
・ 平成24年10月中旬～11月初旬　市内中心部4小学校統合後の制服についてのアンケート実施

・ 「制服は、ある方がよい。」もしくは、「制服は、無い方がよい。（私服通学）」から二者択一

【アンケート結果について】

年少児～年長児保護者 小学校1～3年生保護者

（男女別内訳） （男女別内訳）
　　　男　子 　　　男　子

　　　女　子 　　　女　子

【主な意見のとりまとめ】
制　　服 私　　服

・長い目で見れば、経済的。 ・家計の負担が少ない。
・丈夫。 ・成長に見合ったサイズの服を着させやすい。
・服装（風紀）の乱れが無い。学生らしい。 ・暑さ、寒さへの調整（体調管理）がしやすい。
・協調性、仲間意識、団結。 ・毎日洗濯でき、清潔。アイロンをかけなくてよい。
・行事や式典等は、統一されていた方が、美しい。 ・転勤がある家庭にも、都合が良い。
・身だしなみ。公私の区別が付きやすい。 ・洗い替えの心配がない。
　（学校と家との切り替え） ・帰宅後、着替えなくて良い。
・家庭毎の格差が出にくい。 ・動きやすい。（のびのび動ける。）
・朝悩まず、身支度が早くできる。楽。 ・ファッションが楽しめる。（個性を表す事ができ
・どこの学生か一目でわかる。登下校時に、見守り 　る。）
　やすい。（防犯、不審者対策）
・冠婚葬祭のときに、着用できる。
・洗濯が簡単。
・学ぶ事に集中できる。(服装の事が、気にならない。）

・せっかくの新しい学校。制服も学校のシンボルに
　なる。

・初期費用がかかる。 ・服をたくさん購入しないといけない。（家計に負担）

・成長毎の買い替えが必要。負担が大きい。 ・流行の物や、皆と同じ物(ブランド）を欲しがる。
・新しいデザインになると、お下がりがない。 　（華美な服装）
・暑さ、寒さへの調整（体調管理）がしにくい。 ・通学服のルールがわかりにくい。（服装の乱れ）
・毎日、同じものを着るのは、不衛生。 ・統一感がない。
・洗い替えの心配がある。 ・家庭による格差が生じる。（いじめ、仲間はずれの原因）
・洗濯や、破れたりした場合の修繕が大変。 ・毎日、何を着るか悩む。
・帰宅後、私服に着替える必要がある。 ・入学式や卒業式等の式典の際、そのためだけに、
　（制服・私服と二重の費用、洗濯が必要。） 　正装用の服を購入しないといけない。
・動きにくい。（堅苦しい。）
・女子のスカートは、防犯面で不安。

<移行についての懸念>
○統合時の高学年（1～2年しか、新小学校に通わない。）

○統合時の低学年（1～2年しか、今治小・城東小に通わない。）

―　PTA部会（制服検討班）報告　―　

　年少～年長児の保護者については、「制服は、ある方がよい。」と答えた方が全体で7割を超えた。

　小学校1～3年生保護者については、現在制服がある学校は制服、私服通学の学校は私服がよいと答えた方が、

　男女別に見ると、女子保護者の方が、制服を希望する割合が高い。意見としては、子どもが皆と同じ物（ブラン

4校ともで7割を超えた。制服にも私服にも良い点があり、各校とも、現状にある程度満足しているという結果と

なっている。また、統合後数年のために、新しい制服を購入するのは負担が大きいという理由も多く出され、

全体を集計すると、大きくは差が出ない結果となった。
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ド物）を欲しがるのではないか、毎日の服装に悩む、家庭によって格差が生じ、いじめの原因になるのではないか、

というものが多く見られた。
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 対象施設：

   回 収 数：  177
                    （内、男92・女75・
　　　　　　    　 無記入10）
   回 答 率：  約71％
　（ 対 対象年齢の4校区住民登録者
    数248名（H24.5.1現在））

 対象施設：

    回 収 数：  214
                    （内、男112・女102）
    回 答 率：  約96％

今治市内の
  市立保育所
  私立保育園
  私立幼稚園

今治小学校
美須賀小学校
日吉小学校
城東小学校
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1 制服の方が、丈夫でよい。統一した方がきれい。 年少 男子

2 服の質やセンス等を気にしなくて良いと思うので。 年少 男子

3 服の事とかで、いじめがあったりするのなら、みんな同じ制服の方がいいと思います。 年少 男子

4
歩いている姿などを見て、制服だと、どこの生徒か分かりやすいと思う。”身だしなみ”という意味でも、制服が
ある方がいいのではないかと思う。

年少 男子

5 制服など、みんなと同じ服装をする事で、仲間意識をはぐくみ、協調性が養われると思うから。 年少 男子

6

町の中心に、新築の学校ともなれば、制服はあった方がいいかなぁとは思いますが、私服でのびのび動ける
方がよい、というのが本音です。（小学生での制服は、とても堅苦しいイメージがある。）ただ、制服は、私服の
格差をつくらない。毎朝、服で悩まない。統一感があるなどの利点があるので、動きやすく、洗濯OKなら、な
お良いかな。制服に決まった場合、（以下のことを）考慮する必要があるのでは？

年少 男子

・現3年生はH27年度のみ新制服（1年しか着ないのは、もったいないと思う。）

・現年長・年中さんで、今小・城東小へ入学する子は、1～2年で新制服に変わる。（制服変更するの前提にし
て、既存の制服を買う必要があるのか。）

7 毎朝の服選びが大変なのと、公私の区別がつきやすいので、制服はある方がよいです。 年少 男子

8
制服がないと、貧富の差が出ると思うし、たくさん洋服を買わないといけなくなるから、制服がある方が、結局
は経済的だと思うから。朝もいちいちコーディネイトを考えなくてすみ、身支度も早くできるから。やはり、制服
を着ていると、きちんとして見えるから。

年少 男子

9
どこの学校か、一目で分かりやすいと思うので。私服だと、何を着せていくか考えないといけなく、制服だと、
決まっているので、その心配がないから。

年少 男子

10 経済的に良さそうだから。制服姿を見たいから。服装が乱れにくいから。 年少 男子

11
子供を育てたお母さんたちの意見では、制服の方が、毎日が楽だったそうです。毎朝、服を考えなくてすむ
し、動きやすさなどの面も考えずにすむからです。それに、制服の方が、きちんとした感じがしていいと思い
ます。（変なデザインや色はイヤですけど･･･）ふつうのデザインなら、制服でいいと思います。

年少 男子

12 みんな同じ制服の方が、差がなくていいと思います。 年少 男子

13 みんなで統一した方が、いいと思います。 年少 男子

14 学校と家とのメリハリがつく。デザイナーズ制服がいいです。 年少 男子

15
朝から何を着て行くか、悩まなくてすむ。風紀の乱れが無いと思う。ブランド物を着せたり、華美な服装の子
が出ると思う。服装で、いじめの対象になりかねないと思う。

年少 男子

16
制服があった方が、統一感があると思います。もし、制服に決定した場合は、制服代金の低金額を望みま
す。

年少 男子

17
長男が、現在制服で通学しており、不自由していない。制服を着る行動が、学校と家庭の切り替えができて
いる様に思う。

年少 男子

18 朝の支度など、早く準備できるから。 年少 男子

19
私自身が転校が多く、私服・制服を経験しましたが、私服だと、お金のかかった服の子、おさがりの服の子、
多様なため、年齢的に10歳を超えた位～「子供同士でのいじめ」等につながる気がします。

