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令和 4年度 第 1回東能勢中学校区 開校準備委員会（学校運営協議会）の概要 
 
１ 日 時  令和４年４月２１日（木）18：30～20：30 
 
２ 場 所  豊能町立東能勢中学校 多目的室 
 
３ 参加者  ２４人 
 
４ 内 容 

（１）自己紹介  

 

（２）会長・副会長の選出 

 

（３）開校準備委員会の進め方について 

○令和８年度義務教育学校開校に向け、新たに、「標準服等検討部会」「総務部会」を立ち上げ、開校準

備委員会を開催し、準備を進めていく。 

「標準服等検討部会」…制服採用の場合、今年度中にデザイン決定（予定） 

「総務部会」…校名は、１２月頃を目途に決定（予定） 

 

（４）開校準備委員会各部会の委員選出について 

○「標準服等検討部会」… 

○「通学路等安全対策部会」… 

○「PTA部会」… 

○「総務部会」… 

＊各部会には PTAの代表として保護者の方にもご参加いただく。 

＊PTA部会については，PTAの役員全員がメンバーとする。 

＊「標準服等検討部会」には，学校から先生にも２名も参加する。 

  

 

 

【配布資料】 

（別紙１）東能勢小中学校 学校運営協議会委員名簿 

（別紙２）豊能町学校運営協議会規則 

（別紙３）令和４年度 東能勢小中学校 学校運営協議会の活動等 

     令和４年度 東地区義務教育学校開校準備委員会各部会の協議事項 

（別紙４）豊能町義務教育学校開校準備委員会スケジュール（案） 

（別紙５）令和４年度 東能勢小中学校 学校運営協議会（開校準備委員会）開催計画（予定） 

（別紙６）豊能町義務教育学校開校準備委員会（東地区） 
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令和 4年度 第２回東能勢中学校区 開校準備委員会（学校運営協議会）の概要 
 
１ 日 時  令和４年６月１日（水）18：00～20：00 
 
２ 場 所  豊能町立東能勢中学校 多目的室 
 
３ 参加者  １８人 
 

４ 内 容 

（１）総務部会・標準服等検討部会・PTA部会・通学路等安全対策部会の部会長確認 

 

（２）総務部会について（省略） 

 

（３）標準服等検討部会について 

①「制服（体操服・カバン・シューズ）」が決定されるまでの流れについて 

○事務局より【別紙４】の説明 

 

②第１・２回標準服等検討部会の報告と今後の予定について【別紙５・６・７】 

〇制服の利点や課題について話し合った。 

〇１回目の会議では、町内で基本様式を統一するという方向で決まった。 

〇２回目は、アンケートの内容を検討した。 

〇制服ありきで考えるのではなく、必要かどうかもアンケートを取る方がよいという考えになった。 

〇アンケートを実施し、それを参考に決定する。 

〇児童会生徒会からも意見を吸い上げることとなった。 

〇様々な立場の方の意見を取り入れて進めていきたい。 

 

（４）PTA部会より（省略） 

 

（５）通学路等安全対策部会より（省略） 

 

 

 

【配布資料】 

（別紙１）校名が決定されるまでの流れ 

（別紙２）校名候補の選定方法について 

（別紙３）令和４年度開校準備委員会第１回総務部会（東・西合同開催）会議録 

（別紙４）制服（体操服・カバン・シューズ）が決定されるまでの流れ 

（別紙５）令和４年度開校準備委員会標準服等検討部会 協議事項 

（別紙６）令和４年度開校準備委員会第１回標準服等検討部会（東・西合同開催）会議録 

（別紙７）第１回標準服等検討部会（東・西合同開催） 制服の利点と課題について 

（別紙８）通学路等検討部会 令和４年度の協議事項 

（別紙９）把握済みの危険個所について、具体的な対策案を考えよう 

（別紙１０）令和４年度第１回東能勢小中学校通学路等安全対策部会会議録 
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令和 4年度 第３回東能勢中学校区 開校準備委員会（学校運営協議会）の概要 
 
１ 日 時  令和４年６月２７日（月）18：00～20：00 
 
２ 場 所  豊能町立東能勢中学校 多目的室 
 
３ 参加者  ２２人 
 
４ 内 容 

（１）総務部会より（省略） 

 

（２）標準服等検討部会より 

①制服の着用に関するアンケートについて（報告） 

○【別紙３】について、部会長より説明 

・6月 24日に保護者へ配布済み。 

 

（質問）将来の保護者さんにはアンケートは配布していないのか。 

（回答）豊能町立学校園所の全保護者に配布している。 

 

（質問）子どもには意見は聞かないのか。 

（回答）児童会生徒会を通じて意見を吸い上げる予定である。 

（中学校校舎では児童生徒会によりアンケート実施済み） 

 

