、

小学校６年生のときに支給しております。 

       あと、これはまだ確定ではないのですが、今、教育委員会として考えていますのは、

全員に、１人幾らかの補助を、これはまだ財政交渉もやっていませんので、確定ではな

いですが、有和中学校が始まってから３年間の間、全児童に何とか補助したいなという

ことで、財政へ今、交渉しております。その後、卒業する子がおれば、後はまた譲って

いただいたり、そういうリユースができます。 

       以上です。 

委員     それは、３年間というのは、限られた年数で、あとは。 

事務局    そうですね、今考えているのは、３年たてば、もし兄弟いない子供については、譲っ

ていただけるだったら、また、何かそういう制度を設けられたら設けて、希望者にまた

譲ってもらうとか、そういう制度も設けたいなと。それは、教育委員会でするのか、学

校でするのか、ＰＴＡさんでするのかは、また別ですけども、そういう制度もつくって

いきたいなと思ってございます。 

       それで、３年と考えております。 

委員     入学時の準備というのは、例えば保護を受けている家庭にはそういう入学補助金とし

て８万円というのは出されると。 

事務局    そうです。準要保護という世帯なのですけど、正式名称は。そういう家庭には小学校

６年生のときに、入学準備金として８万円を支給しております。それは入学に際してで

す。 

会長     ほかに御意見ございませんか。 

副会長    今日、値段とか、制服を決めるのでしょう。 

 

事務局    お願いします。 

副会長    そうであれば、もう少しその業者と値段の交渉をしてほしい。協定とかいろいろある
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と言っていたが、もう少し値段下げるようにはならないか。業者と交渉して、目いっぱ

い下げてもらいたい。業者に言って、これ以上は絶対無理ですと言うところまで、業者

と話し合いを一度してほしい。 

事務局   業者を今日決めていただいたら、その業者とは、努力はさらにします。 

副会長   だからどの業者か分からないです。どの業者がどれだけ下げるかも分からないです。 

 

事務局    ここから、どのくらい下げるかで、改めて業者を決めようということですか。 

副会長    そうです。それで業者決めたらいいです。 

事務局    それは、ここまでの業者、メーカーさんとの進め方で言うと、難しいです。もう精い

っぱいのところを、出してくださいとお願いしています。まだ、ここから仕様調整する

ので、もう少しここが安くなるかどうするかということは話できると思いますが、一応

この値段で企業側が出したい参考価格です。値段をはっきり出してとお願いをして出し

てきてくれたのです。 

副会長    だけど、各業者から、こんれだけで幾らだって、皆伝えてきたのでしょう。相見積を

だしているでしょ。 

事務局    相見積は出していません。そのやり方ではしていないです。 

副会長    そうですか、相見積は取ってないのですか。 

 

事務局    相見積というのは、僕も詳しくはよく分からないのだけど、同じ製品で同じものを作

るのに、自分のところやったら幾らということだと思います。ですが、今回はそれぞれ

お互いに競り合ってる企業秘密の部分で、うちはこんなことができるんだって言って、

初めてこの展示会で自分の企業の今の最先端の一番いいやつ、しかも値段抑えられると

いうことで出し……。 

副会長    それは、分かってます。業者さんに何か言って、話し合いをして、どこまで下げられ

るということを一回しないといけない。業者から相見積は取れるはずです。そこの業者

が幾ら、そこのが幾ら。今、どんな工事でも皆、相見積を取ります。入札したり、小さ

い工事でもそうとちがいますか。 

事務局    今、言われたのは、そのＢ２の製品についてほかの各社が扱えるのであれば、相見積

は取れるのかもしれないですけど、そうじゃないんですよね。これはその１社しか出せ

ないみたいなので、相見積というのちょっと無理です。 

副会長    今はでているのはＢ２の価格だけでしょう、これは５万７,０００円。５万

７,０００円の一番で決まった。考えた中で５万７,０００円で決まりましたということ
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ですよね。私たちが、準備委員会とすれば、Ａ１は１０票少なくて、Ａ１は５万

７,０００円か幾らか知らない。その比較があって初めて一番を選ぶのではなくて、

２番でも格安だったら、２番でも私はいいと思います。制服は高いので、ちょっとでも

安いものにしたのなら納得してくれると思います。これは、ただＢ２だけをみて、Ａ

１が５万７,０００円になるのか、５万５,０００円になるのか、５万３,０００円にな

るのか分からない。比較のしようがないです。もう、これだったら、１番がＢ２になり

ましたので、皆さん、もうＢ２で仕方がないかという感じです。押さえ込んでいる感じ

です。もうＢ２で良いでしょう、５万７,０００円で、皆さん納得してくいださいと。 

事務局    例えば建設や建築の、成果物というのは、設計図を基にするのでだれが作っても必ず

同じになりますよね。 

       ただ、この制服というのは生地が違ったりだとか、機能が違ったりだとか、実際に見

てもらわないと分からないようなところがあります。だから、同じ製品として、価格を

比較するということは無理なんです。 

       だから、実際に機能的であるかとか、生地の具合を、現物を見ていただいた上で投票

していただいたということなんです。単純に金額だけで比較できるものでもないですし、

金額だけでも比較しようとする方もいらっしゃると思いますが、その辺りを、考慮した

上で投票していただいていると我々は考えてます。 

       以上です。 

副会長    それだと１０票でも多い方を選ばないといけないのですか。 

 