年少 男子

20

制服があれば、着る物に悩まずに済むという点が、最大の魅力。しかし、活発に遊ぶ年頃の子供に、シャツ
は毎日替えたとして、それ以外は、毎日同じ物を着せるというのが、不衛生で嫌だ。万が一、破損した場合の
コストも高い。制服は欲しいが、自由度が高いと嬉しい。｢白ポロシャツなら、どこで買った物でも良い。｣など。
ジャケットとボトムスが指定服で、中は何でも良い、というのもアリかも。登下校時だけ着るとか。とにかく、傷ま
せたくない。成長にも柔軟に対応したい。

年少 男子

21
私服は、必要以上に枚数が増えて大変(金額的にも）。制服でキチッと身だしなみとか、振る舞いを、小さいう
ちから身に付けさせたい。

年少 男子

22 制服があった方が、助かるから。 年少・年長 男女

23

今治中心部の学校として開校するにあたり、制服が有る事により、どこの小学校かが一目でわかり、不審者が
万が一、子供に声をかけていたら、周辺住民の方が気に掛けやすいと思う。経済面でも、初回は費用がかか
るが、制服だと私服代を気にしなくてもいいし、女の子だと、ファッションセンスで仲間はずれなどが出てくる
んではないでしょうか。

年少･年中 男子

24
式典や全体（学校行事等）で行動する時、私服に差が出ない方が良いかと思います。（例）音楽会や修学旅
行等　　　洗い替えの枚数や成長時のサイズ変更の負担の軽減。私服だと、数が多く必要になると思いま
す。　　◎卒業生、在校生による、制服のリサイクルを希望したいです。（制服になった場合）

年少・年長 男女

25
統一した方が良いと思う。今、制服の学校は困るかもしれないが、新学校として、制服があった方が、整って
いいと思う。

年少・年長 男女

26 制服の方が、統一感があってよい。着ている服がそれぞれ違うと、いじめの原因になりかねない。 年少 女子

27
女子なので、流行ものを次々欲しがると、お金がかかるので。私服で、子供達の間で、色々差が出たりすると
困るので。

年少 女子

年少・年中・年長児の保護者の方からのご意見

｢制服は、ある方がよい。｣と答えた方のご意見
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｢制服は、ある方がよい。｣と答えた方のご意見

28 かわいいから。 年少 女子

29
私服だと、温度調節は可能と思われるが、朝から何を着ていくかということに、頭を悩ませたくないので、制服
が望ましい。

年少 女子

30

制服は個性が失われるという意見があるかもしれませんが、服装に差がありすぎることによって、いじめや差
別につながるおそれが無いとは言えません。子供が少なくなったことにより、自分の子を目立たせたいと考え
る親も多いと思います。質の良い、値段の高い服を着せて登校させ、周りと差をつける、そしてそれがエスカ
レートしていくなど、きりがありません。制服は、デザインがかわいいのも良いですが、親としては、洗濯でシワ
になりにくいなど、機能性に優れたものがありがたいです。

年少 女子

31
主人も私自身も、制服の小学校でした。統一感もあるし、経済的なので、制服がある方が差も出ず、良いよう
に思います。私服だと、基準も個人差が出ると思うので、子供達が活動しやすい制服を考案して頂きたいで
す。

年少 女子

32 制服で学校名がわかるから。制服を着ると、親も子供も気が引き締まるから。 年少 女子

33
学校は、勉学をする場であり、オシャレに気をとられすぎない様にするため。私服だと、服装のルールがわか
りにくい！

年少 女子

34
私服だと、女の子の場合、毎日着せるものに、何をどうセレクトするかうるさくなってくるので、制服があった方
が、親としては楽に思います。

年少 女子

35 学校と家の区別が付けれるので。 年少 女子

36 生活のメリハリがつく為。また、制服があれば、着て行く服を気にしなくてすむので。 年少 女子

37 統一感がある。他の子供と比較されることがありそう。着せる服を、毎日考えるのがやっかい。 年少 ？

38 朝、悩む必要が無い。友だちの指摘も無い。 年少 ？

39
通学中に何らかの事件や、誘拐に巻き込まれた時に、どこの学校に通っているのかが、すぐに分かるから。
選り好みしなくて、その服を着てくれるから。　制服の方が良いですが、城東小学校に行って、1年、2年で又
新しい制服を買わないといけないのであれば･･･私服の方が良い。

年中 男子

40

制服の方が、経済的。私服だと、毎日何を着ていくか悩むし、服装もお洒落をする子は服も高価で華美にな
りそう。また、服のことでからかわれたり、イジメの原因にもなり得るから。それに、制服を着ていれば、地域の
人が一目で○○の小学生と分かり、安全上でも好ましい。せっかく4校が1つになるのだから、統一感があっ
た方が良いのではないだろうか。

年中 男子

41

（制服は、ある方がよい。）ただし、家の子は、現城東小学校へ1年間通い、2年生から新しい学校へ通うこと
になるので、その点を考えて、制服をどうするのか。経済的な面で、負担になるのではないかとの疑問はあり
ます。ぜひ、1年で着用が終わる制服の購入はさけたいので、継続的使用できるなら、制服はある方が良いと
思います。

年中 男子

42 制服の方が、家庭による差が少なくすむから。統一感もある。 年中 男子

43 毎日、制服がないと、私服が大変だろうし、差別なく、周りの人たちにも分かってもらえると思うから。 年中 男子

44 毎日の服装に困らないから。統一していた方がキレイ。 年中 男子

45
私も主人も、小学生の時、制服で育ったので、私服での通学がしっくりこない。朝が楽。私服だと、色々考え
ないといけない。

年中 男子

46

今、上の子が制服で小学校に通学しておりますが、きちんと着ていく物が決まっていると、朝の支度がとても
楽なので、助かっています。また、どんどん私服通学の小学校が増えていく中で、せっかく制服ができるので
あれば、残したいという思いもあります。もし、制服になるのなら、早く形を決めて、これから統合するまでに入
学を迎える新1年生たちは、新しい制服を購入できるようにするのはどうでしょうか。

年中 男子

47
制服の方が、きちんとした学校作りが出来ると思われます。私服だと、どうしても乱れがちで、“あの格好･･･”
と思ってしまうような事もでてきます。制服と私服の中間的な考え方はできませんか。（男子は白いポロシャツ
に黒か紺のズボン、女子は白いポロシャツに黒か紺のスカート、上着などは自由、とか。）

年中 男子

48 制服があった方が、朝の支度がスムーズだから。 年中 男子

49 自分が制服じゃなかったので、子供には、制服を着せてあげたい。 年中 男子

50 毎日の服装を気にしなくて良いので。ポロシャツ、Tシャツなど、動きやすい服も可にしてみてはどうか。 年中 男子

51
毎日のことなので、私服を選ぶのに大変だと思う。個性は、服以外で伸ばせばいいので、服にこだわる必要
は無い。経済的にも、負担があるし、差が出て、子どもがかわいそうだと思う。