（意見）制服は、今のままでいいという意見もある。その辺は今後検討していくのか。 

（回答）検討していく。 

 

（質問）先生方にもアンケートはあるのか。 

（回答）ある。配布済みである。 

 

（意見）制服を着る場合、補助はあるのか。着用初年度は、リサイクルなどができないので、そういう

ことも検討した方がよい。町で検討してほしい。 

 

（意見）東西で統一することで、単価が安くなると思う。議論の際に、参考にしていただきたい。 

 

②新校体操着（半袖・ハーフパンツ・ジャージ）について 

○【別紙４】について事務局より説明 

 

（３）PTA部会より（省略） 

 

（４）通学路部会より（省略） 

 

（顧問）聞いているだけでわくわくしている。先日、大原で標準服についてお話があった。そもそも標

準服は必要なのか。今、PTA と校長先生で協議をしている。大原は開校から１５年経つが、１５年も

経つと色々変化していく。なぜ、小中一貫校がスタートしたのかが伝わっていない保護者もいる。 

そもそも、なぜ標準服を着るのかを議論しておかなければならない。飛び出し坊やも同じである。

決めたら何となく従うという風潮がある。当たり前を疑ってかかるということも必要である。校則の

見直し議論も同じである。 

今日の議論、今後の議論ができるだけ多くの人に伝わるようにしていかなければならない。議論を

し、記録を残していくことが大切である。たくさんの人がわくわくできるような取り組みを進めてい

ただきたい。 
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【配布資料】 

（別紙１－１、１－２、１－３）豊能町立義務教育学校 校名募集！ 

（別紙２）校章が決定されるまでの流れ 

（別紙３）豊能町立義務教育学校（令和８年４月開校予定）制服の着用に関するアンケート 

（別紙４）新校体育着（半袖・ハーフパンツ・ジャージ）について 

（別紙５）令和４（2022）年度 PTA役員決定について 

（別紙６）PTA専門係決定通知 

（別紙７）小学校校舎大掃除参加のお願い 

（別紙８）カーテン洗濯のボランティア募集について 

（別紙９）飛び出し坊やの取扱いについて（お願い）【案】 

（別紙１０）令和４年度開校準備委員会 第２回通学路等安全対策部会会議録 

（別紙１１）義務教育学校視察研修の実施について（依頼） 

（別紙１２）義務教育学校視察研修の実施について（ご案内） 

（別紙１３）令和４年度開校準備委員会 第２回総務部会（東・西合同開催）会議録 

（別紙１４）令和４年度開校準備委員会 第２回標準服等検討部会（東・西合同開催）会議録 
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令和 4年度 第４回東能勢中学校区 開校準備委員会（学校運営協議会）の概要 
 
１ 日 時  令和４年７月２８日（木）18：00～20：15 
 
２ 場 所  豊能町立東能勢中学校 多目的室 
 
３ 参加者  １９人 
 
４ 内 容 

（１）標準服等検討部会より 

①制服の着用に関するアンケートについて 

○部会長より【別紙１】の概要説明 

 

（質問）配布数は、どれくらいか。 

（回答）保・幼・小・中それぞれの家庭数で配布した。正確な数はわからない。提出は、１家庭１枚で

あり、回収率は把握できていない。 

（意見）回答数が少ないと思われるが、相違としてとってもいいのではないか。 

 

②制服導入の有無について 

○部会長より説明【別紙２】 

 服装を考える上で「子どもが安心して平等に学べる服装」「子どもの学びを妨げない服装」であるこ

とを大切にし、「制服（標準服）」を導入する方向で、幅をもたせた形で進めていきたいと考えている。 

➡「制服（標準服）」を導入する方向で進める（全員賛成） 

 

（事務局）公立の義務教育学校に制服を導入すること、服装を決める意味を委員のみなさんで考え、「制

服を着させない」「制服を着たくない」「制服が着られない（肌に合わない）」というご意見も踏ま

えながら協議を進めていく。 

 

（２）PTA部会より（省略） 

 

（３）通学路等検討部会より（省略） 

 

 

 

【配布資料】 

（別紙１）制服の着用についてのアンケート 

（別紙２）標準服等検討部会記録 

（別紙３）PTA部会より 

（別紙４）令和４年度開校準備委員会 第３回通学路等安全対策部会会議録 

（別紙５）令和４年度開校準備委員会 第３回標準服等検討部会（東・西合同開催）会議録 

（別紙６）令和４年度開校準備委員会 第３回総務部会（東・西合同開催）会議録 

・東能勢小中学校区内 飛び出し坊やおよび標語看板撤去のお知らせ 
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令和 4年度 第５回東能勢中学校区 開校準備委員会（学校運営協議会）の概要 
 