事務局    いや、それはまた違いますが、実際、僕も制服見せてもらったんです。ただ、生地が

全然違ったりだとか、ニット生地であったりだとか、丈夫な、織物というんですか、そ

ういった生地を実際にこのカタログだけではちょっと分かりづらい部分もあって、それ

を実際に見て判断していただいたのかなと思っています。 

委員     制服決めるのに、もし、時間に余裕があるのでしたら、この体操服も制服も１番と

２番が僅差なので、もう一回保護者さんへ、１番と２番がこんだけ僅差なんやけども、

１番、２番は、この金額でこの制服という風に、２つでもう一回比べる時間があるので

あれば、やってみてもいいのかなと、今日解決にとらわれなくてもいいのかなと。慌て

るのなら、今日採決してもらってもいいと思うのですが、そう思います。 

副会長    もうすこし値段下げてもらうように、話し合って努力をしてくれたらいい。 

 

事務局    一つは、去年からの進め方として、僅差になるのは、予想がつかなかったにしろ、ア
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ンケートを取って、どれが、どんな制服がいいという、広く有田市全体から意見を聞い

て、それに基づいて制服を作ってもらって、第２回の展示会も真剣勝負をしています。

お宅、今まで有田市と取引があったけども、もうなくなるかも知れないですよというよ

うな中での投票をしていただきました。 

       それで、僅差だったというのは、推進部会でもみんな認識はあります。体操服も制服

も僅差だったと。ならば僅差で第２位が第１位を超す、覆すだけの理由があったかとい

うと、結局、推進部会でも見つけられなかったんです。 

       だから、１位のメーカーにしてみれば、せっかく１位になった、うちも頑張ったんや

と、せっかく１位になったのに、なぜ、もう一回審査されないといけないのかと。これ

は、ちょっと道義的にどうかなと思うのと、やっぱり値段……。 

委員     すみません。そのようなことを言っているのと違って、僅差の１位と２位がある中で、

１位だと言われているのですが、納得感がないので、それをきっちりとどうしたらいい

のかというのを、みんな一生懸命話されていると思っています。 

       それで、僕が一番先に言ったのは、事務局より、この推進委員会で１位のほうが良い

ということをきっちりと言ったらどうかと僕が言いました、一番初めに。初めから１番

にしろと言っていると僕らは思いました。そしたら、こちらの方も言われているように、

１位と２位の判断基準がないですよと、これで票をどうしろよと言われているように聞

こえてきます。だからこんな話をしていたらいけないのではないですか。 

事務局    いけないというのは、どういうことですか。 

委員     判断しきれないです。１位か２位がどっち、１番のほうが絶対良いということは。 

委員     先ほど説明あったとおり、スカートの丈直せるという理由でこれが選ばれたの、そこ

重要がじゃないですか。結局、今まで男の子の服も裾上げとかはあったのだけど、やっ

ぱりスカートの裾上げって大変なんです。お母さん方も大変ですし、どこか制服のメー

カーさんへ出して裾上げてもらったり、下げてもらったりいろいろするわけなんです、

女の子のをする場合だと。 

       だけど、この１番に選ばれたものは、スカートの丈が直せる、すごくそこがポイント

だと思うんです、きっと。だから、選ばれたのじゃないかと思うんです、１番に。お母

さんたちが、制服のズボンの折り上げとかも大変なのに、今この作業をする人が少ない

ので、どうしても仕立屋さんとかに出したり、最初に買ったときに上げてもらったのを

直すのも誰かに頼んだりしているので、こんな簡単にできるのであれば、３年間ずっと

使えるかもしれない。そこが重要なポイントじゃないかと思います。 

       それを、みんなに分かってもらえるように言って、１番に選ばれましたよと言ったら、
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みんな納得してくれるかなって思います。 

委員     すこしだけ気になることが１点だけあるんですけど、制服じゃなく体操服のほうなん

ですけど、１位がＥ１、２位がＦ２、これ、教職員さんの票が結構入っているじゃない

ですか、１位のほうで。保護者さんでいったら逆転しているじゃないですか。これが、

若干引っかかる点であります。体操服は制服よりは金額が張らないんですが、こういっ

た意味で、１位、２位が決選投票をもう一回しても、それはそれで話としては通る話じ

ゃないかなとは思います。 

事務局    推進部会、校長先生方、何か補足はありませんか。 

会長     校長先生方。そのときの状況なり、何か申し上げることがありましたら言ってくださ

い。特段ありませんか。 

委員     推進部会のほうで、先ほどから意見も多かったのですが、値段のほうも十分に検討さ

せてもらっています。この後のカバンなどの持ち物の値段をできるだけ、高くないなら

ないようにというふうな観点でもだいぶ見させていただきました。 

       ただ、このＡ１とＢ２の制服のほうですけども、２位のＡ１のほうも、結構値段がほ

かのに比べて高い部類に入っています。個人的には、一番安い制服を、私は投票したの

ですが、ただ、保護者の意見で、服の値段を抑えているものよりも、値段が高めの２つ

が選ばれたというのは、保護者の意見が強かったのかなというふうな感想を持ちました。 

       その点でも、上位の２つについては、値段の部分というのを十分に重要視する必要は

ありますが、機能性であったりとかそういうところも、パンフレットや説明会で見てい

ただいて選ばれているのかなと感想を持ちました。 

       その上で、この投票結果というのを重要視しようかと推進部会の委員会で結論づけた

と思っております。 

       以上です。 

委員     うまく言えないのかもしれませんが、この日に制服をもう決定するよということを前

提として、今まで投票であったり展示会であったりということを進めてきたと思うんで

す。仮に、その１位と２位が僅差で、もうワンクッション置いて話をしたところで、ま

た、それも同じことの繰り返しなんじゃないんかと思うんです。 

       これも民主主義をすごく反映した、結論の結果なんじゃないかと、僕は個人的にそう

思っています。その値段交渉の部分については、どうしても、この役所仕事での交渉と

いうイメージがあったり、何か事務的に話を進めてしまわれているのかなと少し不安な

声もあるのかなという気がするんです。そこに、僕ら入っていないのでそういうふうに

思いました。幾らが安くて、幾らが高いって、じゃあ、幾らが安いのだろうとか、幾ら
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が高いかどうか、なかなか一様にはならないと思うんです。だから、今までのこの投票