年中 男子

52 着ていく服に迷わないから。 年中 男子

53 制服だと、着る物を考えなくても良いし、本人も決まっている方が楽だから。 年中 男子

54
学校は、学ぶ所であり、家庭との気持ちの切り替えも必要ではないでしょうか。ただし、金銭的な諸問題も発
生してくる事と感じています。

年中 男子

55 私服だと、毎日何を着せようかと考えたり、大変なので。 年中 男子

56 様々な行事など、制服があれば、統一感があり、まとまりがあって良いと思う。 年中 男子

57 学校生活と私生活（放課後）との区別が、はっきりしてよいと思うので。 年中 男子

58 統一感がある。 年中 女子

59
幼稚園でも制服があったので、家と学校の切り替えがあっていいと思います。多少ならずも、毎日私服を着
せていくのも、経済的に負担がかかりそうな気がします。

年中 女子
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｢制服は、ある方がよい。｣と答えた方のご意見

60 制服は、冠婚葬祭のときにも利用できるため。私服だと、費用がかかるため。 年中 女子

61
私服にして、個人で差が生じ、競い合うことが好ましくないため。また、制服も、デザイナー、ブランドなど必要
ないと思います。

年中 女子

62

｢華美にならず、子どもらしい｣他校の私服学校の保護者から聞いた話ですが、登校服のことで悩む女子が
多い！と言われました。そのことで、嫌なことを言われ、どうしても高い物を買うことになるらしいと。一部の問
題でしょうが、新しい学校生活、些細なトラブルは避けた方がいいのではないかと思います。検討よろしくお
願いします。

年中 女子

63
女の子なので、服のセンスでグループができるのは避けたい。ブランドの服を持っている子がいると、欲しが
るなど。統一してもらえると、朝の準備が楽。

年中 女子

64

普段は、私服でもいいのですが、入学式・卒業式・葬式など、正装するときに困るので、制服があった方がい
いかなと思います。もちろん、かわいいのがいいのですが、汚れの目立たないのにして欲しいです。冬の寒
いときに、ジャンバーを着たりできると良いのですが･･･。私服の良いところは、温度に合わせて服装を変えら
れる所なのですが、制服は、できにくいので、冬用のジャンバー、コート、ズボンなど、制服のがあればいいと
思います。

年中 女子

65
行事の時などに統一感が出る。私服だと、子供同士によるやっかみなどあると思います。不要な服をたくさん
買わなくて良い。制服に決まった場合は、例えば、夏服から急に冬服ではなく、ベスト等で合服も作って欲し
い。

年中 女子

66
統一性があるし、通学時を見ていても、帰宅中だと分かり、見守れるから。私服だと、帰宅しているのか、寄り
道なのか不安に思ったりするから。統合後、遠い自宅からの通学でも、集団登校なのか？幼稚園のようにバ
ス通学とかは、希望できるか知りたいと思います。

年中 女子

67
毎日の事なので、私服通学になると、洋服代がどうしてもかさむと思います。決まった制服がある方が統一さ
れてよい。私服だと、何を着るかなど、毎日考えるのが大変。

年中 女子

68
統合により、通学範囲が広くなるため、制服だと、登下校している児童という事がわかりやすいので、広くなっ
た分、安全面を考え、制服を希望。

年中 女子

69

制服の方が、生活にメリハリがつくのではないかと思い、制服希望にしました。最初に、制服購入でお金がい
りますが、私服となると、年頃はおしゃれをしたくなるし、私服代が負担になりそう･･･。制服なら、サイズが大き
く変化したり、やぶれたりしない限り、購入しなくていいので、家庭にはあまり負担にならないのではないかと
思います。

年中 女子

70 制服がある方がラク。 年中 女子

71 私服だと、たくさん服がいるし、汚れたりするので。 年中 女子

72 公私の切り替えがあった方が、良いと思う。 年中 女子

73 服に困るから。可愛いから。 年中 女子

74
現在、上の子が制服で登校していますが、不都合な事が無いので。私服通学になると、何を着せればいい
か悩みそうです。

年中 女子

75
私服は、お金がかかる。現在年中で、統合される時は3年生になるときだが、2年間は、城東に通うことになっ
たら、2年間通うために制服を買うようになるのか？3歳下に姉妹がいるので、制服も回せたらと思うが、上の
子が城東の制服、下の子が新しい制服となると、回せないので困る。

年中 女子

76
制服がある方が、毎朝何を着せるかで、悩まず良いので、制服が良いんですが、この子は、1年だけ城東で、
2年生に上がる時に統合されるので、城東での制服が1年だけだと、正直もったいないので、統合される前年
に入学する子は、制服でも私服でも、どちらでも･･･にしてもらえたらなぁ、と思います。

年中 女子

77

初期費用はかかりますが、服が決まっている方が、わかりやすくて良い。登下校の際にも、「小学生だな」と認
識しやすい。特に、女の子は、服選びに時間がかかります･･･。ぜひ、制服にしてほしいです。ただ、「年中」
さんの場合、1年間だけ、現校区の小学校に通うので、今治・城東の生徒は、2回（2種類）の制服を買わない
といけなくなるのでしょうか？なので、負担は、1回だけで終われるようになれば良いかな、と思います。色々
な意見や思いがあると思いますが、どの学年も、気持ち良く、学校生活が送れるよう、ご準備されることを願い
ます。

年中 女子

78 毎日のファッションが大変。 年中 女子

79 制服を買っているから。もったいないから。 年中 ？

80 朝の準備に時間がかからなそう。毎日、服を決めなくてよいから。 年中 ？

81
式典の時など、統一されている方がきれいです。ハンカチ・ティッシュなどを、ポケットに入れやすいので、清
潔。

年中 ？

82
団体行動における統一感、学校と休日のけじめ、私服とした場合における、周り（友人）との差、4校との統合
であるため。移行時の子どもたちが、バラバラにならないスムーズな協議をお願いしたい。

年長 男子

83 制服の方が、一定できれいに見えるし、服のことでいじめがあったら、嫌だなと思うから。 年長 男子
84 制服など、みんなと同じ服装をする事で、仲間意識をはぐくみ、協調性が養われると思うから。 年長 男子

85
統合後の第一期生になる1年生から、統合で新しくできた制服を着用してほしい。それまでの学生、特に高
学年で、残りわずかな学年は、もったいない。第一期生までは、体操服も、それまでの分が良いと思う。

年長 男子

86
どちらでも良いのですが、どちらかというと制服です。統一感、記念行事、冠婚葬祭など考えると、制服かな
と･･･。

年長 男子

87 学校と家庭のスイッチを切り替えやすくなると思うので、制服はある方がよいと思います。 年長 男子
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88
両親共に、制服の小学校に通っていたことから、制服の方になじみがあります。市中心部の学校だからこそ、
制服の方がまとまりがあっていいような気がします。