１ 日 時  令和４年９月２８日（水）18：０0～20：15 
 
２ 場 所  豊能町立東能勢中学校 多目的室 
 
３ 参加者  ２１人 
 
４ 内 容 

（１）標準服等検討部会より 

〇協議の結果、学校オリジナルの制服を導入する。ブレザーの導入を検討している。 

〇下衣と上衣を決め、中の服は自由とする。 

〇洗濯面や機能面も考慮し、既存の制服ではなく、新しい制服を導入する。 

〇デザインは東西共通のものとする。 

〇着たくない、感覚過敏などの家庭については個別対応とする。 

〇着用学年は中期からの導入とする。 

 

○ブレザーの着用時期について意見が欲しい。 

①５年生（中期）から着用する。 

②８年生（後期）から着用する。 

 

（質問）今の東能勢中のブレザーはいくらか。 

（回答）23,000円である。値段を落として、品質が維持できるかが課題である。 

（意見）トータル的に考えると、制服は安上がりである。 

 

（質問）日常的に制服を着なければいけないのか。 

（回答）ブレザーについては日常的に着用する必要はない。基本的には、下衣は毎日はくが、上衣は

自由と考えている。 

 

（２）総務部会より（省略） 

 

（３）通学路等安全対策部会より（省略） 

 

 

 

【配布資料】 

（別紙１）受付の仕事 

（別紙２）令和４年度開校準備委員会 第５回通学路等安全対策部会会議録 

（別紙３）令和４年度開校準備委員会 第４回標準服等検討部会（東・西合同開催）会議録 

（別紙４）令和４年度開校準備委員会 第４回総務部会（東・西合同開催）会議録 

・豊能町立義務教育学校校名案応募一覧 
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令和 4年度 第６回東能勢中学校区 開校準備委員会（学校運営協議会）の概要 
 
１ 日 時  令和４年１０月２７日（水）18：00～20：10 
 
２ 場 所  豊能町立東能勢中学校 多目的室 
 
３ 参加者  １６人 
 
４ 内 容 
（１）標準服等検討部会より【資料１】 
（質問）７年生の上衣はないということか。 
（回答）特定のものは作らない。 
 
（質問）寒いときはどうするのか。 
（回答）トレーナーなど上着を着ることになる。標準のブレザーの購入時期はまだ決めていない。 
 
（質問）保護者から、２年間しか着ないのはもったいないという意見はなかったのか。 
（回答）買い替えの方がコスト面で心配だという意見があった。 
 
（意見）７年から着せてもいいという意見はなかったのか。まだ、世間的には小と中で分かれている。
部活動など、オフィシャルの場で着ていくこともある。マストでなくても、買ってもいいよとしてお
いて欲しい。 

 
（意見）中学校の体操服を小学校で着ていたというのもあったので、それと同じことと思う。また検討
していただきたい。 

 
・制服の区切りについては、小学校と中学校ではない１〜9 年までの新しい学校を作っていくというメ
ッセージである。また、４−３−２の区切りをさせるという意味で、部会でこの様な意見になった。７
年で区切るという選択ではなく、５年か８年で区切るという議論をした。その結果、買い換えや発達
段階などを考慮し、8年からブレザーの着用がよいとなった。 

 
（質問）標準服は令和６年から導入ということは、移行期のようなものがあるのか。 
（回答）令和６～８年は、２種類の制服が混在することになる。 
 
（意見）反対ということではないが、早期の着用については再度検討して欲しい。 
 
（質問）教員の意見は入っていないのか。 
（回答）入っている。 
 
「再検討事項（差し戻し）」 
〇７年生が自主的に制服を購入することは可能かどうか、検討してほしい。 
〇４年生から早期に購入することは可能か。 
 
（２）総務部会より（省略） 
 
（３）PTA部会より（省略） 
 
（４）通学路等安全対策部会より（省略） 
 
 
 
【配布資料】 
（資料１）標準服導入についての方針 
（資料２）令和４年度開校準備委員会 第６回通学路等安全対策部会 報告 
（資料３）今後の学校運営協議会の組織図【案】その３ 
・学校教育・家庭教育に関するアンケート 
・令和４年度開校準備委員会 第６回標準服等検討部会（東・西合同開催）会議録 
・令和４年度開校準備委員会 第６回総務部会（東・西合同開催）会議録 
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令和 4年度 第７回東能勢中学校区 開校準備委員会（学校運営協議会）の概要 
 
１ 日 時  令和４年１１月２８日（月）18：00～20：20 
 
２ 場 所  豊能町立東能勢中学校 多目的室 
 
３ 参加者  ２０人 
 

４ 内 容 

（１）開校準備員会における協議事項決定までの流れについて【別紙１】 

（事務局より） 

・別紙１の通り提案する。 

→特に意見なし。 

 

 

 

 

 