であったり、見学会であったり、長い議論重ねてここに至っていると思います。 

会長     説明、回答できる部分はありますか。 

委員     質問なのですが、時系列でいきますと、この制服は、要するに、今の小学校５年生が

中学校へ入学するのは令和４年の４月ですね。ということはあと２年。その時期では、

初島は箕島に統合します。それから、ほかの中学校でも、今の４年生は中学校入って絶

対に新しい制服になります。ということは、その中学校では、２年間は古い制服と新し

い制服が混在するということですね。 

       先ほどの事務局からの話で、ある程度の助成金が出ますというのは大変助かると思う

んです。それがなければ、通常であれば、３年たてば、その服はまだ親戚なりが着たり

もすると思うんですが。そういう形の中で、時系列からいうと、令和４年の４月に着よ

うとするなら、今日決裁しないといけないですか。 

事務局    期限が迫っています。 

委員     だったら、私は一つ思うんだけども、こういう会の時は委員会から、いろいろ書類を

送ってくれるわけです。この書類をなぜ先に送ってこなかったのか。こういうかたちで

見積もりが出ていますよと。今度の会議で、これを決定しますよと。だから、先に見て

おいてください。意見があれば、考えておいてください。それで、この場で決断するの

だったらいいです。今、資料を見せられて、値段を見せられて、ここで決定してと言う

のは違います。 

       だから、そういう準備は今まで、教育委員会で、私は６年間やってきて、２８年から

いろいろ聞かせてもらいましたけれど、教育委員会っていうのは、そういう形でやって

きましたね。このような会議をするので、先に検討してください。名前をつけるときも

そうでしたし、皆さんがやってきました。来てすぐに、これを見て結論を出してと言う

のは、少しおかしいのと違うかな。 

       １０月の５日で制服の展示会である程度の報告が決まっているなら、早急に書類を出

して、こういう決裁するので、先に見ておいてほしい。それが普通です。 

       だから、余裕があるのであれば、もう一度検討されたらいかがですか。今日はこうい

うのを見せてもらいました。これを持って帰って皆さんの御意見を聞きました。ＰＴＡ

の意見なり、推進委員に聞きました。これに対してどうですか決裁して、それは少し難

しいです。教育長、どうですか。私はそう思います。 

事務局    すみません。おっしゃるとおりです。 

       ただ、一つだけ言い訳すると、このパンフレットは最後まで企業秘密で出せていなか
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ったんです。それで、１０月の３日の展示会の直前に、各社から２,０００部届きまし

た。そのような中で、いつもは、今までも学校内でもそうですが、必ず前もって見てお

いてくださいとお願いすればよかったのですが、今回、それからでも送ってくれればよ

かったと言われれば、そのとおりです。申し訳ありません。 

委員     これをアンケート取って、皆さんが事務処理をして、１２日もあれば、２０日前後に

はできているはずです。こういうのを次の会議で検討したいので、早急に皆さんのとこ

ろに送って、この委員会はこれだけの人数しかいてないんですから書類をだせばいい。

ここへ来てすぐに、その結論出せと言われても、それはできません。 

事務局    本来は７月に第２次展示会を開いてこの会を持つというのが当初のスケジュールでし

たが、コロナウイルスの関係で３か月遅れたんです。 

委員     ですから、ここで決を採るのか、保留にするのか、どっちか決めてください。 

事務局    今日、推進部会の評価を基に結論を出していただきたいです。私はそう思います。い

かがですか。 

委員     教育委員会というのは、そういうふうな方向性で、私はやってくれるものだと思って

いました。学校の合併についても、皆さんが書類を送っていただき、家で検討してきて、

一回事前に見てきて、学校の名前を決めるときもそうです、皆さんの御意見を、一回家

で検証して、今度の会議に出てきてくださいと、皆さん送ってくれた、あれだけの多く

の資料を委員さん皆に出してくれました。 

会長     いろいろ御意見もあろうかと思います。事務局のほうからは、先ほどポイントを、説

明してもらったように、やっぱり事務局として微に細に入り、いろんな方面からも努力

をされているかと思います。 

       そんな状況の中で、推進部会から上がってきた案、いろんな結果を尊重しなければな

りませんけれど、投票数もひとつ大事に考えていただいて、一転、コロナでもっての遅

れもあったかと思うのですが、今晩は事務局からのお願いとして、この準備委員会で決

定をしていただきたいという方向であろうかと思います。 

       その点を、ひとつ御理解を願いたいというふうに私は判断するのですが。 

教育長    私は委員であって、教育長でもあるので非常に意見がいいにくい立場でもあるのです

が。 

       ただ、この制服については、本当に、以前から地道にこつこつとずっと会社を回った

り、いろんな作業をしながら積み上げてきたものがあるんです。 

       教育委員会が資料を最初に皆さんに配って分かりやすいようにするということは、も

ちろん的確な御意見だと思うんです。 
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       ただ、いろんな形でこの準備委員会、推進委員会もそうですが、いろいろ動いていま

す。 

       アンケートを取って、１位と２位の差が、１,０００円ぐらい違うんですね。１位の

ほうが２位よりちょっと高い。ただ、裾上げができるというのが、これが本当に大きい。

推進部会でも言われたところです。 

       だから、このような裾上げが有効的だということで、Ｂ２を推進委員会は選んだので

す。そういうふうな意味づけがここにあります。皆さん、展示会へ御覧に来られたと思

うんです。私も行きました。展示会で見て、触って、説明を聞いて、やっぱりこれのほ

うがいいなあというような感覚も持たれたと思います。そういうようなものが全部ベー

スになって、この結果に出ているんです。なのでこれを一旦戻して、１番、２番を変え

ようか、どういうふうにやろうか、というのはちょっと想像ができません。もう一回業

者を呼んでやるのか、いろんな資料をつけてやるのか、そこら辺の想像ができないです。

いろいろな形で不手際があったことは申し訳ありませんが、こういうことを提案をさせ

ていただいて、今回はこれでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

副会長    少し待ってください。なので、事務局がもう一回会社と交渉して、値段下げられると

ころまで下げてもらって、もう一回話し合いをしてほしい。それで次の会議のときに、

制服決めるのにできないか。 

事務局    次だったら、もう無理です。 

副会長    なぜできないのですか 

 