年長 男子

89
上の子も城東に通っていて、今まで制服の生活で慣れているので、制服があった方が良い。お金はかかる
かもしれませんがﾞ･･･。

年長 男子

90 統一性がある。きちんと感があってよい。制服だと、比べたり比べられたりする事がない。経済的。 年長 男子

91 派手になりすぎることなく、学生らしくて良いと思う。 年長 男子

92 統一感がある。 年長 男子

93 毎日の服に困るため。皆同じ方が、良いと思うから。お金もかからなくて、良いから。 年長 男子

94
毎日、服を決めるのが面倒なので。制服じゃなくても、白トレーナー着用など、着て行くものが決まっていた
方が嬉しいです。

年長 男子

95 統一性がある。毎日、洋服を選ぶのが大変。 年長 男子

96
毎日、着て行く物を考えなくてよい。式典など、揃っていた方が美しいし、華美になり過ぎることもない。制服
がある方が、愛校心や愛着がわくような気がする。

年長 男子

97
各小学校の友人や、思い出を引きずらずに、心機一転でき、統合した生徒たちで仲間意識が出来ると思い
ます。制服を作った場合は、6年間毎日着用するようにして欲しいです。制服があるのに、自由にするなら、
作らないでよいと思います。

年長 男子

98 私服代に比べたら、格安であること。差がつかないから。 年長 女子

99

制服は、最初にお金がかかりますが、私服の方が、高学年につれ、出費がかさむと思われます。女子の為、
特に思います。経済的に余裕の無い家庭にとっては、制服は厳しい様に思われますが、長い目で見れば、
安くつくのです。かえって、私服の方が、高くつくうえ、その事で、いじめの対象になる可能性は大きいもので
す。

年長 女子

100
衣類について、子供達が競い合ったり、結局、同じブランドの服を女の子たちが着ていたら、制服みたいなも
のである。変な事件が多い今日この頃、どうかな？という服装も見かけられることがあるので、制服がよい。何
より、メンテナンスが楽であり、毎日悩む必要がない。

年長 女子

101 学ぶことに集中できるため。防犯になるから。 年長 女子

102 女の子だったら、毎日の服を気にして、色々な服を買わないといけなくなるから。 年長 女子

103 制服がある方が、統合後の一体感が出ると思います。 年長 女子

104
毎日、服の心配をしなくていいのと、制服で動く方が安全だと思うから。（最近の幼児服は、デザイン重視が
多いので、ひっかけたりして、事故があるらしい。）

年長 女子

105
毎日、着せていく服に悩まなくてよい。最近の子供達は、小学生からブランドがどうのこうの言っている子供も
いるみたいで、制服があった方が、統一感もあり、いいと思う。

年長 女子

106
子供は、成長が早いので、毎日が私服だと、買い足しが増えて、制服を買うより高くなりそう。制服の方が、ま
とまりがあってよいと思う。

年長 女子

107
入学、卒業式のときなど、その度に服を新調したくなると思う。普段の日でも、女の子は特に、色・柄・デザイ
ンを流行の品に気をとられ、不平を言い出すようになるのでは？経済面からも、制服の方が良いと思います。

年長 女子

108
私服など、費用が制服より倍かかる。また、女子は、私服の場合、衣装にうるさく大変である。適当な服も着せ
ることもできず、友達同士のトラブルなどにもなりうる可能性が出てくる。

年長 女子

109
学校と家とのけじめが付けれるので。私服だと、友達と比べたりと、かわいい服がいいとか、この子がかわい
いとか、ださいとかで、いじめになっても嫌なので。

年長 女子

110
写真を撮ったときなど、統一感があって良い。貧富の差、センスの差が、私服だと出てしまう。私服は、ごちゃ
ごちゃして見える。制服だと、毎日何を着せるか悩まなくて良い。

年長 女子

111 着せていく服を、悩まなくて済むから。 年長 女子

112
兄弟が、現在、城東小在学中ですが、制服だと各家庭の格差が服装には出ていませんが、私服になると、
服装でイジメ等がおこる可能性があるかもわかりません。また、女の子で私服になると、スカート丈が短いと、
通学距離により変質者に狙われる可能性も考えられると思う。

年長 ？
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113

制服よりも、統一感があり、学生らしい。入学式、卒業式などの式典の際は、特にそう思う。もしも、作る方向
になった場合は、ベストやセーターも設けて欲しい。（中間服）今までにない、スタイルにして欲しい。男女
共、体操服のジャージも欲しい。（冬場や稲刈りや、遠足、自然の家など）男児の体操服のズボンの色は、白
でない色にしてほしい。（汚れが目立つ）

1年 男子

114
毎日、服装の準備をしなくていいから。親2人ともが、子どもの時、制服で育ってきたので、やっぱり制服の方
がしっくりくる。

1年 男子

115 私服は、何かと面倒。 1年 男子

116 式典などの際、統一感がある。私服だと、格差が出てきそうなので。 1年 男子

117
毎日のことを考えると、私服にも限度があります。ただ、夏の暑い期間と、冬の寒い期間は、ジャンパー等の｢
上着｣の着用を認めていただければ･･･と思います。｢子どもは風の子｣なんて、古い考えはやめてほしいで
す。熱が出て診るのは、医者と親ですから･･･。

1年 男子

118

服装が華美にならない。犯罪を呼びにくい。（夏場、女児は露出が多すぎるのは心配）家庭の経済状態等が
反映されにくい。（いじめ等の差別が生まれにくい）※スクールカラーを考え、取り入れて、制服で学校の個性
をアピールするのも、地域の活性化につながっていくと思います。また、制服によって、新しい学校の在校
生、卒業生、地域の方々の愛校心が増すことも考えられます。

1年 男子

119
制服がある方が、式典等のときに困らないし、長い期間で見れば良いと思う。他、体操服などは、男女同じデ
ザインのものにして欲しいと思います。

1年 男子

120 統一することによって、団結。制服が、楽で丈夫で良い。 1年 男子

121
風紀上、安全面から、あった方が良いと思います。（制服だと、必ず一度帰宅しないといけない等）汚れやす
いので、今の城東小の様に、じゃぶじゃぶ洗えて乾きやすいポロシャツなどだと有難いです。

1年 男子

122

制服なら、毎日着ていく服に悩む事も無いし、お金も私服よりはかからないから。また、私服だと、着ていく服
によって、友だちにデザインをからかわれたり、女の子なら、オシャレのしすぎなど、いじめの原因にもなり得
るから。制服も、ブラウスかポロシャツ両方可にすれば、金額も安く済むし、下もお下がりも使えるから。制服
の方が学生らしく、一目見れば、どこの小学校の生徒か、他人から見ても分かりやすい。

1年 男子

123 制服の方が、まとまりがあるから。私服だと、どこまでの服装がOKなのか、わかりにくい。 1年 男子

124

親的には、制服がある方が、毎日着せる物･･･と悩まず楽なんですが、2番目は、城東に1年間だけ通って、
統合されてしまうので、城東の制服が1年だけというのが、もったいないなぁ・・・と。制服以外に、体操服なども
考えると･･･。統合先では、制服が、と思うのですが、その前年に入学する子どもたちは、私服でも城東に通
えればなぁ、と思います。

1年 男子

125 あった方が、面倒くさくないから。しかし、金額が、今より負担になるようなら、私服の方がよい。 1年 男子

126 統一感があって、いいと思う。 1年 男子

127
新しくできる学校なので、統一性ということも考えて、制服でいいと思います。ただし、現在使っている制服が
バラバラ（城東、今治）なので、それは、校章を付け替えるなりして、使えるようにしてもらいたいです。