（２）標準服等検討部会より【別紙２】 

①「標準服」導入の目的・新校の服装について【別紙２の１・２を参照】 

（事務局より説明）※部会長欠席のため 

〇前回の東地区の開校準備委員会では、「中期の上衣は何でもよいのか。」「中期もブレザーの着用

ができるようにしてほしい。」という意見があった。 

〇西地区では、中期から標準服を導入する意味がよくわからないという意見があり、再検討すること

となった。 

〇標準服導入の目的は、以下の通りまとめた。 

 

 

 

 

〇思春期の早期化を考慮し、中期からの導入とした。また、服装がダサいと言われ悩んでいる子ども

がいるという意見が保護者から出ていた。標準服を中期から導入とすることで、そのような不安が

少しでも取り除けるのであればということで、中期からの導入となった。 

〇上衣については、ブレザーに変わる推奨品を導入する方向で考えている。 

〇標準服について、豊能町では、上衣（ブレザー）と下衣（ズボン・スカート・キュロット・ハーフタ

イプズボンから選択）を指定した服装を「標準服」と定める。なお、多様なケースに対応するため、

「制服」と呼ばずに「標準服」とする。式などの時のみ着用するのではなく、日常に着用するものと

考えていただければよい。 

 

（議長）中期のブレザーについてはどうなったのか。 

（事務局）中期のブレザー着用については、今後検討していきたい。もう少し時間をいただきたい。 

 

（議長）この議題については承認が必要となる。意見があればこの場で出していただきたい。 

→特に意見なし 

（議長）意見がないようなので、承認をいただいたものとする。今後、部会案通り進めていく。 

 

 

【決定事項】 

・開校準備員会における協議事項決定までの流れについて 

事務局の提案通りとする。 

・子どもたちの心身の発達段階を考慮し、「安心して学べる・学習しやすい」環境を整える。 

・上級生としての意識やステップアップの自覚を育む。 

・時と場にふさわしい身だしなみの整え方を身につける。 
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②標準服に求める内容について【別紙２の３を参照】 

（事務局より説明） 

〇現在、東能勢中学校の制服は、冬服上下で 45,000円程度となっている。新しい標準服は、上下

30,000円程度を上限とする。 

 

（委員）デザインの３番目に「児童生徒が自由に選べるような仕様」とあるが、どういうことか。 

（事務局）下衣を選べるということである。 

 

（委員）制服業者の選定だが、デザインしてくれる業者を選定するということか。豊能町の中で募る

ということは考えているか。 

（事務局）業者の選定は、デザインをしてくれる業者を募るということである。業者から、３案くら

い出していただき、部会で検討し、最終決定する予定である。業者の選定については、プロポーザ

ルをかけるので、町内外に広く周知するつもりである。 

（委員）地元の人をないがしろにすることの無いようにしていただきたい。結果的に町外の業者に依

頼することになっても、町内の業者にも周知していただきたい。 

（事務局）プレゼンをしていただき、業者は選定していきたい。最終は、いくつかのデザインの中か

ら、児童生徒の投票で決定したいと考えている。スケジュール感としては、年度内に業者を決定す

る。 

（委員）業者にはどのように告知をするのか。 

（事務局）町の HPに掲載する予定である。１月の初旬には掲載したいと考えている。 

（委員）トップページに載せた方がよい。 

 

（３）総務部会より（省略） 

 

（４）ＰＴＡ部会より（省略） 

 

（５）通学路等安全対策部会より（省略） 

 

（顧問） 

新しい学校の開校準備と学校運営協議会の両方を進めていかなければならない。 

今日も「校名」について、「制服」についてと、一つひとつが大きな問題である。しかし、最終的 

なゴールは変えられないので、いつまでに何を決めなければならないかをイメージし、熟議をしてい

かなければならない。 

【決定事項】 

新校の服装について 

 

 

 

【中期：５～７年生】 

  上衣…セーター・カーディガン等（推奨品）、襟付きのシャツ 

  下衣…ズボン・スカート・キュロット・ハーフタイプズボンから選択 

【後期：８・９年生】 

  上衣…ブレザー、襟付きのシャツ 

  下衣…ズボン・スカート・キュロット・ハーフタイプズボンから選択 

○前期（１～４年生）は、私服 
○中・後期（５～９年生）は、標準服を着用 
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決定すると同時に、町民や学校の先生方にそれをわかってもらう必要もある。今日も貴重な意見が 

出ていたので、それを早く集約をして進めていかなければならない。 

令和８年に新しくつくる学校をどういうものにするのか。令和９年頃には新しい学習指導要領が出 

される。そういうことも視野に入れて新しい学校をどうするのか議論していくとよい。 

豊能町は高いレベルで進められている。今後も期待している。 

 

 

 

【会議録】 

○第１回から第６回までの学校運営協議会会議録 

○第８回標準服等検討部会会議録 

 ○第７回総務部会会議録 

 

 

 

 

 

 

 