事務局    今日ここで決まった後、ここから何か月かかかって仕様調整というものを行います。

そのあと、推進部会中心に、先生方の意見を聞いたりしながら調整を行います。例えば、

保護者のアンケートはどれがいいか丸するだけの様式であったが、意見があったら書い

てと、すごく熱心に見てくれるお母さんがいたので、何人か声かけました。 

       例えば、Ｂの２のブレザーはいいと思う、柄もいいと思うん。ただ、このカッターシ

ャツの内側が、襟の内側がＣの１にあるようなネイビーを入れてほしい。汚れがつきに

くいので。そんな意見も書いてきてくれていました。 

       だから、あの会場でお母さん方が見てくれていたのは、値段だけでなく裾を伸ばせる

か、家で洗濯できるか、乾きやすさはどうか、襟の色はどうかっていうようなところを

で見てくれていました。 

       最後、そのお母さんは、とても良い展示会だったと、最後の会議で決めるときは男目

線だけと違って母親の目線で決めてほしいということを書いてくれていました。たった

（地域代表） 

（地域代表） 
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一人の意見ですが。だから、それが全てがとは言いませんが、私は、先ほど、豆塚さん

のおっしゃった感覚が、これのこと言っていたんだなというふうに思いました。 

       それで、ここから仕様調整に入ります。それから、令和４年に向けて、制服を作成す

るには、令和３年度の終盤には、制服の数ができてなかったらいけません。そこから、

採寸に入ります。 

委員     最終決定機関がここであるなら、どうするか投票で決めませんか。今決めるか延期か

を含めて、延期があまりにも多数なら、延期も検討してもらわないといけないと思いま

す。 

副会長    業者決まったら、値段の交渉をするんですね。 

 

事務局    はい。企業努力できる部分があればお願いします。 

副会長    じゃあそれでいいです。 

 業者決まって、まだ値段交渉できる余地があるならしてほしい。そしたら、もう今

日で決めよう。交渉のことは覚えておいてください。 

事務局    できるだけ安くという交渉はします。 

副会長    それでいいです。 

 

会長     時間も押してきていますので、本日の準備委員会で、まずは、制服。推進部会からは、

Ｂ２が最も多く投票があった。Ａ１が２番目でした。そこら辺を、投票数をよりどころ

として。 

委員     投票数をよりどころでなく、さっきの話であった裾がどうとかいう話、そこをよく検

討されて、決まったと僕は思っています。実は。だから、投票もあるけども、その中身

を見たところ、やっぱり１番のがいいというのが、僕が聞いた話で思っています。話を

そう聞きました。 

       ただ、投票数だけじゃないですよということですよね。投票でもいいけど、中身を見

てもいいなと思いました。それでいいと思います。 

事務局    中身もいいと思います。間違いないと思います。それも、私たちは気がつかないよう

なところを、お母さんたちが見て投票したので。投票権を持っている保護者がここを選

んだ。なのでいいものだと思います。間違いないと思います。 

委員     それで、１位のＢ２がスカートの裾も直せるということでしょう。 

事務局    直せます。 

委員     先ほどから、話がいろいろと出ていますが、最終的に、制服はＢ２、それで、体操服

（地域代表） 

（地域代表） 
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はＥ１。そういった中でも、それぞれの特徴を捉まえて、こういうふうな決定しました

よというという納得性。あと、そのＢ２、Ｂ１、これを決めて、その後、先ほどもう言

われているように、値段の交渉ももちろん、今後、さらに、そこの個別な調整してもら

いたいのと、先ほどから、Ｇ１の襟のところを取り入れる、そういうところももっと決

まったメーカーに、企業努力してもらえないかという、そういう交渉の持っていき方を、

今後進めていただきたいなと思うんです。 

       そういう中で、この提案された制服に御賛同させていただきますが、それで皆さん、

どうですかね。 

（全員一致せず。投票を行うとなる。） 

会長     これから、制服をＢ２、体操服Ｅ１で上がってきた、それについて賛成の方、挙手願

います。 

（挙手多数） 

       ありがとうございます。 

       以上。 

会長     では、２番目の議事に移ります。 

       担当の校長が所要で欠席していますので、事務局より説明を申し上げます。 

事務局    簡単に説明します。資料２を御覧ください。 

       先ほどは推進部会からでしたが、生徒指導部会というのは、鞄や靴について長い間検

討を行っています。一応、結論を出しましたので、御承認いただけたら、令和４年の新

しい制服の子供たちから適用していきたいというのが生徒指導部会の方針です。 

       まず、鞄ですが、今、鞄は市内平均６,６００円です。安い鞄で五千幾ら、高いもの

で八千幾らの鞄を中学生は持っています。これを、自由購入、好きな色、好きな大きさ

の鞄をおうちの責任で選んでくださいという形に変えたいと考えています。 

       例えば、近隣でいうと、吉備中学校や湯浅中学校は自由購入ですが、何の問題もない

という現状の中でこうしようと考えています。 

       それから、通学用のシューズ、今は白で真っ白、ラインも許可しないというルールに

なっているのですが、選ぶのが大変で、買いに行のも大変だという声がもともとありま

した。これも運動に適したひも靴であれば、色は指定しないと。形は指定します。運動

に適した、あくまで靴です。 

       それから、上履き、体育館シューズについては、今、どの学校も同じ靴を履いている

のです。上履きは２,２００円の上履き、小学校のバレーシューズよりちょっと高級感

のあるものです。体育館シューズは、同じムーンスターという会社の２,９００円の靴
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で、今のところ履きやすいし、安いので、これを今後も続けていこうと考えています。 