1年 男子

128

女児は、どうしてもブランドものの服を争って欲しがります。華美になりがちと思われます。制服の方がいいと
思いますが、上は白いポロシャツかブラウスにして頂けると、フジや通販など、どこでも購入できてありがたい
です。上着は高価なので、上着は自由にして欲しいです。新6年生や統合前（平成26年度）の新1年生への
対応も、ぜひ検討をお願いします。(1年間しか新制服または、現制服を使用しない人たちです。）

1年 男子

129
今まで制服があったから。制服より、私服の方が、衣類の負担が多いと感じる。学習の場である学校では、制
服の方が、望ましいと考えている。

1年 男子

130 一体感がある。所属が明確である。華美にならない。 1年 男子

131 今まで標準服は、制服だったので、変わりなく制服でいいと思います。 1年 男子

132
揃ったほうが、統一感があるから。校区範囲広いので、私服の方が、下校途中なのかわかりにくく、子どもの
危険なども見落としがちになりそうだから。

1年 男子

133
私服では、毎日同じ服は着せられない。オシャレを考えるようになると、服にお金がかかる。制服なら、気にし
なくてよい。

1年 男子

134
地域の方にも、どこの小学生か、分かってもらえやすいと思います。ちょっとした事でも、学校のイメージにつ
ながると思います。私服の学校が増えていますが、制服も学校のシンボルみたいで、あってもいいと思いま
す。

1年 男子

135

<制服の良い点>朝悩まなくてすむ。服装において、（華美またはセンスが無い、地味等で）子供同士のトラブ
ル回避。私服代がかからない。卒業式、入学式の式服を買う必要がない。<制服の希望>男女兼用のブレ
ザー。汚れの目立たない色、今治市の中心部の小学校として、生まれ変わる学校にふさわしい、オシャレな
デザインの制服にしてほしい。

1年 女子

136

今治中心部の学校として開校するにあたり、制服が有る事により、どこの小学校かが一目でわかり、不審者が
万一、子供に声をかけていたら、周辺住民の方が、気に掛けやすいと思う。経済面でも、初回は費用がかか
るが、制服だと、私服代を気にしなくてもいいし、女の子だと、ファッションセンスで仲間はずれなどが出てくる
んではないでしょうか？

1年 女子

137 私服では、華美になりそうで、制服があった方がありがたいです。 1年 女子

138 統一性がある。大きくなると、ファッションに細かくなり大変。 1年 女子

139 制服を着た姿が見たいから。 1年 女子

小学校1～3年生の保護者の方からのご意見
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140 毎日、私服だと大変。サイズなど成長するので、買い替えなどで、余分なお金がかかる。 1年 女子

141 統一されている方が、美しいと思います。 1年 女子

142 子供自身の希望。又、複数の学校が統合するので、制服の方が、統一感が出て良いと思う。 1年 女子

143
私服の場合、毎日の事なので、個人差が出て、各家庭に負担がかかってくると思います。特に、女の子の場
合。

1年 女子

144
統合後は、各学校の制服として、私服の学校は、順次新しい制服にする。高学年については、私服のままで
も（？)･･･親の判断で。低学年は、サイズが変わったときに、新しい制服に移行。数年間は、新制服でそろえ
なくても、よいのではないでしょうか？

1年 女子

145
現在、制服で登校していますが、特に不都合な事もなく、金銭的な面でも、季節ごとに私服を買うよりも負担
が少ない様に思います。

1年 女子

146
金銭面を考えると、初めは負担が大きいかもしれないが、後々の事を考えると、制服の方がいい。私服は、毎
日毎日、準備するのが大変。

1年 女子

147 楽。通学する服を選ばなくて良いから。 1年 女子

148
毎日の服選びに困らない。親の見栄を子どもに押し付ける可能性があるから、私服は好ましくない。服が決
まっている方が、家計の負担は低い。

1年 女子

149 朝の支度に手間がかからなくて便利だから。高学年になった時の服装が心配だから。 1年 女子

150
服装で、公私が同じになる様な事もありそうなので。(学校に着ていくような服でないなど。)中学、高校も制服
なので、制服でいいのでは。

1年 女子

151 経済的に助かります。統一感があり、良いと思います。 1年 女子

152 服は、お金がかかるから。 1年 女子

153
経済面を考えて、私服だと、他人の着てくる服と同じようにしたがったり、色が嫌だとか、丈が長い・短いなど、
朝から服のことで、いさかいがあり得る。

1年 女子

154
今まで制服を着ていたので、学校と放課後の区別もつくし、子供もメリハリがあるのでは？と思います。私服
通学されている親に聞くと、子供同士服の事をコソコソ言ったり、他の子が着ているような服がいいとか･･･い
ろいろ聞いてきたので、私服通学は考えにくいです。

2年 男子

155 統一されているほうが、格式がある様でいい。見た目にもきれい。楽でいい。 2年 男子

156
ちゃんとした式（入学式や卒業式など）にまとまりがあるので･･･。私服学校の友人たちから、いつも、朝学校
に来ていく服でもめる、という話をよく聞くので･･･制服がある方がいいです。

2年 男子

157

制服だと、たくさんの衣類を逆に購入する事もなく、汚れても洗濯がしやすく、すぐ乾く。私服だと、他の小学
校でも見られるが、特に女子の服がだらしない。露出が多い。(特に、最近は変な事が多いので気になる。)結
局、某メーカーの服ばかり女子が着用し、ある意味制服みたいになっている。子供同士のねたみや競争にな
らないか心配である。

2年 男子

158
今は、私服でも良いとは思っているのですが、統合するにあたって、制服を作って、みんなが一緒の方がい
いのでは、と思います。高学年や現在制服の学校の事を思うと、制服をまた買い替えるのは、負担を考える
と･･･少し悩みます。

2年 男子

159 その都度、着ていく服の心配をしなくていい。 2年 男子

160

普段の日なら、私服でもいいのですが、卒業式や葬式など、正装する時に、その時の為だけに買わないとい
けないのなら、制服があった方がいいのかなと思いました。制服になるのなら、もちろん、かわいい・かっこい
いのがいいのですが、汚れが目立たないのにしてほしいです。それと、冬の寒い日には、制服の上にジャン
バーを着たり、男の子は、半ズボンだと思うのですが、長ズボンをはいてもいいのなら、制服がいいです。ダメ
なら、制服のコート、長ズボンがあるといいのですが･･･。

2年 男子

161
日吉小で4年私服通学をするので、統合してからの2年は、新たな気持ちで、制服でスタートをさせてあげた
い。制服だと、皆同じ物なので、高価な物など身につけているなどの自慢なども、無くなると思う。

2年 男子

162 新しい学校のスタート。制服がある方が、4校の統一感が出るような気がするから。 2年 男子

163
今後のことを考えると、制服があった方がいい、と思うのですが、子供は私服がいいそうです。ただ、通学バッ
クや上ばきまで、指定のものが出来る様なら、負担が大きくなる気がします。今まで私服だったので、抵抗が
無い、と言えばうそになります。（私服でよかったな、と思ったので。）

2年 男子

164 朝、迷わずに済む。友だちの指摘も少ない。 2年 男子

165 4校、合併による地域の格差をなくすためにも、制服の方がいい。 2年 男子

166
学校は、勉強する所。何を着ようかと悩む必要はない。また、高学年につれ（特に女の子は）おしゃれするこ
とを競うようになるのでは･･･？移行期間は必要。決定・準備が出来次第、統合前から着用できるなら、新入
生など、二重に購入する事がなくなるので。

2年 男子

167 統一性があって、きれいだから。 2年 男子

168
学校は勉強を学ぶところであり、高学年になってくると、心の成長に伴って、自己表現を服で表そうとする子
も少なくない。その事に囚われるより、制服を統一して、集中して勉強や友人関係を作り上げて欲しいと考え
る。購入時期の移行期間は、決定すれば（制服と)2ヶ月あれば十分ではないかと考える。

2年 男子

169 毎日の服が大変！統一性がある方が良い。 2年 男子

7
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170
統一感があってよい。冠婚葬祭に応用できる。決まりがあった方が、楽だと思うので、ある方が良いかなと思
います。どちらでも良いというのが本音ですが、モデル校として、かっこいい、可愛らしい、着やすくて機能的
なモノだと楽しいですネ。

2年 男子

171 制服の方が、きちっとしていて、学校に通学するのに適していると思うからです。 2年 男子

172
毎日の服選びもしなくてよいから。又、「○○式」などがある時や、音楽会など、団体の時は揃っていてきれい
だから。（その時に、特別に服を買う必要もない。）移行期間が過ぎれば、兄弟がいるところは、お下がりも使
用できるし、毎日着用することを考えれば、制服の方がよいと思う。

2年 女子

173 統一性があって良いと思うから。 2年 女子

174
子供は成長が早いので、毎日が私服だと、買い足しが増えて、制服を買うより高くなりそう。制服の方が、まと
まりがあって良いと思う。

2年 女子

175 人数も多くなり、統一感があってよい。様々な行事の時、制服で行う方が良いと思う。 2年 女子

176
制服がある方が、式典等きれいに見え、服装による差が生まれなくていいが、成長著しい小学生や男の子
等、買い替えによる経済的負担がかかるのは、良くないと思います。安くてかわいい制服があると一番いいの
では･･･。

2年 女子

177

寒い冬場、1月2月は、ダウンジャケットとか着ていいのですか？制服の場合、高価なコート（？）だったりとか
して･･･｡でも、制服なしは、卒業式のとき、あの1回にだけ、式用のフォーマルな服を買わないと（1万5千円？
～）いけないので、とてももったいない。上のダウンがよければ、制服ありがよい。　※制服の金額だけでは、
よくわかりません。もっと細かい情報、計画論をお教えいただきたいです。

2年 女子

178
今治の大体中心部に学校ができるので、制服の方がよいと思います。また、今の段階では、城東の子どもが
多いようなので、今の制服を使ってくださると助かります。私たちが子どもの頃も、紺か黒の制服で、式などを
した記憶がありますが、そちらの方が、ギシっときまって、良いと思います。

2年 女子

179
私服の方が、お金もかかると思うので。制服は、お金は決まっている金額だから。でも、少しでも負担はして
いただきたいと思うのですが。お願いいたします。

2年 女子

180 私服は、お金がかかるから。 2年 女子

181 一体感がある。 2年 女子

182
朝から何を着て行くか、悩まなくて済む。風紀の乱れが無いと思う。ブランドものを着せたり、華美な服装の子
が出ると思う。服装で、いじめの対象になりかねないと思う。

2年 女子

183

学校においては、子どもは平等であるべきだと思います。服装で判断されるべきではないと思いますし、子供
同士で優劣を競うものでもないと思います。制服とは、ユニフォームのようなもので、同じ服装を共有すること
で、先入観に判断されることなく、教育を受ける事ができるのではないでしょうか。なお、現行の各校の制服
は、卒業まで使用できるようにすべきであると思います。

2年 女子

184
市の中心、モデルとしての学校を作るのなら、制服は必ずあった方がいいと思う。親の私達の代では、制服
が当たり前だし、私服より見た目も整っていて、気分がいい。集団生活の場なので、個々で服を悩むよりも、
決まった物がある方が安心できる。

2年 女子

185 人数も増え、知らない子も多くなるが、同じ制服を着る事で連帯感もあるし、仲間意識も持てる、と思います。 2年 女子

186 制服の方が、統一感が出るから。 2年 女子

187
毎日のことなので、決まった服がある方が、助かります。ただ、私服になっても、別に困るという程でもないの
で・・・。どちらでもいいんですが･･･。

2年 女子

188
私服だと、温度による調節はしやすいと思われますが、何を着て行くか･･･と考えたくないので、制服の方がよ
い。

2年 女子

189
私服だと、毎日着ていくものに悩む。お金がかかる。制服だと、全員揃ってきれいし、学生らしい。学生の間
しか着れない。

2年 女子

190 服装が派手にならない。制服の方がそろうときれい。洋服代もかからない。 2年 女子

191 私服の場合、毎日の事なので、個人差が出て、各家庭に負担がかかってくると思います。 2年 女子

192 私服にお金がかかりそう。 2年 女子

193 今まで制服だったので、ある方がよい。 2年 女子

194
統合するのなら、制服は統一した方がある。しかし、現在制服の子供たちが、残り1年とかで買い直すのもどう
かと思うので、今の制服も大切にしつつ、校章の上に、新しい校章のワッペンを付けるとか･･･その他、色々な
案で対応していただきたいです。

2年 女子

195

コーディネイトを考えるのが大変。おしゃれにうるさい年齢になったら、私服を買い揃えるのが大変そう。現行
の制服は、統合後きっぱりとやめて、新しいのにするのが、スムーズに移行できると思う。現行の制服の買い
替えはストップしてもらって、統合校の新しい制服を買う、しばらくは私服可とするなどの配慮はあると、うれし
いです。

2年 女子

196 統一しているほうが良いから。 2年 女子

197
制服の方が、式典や訪問、団体行動等において、ひきしまった感じがしていい。私服だと、服装のことで傷つ
くことを言われたりするといやだから。ただ、6年生の1年間だけなので、旧制服を着用OKにしてほしい。

3年 男子

198
統合後、今小と城東の6年生や1年生は、すぐ卒業や、少ししか着用していないのに、新しい制服を購入しな
ければならなくなるので、統合後の新1年生から制服にすると、在校生とかの負担も少なくなるのでは。在校
生は希望者のみとか。

3年 男子

8



｢制服は、ある方がよい。｣と答えた方のご意見

199 私服のコーディネイトを考える必要がないし、長期的に見て、私服より制服の方がコストが安いと思うから。 3年 男子

200 制服の方が一定できれいに見えるし、服のことで、いじめがあったら嫌だなと思うから。 3年 男子

201
何となく。制服のある・なしよりも、ランドセルとリュック、どちらでも良いと、選べる方がいい。ランドセル自体が
重いし･･･。今頃のリュックは、キッチリしてて、丈夫で軽いし、値段もお手頃。

3年 男子

202 学校生活と、私生活の区別を意識させるため。 3年 男子

203 制服の方が、楽だから。毎日の私服選びに悩まなくていい。 3年 男子

204
毎朝着る物に、悩まなくていい。式典の際、統一感があり、よい。制服を着る行為が、学校と家庭の切り替え
が出来ていると思う。（精神面とか）

3年 男子

205

１．（制服は、ある方がよい。）ただし、今後制服を購入する児童（入学、現生徒がサイズが合わなくなった為
の購入等)現小学校の制服を、そのまま着られる事が前提です。例えば、校章だけの交換が出来る様にする
とか･･･。今治、城東は、統合の制服に事前に変更しておく等。２．私服に決定した場合は、現在制服の小学
校は、移行期間として、私服・制服兼用としてください。どちらにせよ、着なくなる現小学校の制服を、購入さ
せないでください。