       それから、トレパン、トレシャツ、先ほどの体操服のトレパンのほうなのですが、割

と箕中の子はあまりはいてないんです。ところが、ほかの学校は皆はいているし、冬に

なったら、特にウオームアップするのに必要なので、これは買いましょうということで、

先ほどの値段もその上下の値段が入っています。 

       それから、ソックス。これも白で、ワンポイントも駄目というルールに今はなってい

るのですが、制服も替わるので、白・黒・紺のワンポイントがあっても良いかと。ただ

し、無地のソックスにしましょう。 

       タイツ・ストッキング、冬、女の子は寒いのではかせてやりたいのですが、色が昔の

ままの決まりでベージュになっているんです。ベージュ、そして黒もオッケーで良いの

ではと。ただし、無地にしようかと。 

       マフラー・手袋は、今も通学途上は使用可能なので、このまま。 

       ベルトは、色は黒・紺・茶色で、今までどおり。 

       その他、令和４年に新入生が入ってくるのに合わせて、２年生、３年生は昔のままの

校則で良いのかということにもなってくると思うんで、各学校で、その辺のルールを検

討していただこうと思っています。 

       これが生徒指導部会の提案です。 

       以上です。 

会長     特に、質問等ございませんか。 

委員     ちょっとお聞きしますけど、この鞄ね、自由にしたら良いと思うんです。今、これだ

け推進されていますように、ほとんどタブレットがもうこの時点では、学校に来ている

と思います。教科書を持ってくることは、ほとんどなくなると思います。要するに、タ

ブレット１個あれば、宿題もやってしまうし、連絡もできる。当初決めていた、ああい

う６,０００円の大きなものを持っていかなくてもというのを教えていただいた校長さ

んもいるのですが、多分そうなるんでしょうね。だから、これはもうこういう形で、皆

さんも考えておられるんだと思います。それ以外のところは文句ないですが、鞄はそう

いう形になると。これはどうなんですか。タブレットは令和４年ぐらいには供給されて

いるでしょか。 

事務局    タブレットにつきましては、今年度中に、１人１台になります。 

       中学生については、今年度、来年度とは言えないんですけども、家へ持って帰り学習

できるような、そんな仕様になっております。 

       委員さんがおっしゃるように、何年先になるか分からないんですけど、今も教師用の
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デジタル教科書というのがあって利用しており、今後、子供用のデジタル教科書を利用

するようになる、そんな時代がもう来ると思います。 

       クラブによっても、非常に大きな鞄を持ったり、文化部の子なんか場合は、小さいと

か鞄であるとか、そのようなこともあって、もう鞄も自由にしようと、そういう意味も

ございます。 

会長     ちなみに、中学校の校長さんに、お聞きしたいのですが、現在、学校へ教科書を置い

ておく生徒もかなりおられるのですか。そこら辺の生徒の鞄に関しての現状はどのよう

な感じでしょうか。 

委員     箕島中学の江川です。本校の生徒につきましては、実技教科、音楽とか技術家庭など

は、今、基本、置いても良いという形で指導しています。基本の５教科は持って帰りま

しょうと言っているのですが、置いている生徒もおることはおります。 

       ただ、テスト前だとか、いろいろな状況を見て、必要に応じて指導をしているところ

です。 

会長     私から一点。靴、通学用のシューズですが、原則はひも靴、ただ現実的にはマジック

テープ的な靴もあろうかと思うのですが、ひもでなければならないという理由は何かあ

るのかな。マジックテープの靴のほうが安かったら、保護者にとってはありがたいかな

という感じもするんですが。 

委員     保田中学校、井上です。靴ですけども、運動に適した靴というところで、体育の授業

であるとか、クラブ活動の種類によってはその通学靴のまま活動するクラブも出てまい

りますので、安全性と機能性という意味でひもつきということになっています。それか

ら、マジックテープの運動靴となると小学校低学年ぐらいの子供さんの靴でよく見かけ

るのですが、今正確なお答えができているかどうか分からないのですけども、スポーツ

用のマジックテープで販売されているのというのはかなり高価な特殊な靴になってくる

気がします。一般的に販売されていて安全なものという意味でひも靴ということになっ

ているのですが、機能性とか価格とか、そういうことが問題でなければ今後検討しても

良いとは思うのですが、今は運動して危なくない、手に入りやすいということでひも靴

ということになっています。 

会長     了解しました。 

委員     通学用シューズで質問なのですけど、色は指定しないとあるんですけども、今現状の

中学校の通学シューズが真っ白じゃないといけなくて、ワンポイントとか駄目なのです。

それであるお母さんから、真っ白は探しにくいという意見があったんですけども、今後

は色を指定しないとあるのですが、真っ黒か真っ白か真っ赤か、単一でなければならな
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いのか、それともアシックスのラインが別に白に黒地が入っていてもいいのかとか、そ

の辺のレベルはまだ検討中ということですか。 

事務局    今のところ自由です。ラインが入っていようが。 

委員     分かりました。ありがとうございます。 

委員     質問なのですけど、かばんが自由購入というのは、決定ということなのですか。 

事務局    生徒指導部会での提案で、先ほど申し上げましたが、何事も準備委員会でそれを承認

していただくかどうかということになります。 

委員     鞄って保護者から見ると、ピンからキリまであると思うんです。今、高校生の子って、

ノース・フェイスの大きなリュックサックをみんな背負っているのを知っていますか。

あれは大体１万超える鞄になるんですけど、例えば横をちょっと気になったり、みんな

がどのような鞄を持ってきているんとか気になる、何て言ったらいいのかな、何かあん

まり自由にし過ぎて、みんなはあのかばんを持っているのに僕は持っていないみたいな

になると、逆に金額的負担もかかったりするのかなと思います。制服みたいにみんなで

統一にすると楽という保護者の方もいると思いますがどうでしょうか。 

会長     一番危惧するところだろうかと思うのですが、近隣の学校のリサーチをしたところ、

このような問題はほとんどないといったらいいのでしょうかね。このようなリサーチ結

果になるんでしょうか。 

事務局    そのとおりです。 

会長     こういう生徒指導部会での内容について、学校現場では一番、細かいことですが、骨

の折れる指導だと思うんです。これの類いの指導に時間をかけたくないというのが学校

の教員の考えられているところです。今日は了解を得た上でそこら辺のことを生徒・保

護者に周知徹底をして理解を徹底的にしてもらうという方向でいければというふうに考

えております。よって、あと１点ぐらい貴重な御意見質問等あれば、お願いします。 

委員     タイツ・ストッキングなのですが、紺色の追加をお願いしたいと思います。ソックス

の紺色を入れているので、タイツ、ストッキングにも紺入れておいて下さい。タイツに

なっていると紺もあると思うので。 

       以上です。 

事務局    生徒指導部会の先生方、いかがですか。 

委員     紺色は生徒指導部会で私も提案しました。黒、紺、ベージュというのが基本だと思い

ますが、黒を履いている子供が多いので、黒がいいのではないかということであったか

と思うんですが、その意見をここでどう取りまとめていいのかというのはあまり分から

ないんですけども、制服の色とかもありますので、私も個人的には黒、紺、肌色、３色
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ぐらいでとは思うんですが、茶色はこの制服にはそぐわないかなと。でも例えばもう一

度生徒指導部会のほうで話する機会があるのでしょうか。 

事務局    この程度の問題であればここで紺が良いと言っていただければ、それで追加させてい

ただこうと思うんですけど 

       （良いと思いますよ。（発言する者あり）） 

会長     それでは、生徒指導部会からの案について了解ということでよろしいでしょうか。 

（一同異論なし） 

       では、次の３番目、校章の選定について、推進部会長よりお願いします。 

委員     推進部会のほうで小学生５・６年、それから中学生、高校生を含めた一般の方々から

校章の応募を募りまして、その全体の３に書かれているように５７０点ほどの応募があ

りまして、中学生につきましては各校３名から５名程度の作品を選んで持ち寄りました。

最終的に５０点ほどの作品の中から推進部会でそのデザインを中心に５点選ばせてもら

いました。その作品を今から見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 

 

（各自選考 約２分間） 

 

委員     今見ていただいた５点を一応推進部会のほうで選ばせていただきました。どなたが描

いた作品というのは全然考慮に入れてなくて自分たちも知らなくて、そのデザイン性を

中心に、そのデザインの描かれたその込めた思いも、例えば校章であればミカンの花を

イメージしているとか、そんなところも含みながら考えさせていただきました。もしこ

の５点を見ていただいた中で、もしよければこの５点をリファインにかけさせていただ

いて、後日、最終一つに決定していければなというふうに考えております。 

       以上です。 

委員     この５点の資料がほしいです。何かこれで意味合いがあるんでしょう。ミカンの花っ

てこの４本のラインは何を表しているのか、そういうことを書いた資料が欲しいです。

資料が何にもないでしょう。これこそ前もって説明資料なりが欲しいです。 

事務局    すみません。今日は５点に絞ったという紹介だけで、今日は決定するわけでありませ

ん。次の回の予定です。 

これなんかは割合にシャープな線でほぼ完成されているのですが、作品の中にはま

だ粗削りのものもあって、このレジュメにあるように、この後、美術の専門家の先生

にリファインと言って全部こんなシャープな線にしてもらいます。公平な状態で次は

こういう言われが、このような思いがあって図案にしていますというのも前もってお



- 25 - 

届けさせていただきます。それで２月の準備委員会で１個に結審していただきたい。

今日は紹介だけです。 

委員     分かりました。 

       進みましょう。 

会長     それでは、次、４番目に移ります。 

       校歌の制定について事務局よりお願いします。 

事務局    資料の３の１を御覧ください。校歌の制定についてですが、令和３年の２月の１か月

間をかけまして、有和中学校の校歌に取り入れたい言葉、単語であるとかフレーズを募

集したいと思っています。校章につきましては、全国各地から募集しましたが、校歌に

ついてはやはり有田市をよく知っている方々からそのいろいろな思い、歴史等々の言葉、

フレーズなんかも募れたらいいなということで、募集につきましては、有田市在住、出

身の方、有田市に通学・通勤されている方に限定するという形でいきたいと思っており

ます。 

       なお、応募方法につきましては、直接持参するか、教育委員会のほうに持参するか、

またはメール、郵送、ファクスの４点を考えております。 

       まだ作詞作曲等につきましては、どなたにお願いするかというのは決定しておりませ

ん。 

       あと資料、その裏には４中学校の校歌、それから資料３の２につきましては、応募用

紙の案という形で載せさせてもらっております。 

       以上です。 

会長     よろしいですか。 

       次に進ませていただきます。４、通学路整備等に関する進捗状況について、事務局よ

りお願いします。 

事務局    私のほうから、資料はありませんが、現在までの進捗状況について報告させていただ

きます。 

       通学路点検については、皆様の御協力の下、現場確認が完了しました。どうもありが

とうございました。地域ＰＴＡ部会より要望があった件についても通学路点検に盛り込

んであり、警察などの関係機関に見ていただいております。今後、教育委員会で点検箇

所を取りまとめ、市道については建設課と協議を行い、県道・国道については県・国へ、

停止線などについては警察、あるいはそれぞれの部署へ改修を要望してまいります。 

       また、建設課より県の管轄部署である有田振興局の管理保全課に改修場所の要望を提

出したところ、９月の９日に市内のＰＴＡ部会での要望箇所について視察を行っていた
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だいており、現場確認をしていただいております。 