3年 男子

206 統一感があっていいと思う。私服だと、どうしても差が出てしまうと思う。 3年 男子

207
毎朝、服を考えるのは大変だし、みんなが揃っている方が、いいと思う。みんなが憧れるような制服にして欲
しいと思います。

3年 女子

208
統合後は、6年生になり、高学年です。ファッションなどに興味を持ち、今まで学校に私服を着ていく機会が
なかった為、どのような服装で行けばよいか迷います。また、卒業を迎えるので、卒業式の服装も、制服であ
れば問題なく着れると思います。

3年 女子

209

今後のことを思うと、制服はある方がよい、と思うのですが、統合して1年で卒業となります。(6年生で統合)移
行期間は、どの位なのでしょうか。正直、1年間だと思うと、私服の方が親にとってはありがたく思うのですが、
制服があると着てみたい、と子どもが言うので、制服の方に決まった場合も、かまわないかな、と思っておりま
す。

3年 女子

210
近年、大人、子供問わず、個人の服装の個性や強調性が目立つ社会になってきたと思います。そこで、本
来、学校へは何をしに行く場だという事を踏まえ、今治市での中学校からは制服が着用となるので、小学校
から、生活の一部として、制服での登校が望ましいと思いました。

3年 女子

211
（制服は、ある方がよい。）ただし、移行期間を長くとってほしい。うちの子が6年のとき、合併なので、制服より
私服がよいし、他校の生徒にしても、1年間だけ制服というのは、負担が大きいかもしれない。低学年～制服
というのがいいと思う。

3年 女子

212 毎日、洋服を選ぶのが大変なので。制服の方が、皆のまとまりが出来ると思います。 3年 女子

213
統合するときは、6年生なので、個人的には不要。でも、今後はあった方が良いと思う。私服は、毎日毎朝、
何を着せようか迷う。コストもかかる。制服の方が、平等感がある。（昨日と同じ服を○○ちゃんが着てた。変な
服を着てる。など、子供が時々言う。）

3年 女子

214
制服は、学校の顔だと思います。行事などには、私服より制服の方が良いと思います。ただし、制服になると
決まった場合、いつからというのは問題になると思いますので、その点は、検討する必要があると思います。

3年 女子

215
公私の区別が付きやすいと思う。派手になりすぎることもなく、統一感も出て、気持ちの切り替えになると思
う。ただし、移行期間については、私服でも良いと思う。

3年 女子

216
私服の場合、女子児童の間では、いじめになりかねない。入学式や卒業式などの全校児童がそろって行う
行事では、服装が揃っているほうが、統一感が出て、美しく見えると思う。

3年 女子

217
私服より制服の方が、経済的だと思います。特に女の子は、学校内でのおしゃれに気にしないですむと思い
ます。（私服だと、競争心が生まれそう。）一目で学校がわかる。

3年 女子

218
制服がある方が、勉強と遊びの区別やけじめがつきやすいのでは、と思います。卒業式などの式服を購入す
るなら、制服の方が日常も着るので、お得なような気がします。よろしくお願いします。

3年 女子

219 毎日、私服だと大変だから！女の子なので！ 3年 女子

220 制服があった方が、悩まなくていいです。 3年 女子

221
私服だと、服代の費用が多くかかるため。（特にファッションにこだわる女子）冠婚葬祭のときに、制服を着用
できるため。

3年 女子

222
私服だと、デザインや流行など、色々とめんどくさい事になりそう。制服だと、皆同じなので、何も考えず着せ
ればよいから、楽です。幼稚園・中学校・高校は、制服が当たり前にあるが、なぜ小学校はバラバラなのか？
制服は必要だと思います。

3年 女子

223
制服の方が、私服より毎日の服選びに困らない。私服だと、特に女の子は、着ていく服にこだわったりして、
お金もかかりそうだから。

3年 女子

224 今まで使用していた制服を、流用できるようにしていただきたいです。 3年 女子
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1 寒暖の調整がしにくいため。 年少 男子

2 夏の暑い時は、涼しい格好ができるし、冬は風を通さないような格好ができるから。 年少 男子

3
上の子が小学生で、制服通学していますが、日中の活動や休み時間の遊びの時など、動きづらいようで
す。小学生のうちは、のびのびと動ける服装がいいのではないかと思います。 年少 男子

4
身体的成長の著しい6年間なので、制服はｻｲｽﾞに困ります。買い替えの都度、負担が大きい。私服は、その
日の気温によって、調整がしやすく、洗濯もしやすいのが良いです。

年少 男子

5
基本的には、どちらでもかまわないと考えています。両方の良さがあると思われますので･･･。ただ、最近は、
洋服の値段も下がってきているので、成長の著しい子供の事を考えると、私服の方が、成長に見合ったサイ
ズの服を着せやすいかな･･･と思いました。親も私服を買う楽しみもあるので･･･。

年少 男子

6 引越しの予定です。 年少 男子

7 お下がりの服がいっぱいあるし、よく汚すので、すぐに洗濯できる方が良い。 年少 男女

8 転勤が多いため、私服の方が都合が良い。制服は、成長とともに、買い替えが必要だから。 年少・年長 男子

9
小学生の間は、ものすごく成長するのに、その度に制服を買い換えるのは無駄だと思う。家に帰ると、また普
段着に着替えるなら、普段着（私服）で通学する方が、余計な金額の負担がなくてよい。体操服は、動きや
すいものや、郊外活動の時、はずかしくないものを。今時、緑色や茶色のセンスのないものはやめてほしい。

年少 女子

10
私事で申し訳ありませんが、父親の仕事の都合上、1年程しか着用しないと思われます。正直、短期間の為
に、1万円前後の制服に出費するのは、厳しいです。 年少 女子

11
上の子供達は、私服の小学校へ通ったが、特に不便はありませんでした。新しい制服になると、お下がりも
ないし、全ての生徒の家庭の負担になると思います。 年少 女子

12 迷いましたが、成長期のために、買い替えが多くなると、家計がきついので。 年少 女子

13 お金がかかるから。 年中 男子

14 家庭の負担が少ない。 年中 男子

15
今まで、私服で困ったことはないから。制服だと、1年～6年まで続けて着ることは不可能で、1～2回購入をし
ないといけないと思う。

年中 男子

16
成長と共に買換えが必要なのは、家計に負担。私服ならば、新たに買う必要はない。暑さ、寒さへの微妙な
調整がしにくいと思う。毎日同じものを着るのは、不衛生。

年中 男子

17 寒暖調節がしやすいから。洗い替えを考えなくて良い。 年中 男子

18
制服は、体温調整がしにくいので、体調不良のときなど困ることがある。小学校は6年間で長いので、買い替
えが多く、多額になることが予想される。制服は、特に女の子が不審者などに狙われやすく、盗難などもあり
心配。男の子は活発で、すぐにやぶったりして、修繕に苦労する。

年中 男子

19
小さいときは、成長が早く、度々の買い替えが必要である。汚したりもするので、洗い替え用の制服も必要と
なる。学校から帰ると、私服に着替えるので、費用がかさむ。元々、日吉校区には制服がなかったが、特に
制服の必要性もなかった。