       その他ですが、保田橋北詰付近から下中島の国道の４８０号線の改修工事が既に開始

しておりますので、報告させていただきます。 

       通学路関係については、以上でございます。 

会長     それでは最後、６番目、新校舎建設に関する進捗状況をお願いします。 

事務局    それでは、建設に関する進捗状況、御説明にかかります。  

       前回、この７月ですかね、準備委員会でパースを御紹介させていただいたんですが、

あれから３か月、十数回、学校の先生の意見を取り入れながら会議を繰り返しました。

大体基本設計が出来てまいりましたので、紹介させていただきます。 

       まず、これが南側から校舎を見たパースになっております。向かって左側が体育館棟

になっています。これは教室棟が配置されております。手前に広いグラウンドがあると。

こういうイメージで設計ができております。 

       詳しい平面図に移ります。これは上から見た配置図なんですが、今、武道場があった

りプールがあったりしている辺りに、校舎を建つ予定にしております。ちょうどここが

望月線ですね、この北側あたりにコーナンがあるんですが、北側からこう校舎に入るよ

うな配置になっております。この四角の部分が体育館棟になっています。こちらが教室

棟になっております。ちょっと離れているんですが、別棟でメディアセンターといって

特別教室棟があると。こういった３つの配置になっております。入り口については北側

からロータリーを設けております。来客駐車場があったり、通学バスであればここらあ

たりをぐるっと回って通学できるようになっております。ここは１階なんですが、１階

の体育館の下には子供たちの自転車置場を考えております。屋根がかかっているので雨

風が当たらないというのが良いのかなと思います。１階は昇降口、下駄箱があるんです。

そこから上がって、ここから２階の教室棟に入っていくという動線になっております。 

       あと雨の日とか保護者の方の送迎の関係もあるのでその辺も配慮しておいてくれよと

いうお話なのですが、メインはこの北側のロータリーは使ってもらえるのかなと思いま

す。それに加え、市民会館側、こちらの道を利用してこちらからも校舎の東側から出入

りして子供たちの送迎に利用できるとそんな動線になっております。 

       グラウンドについては、今、テニス場があったり、サッカー場があったり、野球場を

描いているんですが、この配置についてはまだ検討中でありまして、できる限りそれぞ

れ競技が干渉しないような配置で考えてまいりたいと考えております。 

       １階に職員室があります。来客の方はこちらに教室棟の玄関がありまして、ここで靴

脱いで職員室へ来たりとか、校長室へ来たりとか、そういうことができるような入り口
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が設けられております。１階はこの程度です。 

       ２階です。２階のこの体育館棟につきましては、ここがメインです。ここが体育館の

アリーナでバスケットボール描いています。図面では２面描いているんですが、別にバ

スケットボールで２面を利用するわけではなくて、バスケットをしながらこの隣でバド

ミントンをしたりとか、さらにこの奥にバレーコートが２つあるような、大変大きな体

育館になっております。大体面積でいうと、今の箕島中学校の倍ぐらいの大きさになる

予定になっています。 

       教室棟は後で説明します。 

       ３階です。３階は体育館が吹き抜けになっていますので、こういった形になっており

ます。当然、体育館には、普通はこういうキャットウォークといって周りに窓やカーテ

ンを開け閉めしたりする通路があるんですが、それを幅広い通路にしてここを回廊でき

るような、トレーニングができるような、ぐるっと回ったら２００メートルぐらいあり

ます。これは雨の日とか子供たちがここ走ってトレーニングができたりとか、そういう

ことにも活用できると思っております。あと卓球場が３．５階と書いているのですが、

ちょうどステージの上あたりに設けられたらなと考えております。 

       続いて４階なんですが、一番上です。最上階に武道場があります。柔道があったり、

空手があったり、剣道があったり、それぞれ２コートずつ使用できるような武道場を考

えております。この武道場もすごく大きくて、大体、箕島中学校の体育館ぐらいの大き

さになると考えております。ここは一番最上階にありますので、避難所、地域の人たち

とか子供たちの避難所にもなるような機能にしていきたいというふうに考えております。 

       ここにグレーの色があるんですが、これ屋根の上になるんです。手すり描いているん

ですが、１階の地上からずっと階段でずっと上っていけるようになっておりまして、こ

こで例えば津波が来たりとかした場合に、ここへ一時的に避難するというふうな屋根に

もなっております。４階最上階はこういった形です。 

       先ほど隣にあった教室棟なんですが、少し拡大しますね。これが１階です。先ほど言

いました職員室がここにありまして、校長室がくっついていると。その間に放送室があ

ったり、保健室がその隣にあったり、特別教室が、情緒とか知的とか肢体とかそれぞれ

あるんですが、それが十分賄えるような教室の数があります。あと、ここが来客の出入

り口になるんですが、受付という形で事務室、今まで事務室ってあんまり普通の中学校

なかったんですが、これ別室で設けております。ここで受付して中へ入ってくださいと

いうような形になっております。便所があったりとか、更衣室があったりとか、そうい

った種室がここに入っております。１階が配膳室といって配膳車がここへつけて、給食
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を取り入れると、エレベーターで各階に配膳していくというふうな形になっております。 

       これが２階です。２階、南側、ずっとここが一番環境がいいところなんで、普通教室

６つ取っております。対面して会議室があったりとか、多目的教室、便所があったりと

かそういう配置になっておりまして、今までと違う配置とすれば、この教室と教室の間

が、普通細い廊下なんです。片廊下っていうんですが、そういった廊下が普通なんです

が、ここすごく大きい広い廊下にしております。ここが廊下以外の、例えば学年集会を

したりとか、教室で行えないカリキュラムをここでしたりとか、そういったスペースに

も活用できるようには考えております。 

       あと珍しい機能としては、教師ステーションというのをここに設けまして、子供たち

がここに先生が一時ここにいたりして、気軽に先生とのコミュニケーションが取れるよ

うなそういった間取りにしております。当然、エレベーターが校舎にあるとそういった

ところになっております。 

       これは３階です。３階も一緒です。教室が６つありまして、先ほどと違うのは理科室

が２つあります。物理教室があったり、物理と何でしたっけ。（「もう単に理科室」と

呼ぶ者あり）理科室が２つあります。３階はその程度です。 

       これ４階です。ここも一緒です。教室が６つ並んでおりまして、多目的教室があった

り、そういった配置になっております。ここは教室棟の一番上なので、備蓄倉庫という

のを設けておりまして、避難した場合に備蓄のものを使えるとそういった機能もしてお

ります。 

       最後に、これ断面図です。ちょっと体育館の階層がややこしいので、これでちょっと

説明します。１階１層目は駐輪場があったり、昇降口、玄関があったりとかそういった

階層になっております。２階にアリーナ、バスケットボールコートとか、バレーコート

があるような天井の高い普通の体育館があります。その上に武道場が乗っているとそう

いった断面構造になっている。卓球場は３．５階と書いていたのはステージの上にこう

いった形で乗りますよというような形になっています。 

       以上で、説明は終わりたいと思います。ありがとうございます。 

委員     少しいいですか。今ずっと教室についていろいろ説明してくれたのですが、非常用の

出口とか、避難通路言うのかな、そこにあるようなの、それどうなっているか全然分か

らないのですが。 

事務局    そうですね。少しお待ちください。 

       建築基準法上、２方向避難というのが必要なので、階段が２つあります。これ階段が

メインの中に真ん中に階段があります。エレベーター横に階段１つあります。合わせて
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２つ。さらに外のこのデッキみたいなのがあるんですけど、そこからも下に降りられま

す。そういったところで非常階段ではないんですが、２方向避難以上はできるように考

えております。ほかの階も一緒です。 

委員     教えてほしいのですが、今コロナがはやっているでしょう。和歌山市で３０人学級と

か、県のほうも３０人学級かな、この学校は、多分全部で１８学級かな。今のところ令

和６年で６００人弱になるとなったときに、もしも３０人学級になったときはどうなる

のでしょうか。２０年ほど前にもそういう話があって、３０人学級が良いということで

ＰＴＡの人が頑張ってくれてましたが。 

事務局    今、設計しているのは３５人で計算しています。例えば３０になった場合どうするの

かというところで、この多目的教室というのがあるです。各階に多目的教室を一つずつ

設けております。大体普通教室と同じぐらいの広さが確保されているので、そういった

場合にはここを利用するということを考えています。 

委員     ということは３０人学級で対応はできるということですね。 

事務局    そういうことです。 

会長     他にございませんか。 

委員     もう一つ聞きたいのですが、支援学級という教室があったのですが、そこについての

各学校からこちらの学校に変わるときとか、今後どうするのかというような話はもう出

ていますか。内容というか、検討の中に。 

事務局    そういった意見も先生から意見頂いております。特別支援学級は、情緒、知的、肢体、

３種類があるので、１教室ずつでいいですよというお話だったのですが、情緒の子ども

さんについては、分かれて授業をしたいとか、そういったときもあるので、できるので

あれば２部屋を用意してほしいということで４部屋用意しております。 

村委員    転校というと変だが、こちらの学校に変わってくるとき、他の生徒と一緒に一斉にく

るのか。時期とか、そういうことを検討されているのかな。 

事務局    令和６年４月に開校しますので、支援学級に在籍の生徒さんも令和６年４月から通う

ことになります。 

委員     特別にコミュニケーションの取り方とか、そういうところも検討してあげてほしいで

す。 

事務局    それはもう各学校の先生同士も話合いしますし、その点については特別に配慮してい

きます。そういう話もあったんです。いろいろな条件があって、多分この子は静かなと

ころじゃないと駄目だとか。我々は、建築でまず考えるときには、例えば交流を行いた

いのであれば、エレベーターの近くへ部屋を設けておけばエレベーターで上がってすぐ
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に行けますよということを考えそちらのほうを優先して。 

委員     僕らよりかは学校の先生の方がプロなので、そういうところはきちっと考えてあげて

ほしいです。 

事務局    そういう話は頂いて、考えています。 

会長     それでは、以上をもちまして、本日の議事を終わります。 

事務局    もう一つだけ。私のほうから１点だけお知らせということで、現在設計を担っており

ます隈研吾事務所の隈研吾さんに１２月５日に有田市へ来ていただいて、隈さんのこの

有和中学校の設計にかける思いや今まで建築に携わった隈さんの考え方などを御講演い

ただく予定がございます。また委員の皆様には御案内さしあげますので、また広報等で

もお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 

教育長    私ごとで恐縮なのですが、この１０月の末をもって教育長の職を辞したいと思ってお

ります。市長にも了解を得ていまして、議会のほうにも了解を得ております。皆様方に

は御協力をいただいてありがとうございました。今後ももう少し決め事があるかと思い

ますが、どうぞ御協力をよろしくお願いいたします。日本一の学校をつくっていただけ

たらと思っております。 

       どうも長い間ありがとうございました。 

（拍手） 

会長     それでは、次回、令和３年２月１２日の準備委員会によろしく御出席願いまして、本

日の会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 