年中 男子

20
入学時に、制服を準備するにはお金もかかるし、1着だけでなく、成長と共に、大きな物に買い直す必要が
あり、負担が大きい。

年中 男子

21
帰宅後、私服に着替えるのだから、私服の負担だけで金銭的に大変。寒さ、暑さ対策も、私服の方がしやす
い。

年中 男子

22 冬期に調節が難しそうだから。成長期なので、買い替えが必要になるから。 年中 男子

23
制服は、洗濯が大変。夏物・冬物の洗い替え、サイズの買い替えの事も考慮すると、高い。その他、1年間だ
け城東小に通うことになりますが、1年間だけのために制服を買うのはもったいないので、私服通学にすると
か、考えていただきたいです。

年中 男子

24
私服は、ある物を着せれば済むので。成長期に買い替えが重なると、かなり負担です。体操服は、なぜ白の
ズボンなのでしょうか。（日吉）男子こそ、黒い目でお願いします。

年中 男子

25

上の子が小学校に通っていて、私服がなれたので、私服でもよい。子供は、制服よりも私服の方が、気分に
よっていろいろ着れるので、うれしいみたいです。親としては、入学、卒業と、服を買わないといけないので、
制服の方が何も考えなくていいので、その方がいいと思うが、途中より制服に変わるのであれば、私服のま
まの方がよい。

年中 女子

26 融通が効くから。 年中 女子

27
その日の天気や暑さ、寒さ、体調に合わせて変えられる。洗い替えの心配がない。アイロンをかけなくてよ
い。

年中 女子

年少・年中・年長児の保護者の方からのご意見

　　　｢制服は、無い方がよい。（私服通学）｣と答えた方のご意見
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　　　｢制服は、無い方がよい。（私服通学）｣と答えた方のご意見

28

①今治小学校に入学予定につき、一年度は今小の制服を購入する（かもしれない）ため、不経済。②気候
に対応する手間がある。季節によっては、非常に不便で不衛生。（気候変化で亜熱帯化しているので、無理
がある。）③制服がある方が、行事ごとによかったり、ある意味経済的かもしれないが、帰宅したら、私服に着
替えるのだから、メリットは特に感じない。（制服には統一感はあるかもしれないが、清潔感は実は無い。）④
夏場になれば、体操服で登校したり、冬場は私服ズボンを許されてしまうので、形骸化の感もある。⑤特に、
高学年男子が、半ズボンをジャストサイズで着用したりするのは、違和感がある。時代にそぐわない。⑥街中
にできる新しい学校には、自由で個性的な開放感も必要かと思う。制服は必要ない。（着衣に伴う規律性が
必要ならば、自主性を尊重し、又は一定の規則を明文化すれば、対応できる筈）

年中 女子

29 季節によって、調整できる。個性があって良い。 年中 女子

30
現在、制服のない学校もあり、制服の無い生活に慣れていることもあり、また、必要性を感じないため。制服
が現在ある学校も、新しい制服購入となり、負担であると考えます。また、制服のない学校で自分も育ったの
で、逆に制服であるメリット・必要性を知りたいと思います。（もし、制服希望の数が多い場合）

年中 女子

31 制服だと、途中で引越しなどした時に使えなくなるので。（経験済みなので。） 年中 女子

32
制服は高いし、大きくなると、又買わないといけないから。制服のある学校に入学して、又、統合後に制服を
買うとなると、二重にお金がいるので。

年中 ？

33
上の子の制服もあるので、本当はある方がよいが、新デザインになって新たに購入となると、自己負担はき
びしいため。そうでなくても、入学時は、制服や体操服も購入しなければいけないのに、3年くらいで新しい
の購入は、どうかと思います。

年長 男子

34 帰宅後、着替えなくてよいから。 年長 男子

35 兄弟もいるため、負担がかかるから。 年長 男子

36 暑い日、寒い日に自由に服を選べるから。 年長 男子

37

上二人の子供も、私服でした。夏は涼しく動きやすく、冬は下着と暖かいフリース等でよかったです。制服だ
と、夏は衿付きになると思うので、暑いと思います。夏用の制服が、Tシャツならいいのですが。冬は冬で、薄
いカッターシャツに重ね着で、調節すると思いますが、どうしてカッターシャツやブラウスを着なければ、と思
います。ブレザーも動きにくいと思います。成長期にのびのびと身体を動かせる物がいいと思います。私服
は、私どもは、お下がり等でまかなえました。

年長 男子

38
制服だと、統合した時に、また新しく買うという負担もあるので。私服は、春夏秋冬、毎日着るので、今あるも
のがすぐ着れるので。

年長 男子

39 子どもが、好きな服を着ていきたい！と言っています。 年長 男子

40
冬は、女子のスカートが寒いと思います。成長に合わせて着用するのが難しい。（丈や寸法がすぐ変わる
為）

年長 女子

41 私服は、実用性があるので。制服は成長に伴う購入があるので、負担がかかる。 年長 女子

42 半年後に入学するが、制服を購入しても、2年間しか使えない。初めから私服がよい。 年長 女子

43
私服は、制服のある、なしに関係なく必要なので、私服通学でよい。制服は値段も高く、成長期なので、毎
年買い替える事を考えると、不経済だと思う。

年長 女子

44

基本的に、2～3年毎に転勤があり、最近、短い期間（1～2年）の転勤・転居のため、幼稚園を何度も転園し
なければならないことがあり、その都度、制服をそろえるのは、大変だったため。ただし、入卒園式などの行
事には、制服があった方が便利なため、冬（春秋）用を上着のみ用意すれば済むような形が良いと思いま
す。（下の服は、紺色など、色を指定するなど。）

年長 女子

45 迷いましたが、成長期で、買い替えが多くなるので、家計的にきついかな？と思い。 年長 ？
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46 洗濯などが、しやすいから。今まで私服だったので、良かった様に思うから。 1年 男子

47 無いのに慣れたので。 1年 男子

48
体温調整がしにくいと、制服のある学校に通う人から聞いたことがあるので。制服は、あっても良いと思いま
すが、着る・着ないは各々で決定できたらいいなと思います。私の小学校時代には、ブレザーのみ制服があ
り、着る・着ないは、自由でした。（きちんとした式の日は着用義務がありましたが･･･）

1年 男子

49
学校から帰ると、私服に着替えをするし、動きやすく、洗濯も楽です。成長期なので、買い替えも大変だから
です。

1年 男子

50
普段から、よく汚したり、ひっかけたりします。クリーニングや洗濯、修繕が大変です。どんどん成長する時期
なので、最初ダボダボなものを買うことになったり、途中で買い替えることになったりして、負担が大きくなりま
す。暑い、寒いの調整が、私服の方がしやすいです。

1年 男子

51
男の子2人の親からすると、育ち盛りでわんぱく、服も汚し放題･･･。制服だと、何着必要か･･･。私服だと、普
段も着られるし、家計も助かります。

1年 男子

52
制服がある方が、統一感があって良い気もしますが、休み時間など、外で遊ぶ時に、動きにくいような気がし
ます。また、季節の変わり目のときなど、私服の方が調整しやすいです。

1年 男子

53
今まで私服だったので･･･。私服だと、帰ってからそのまま習い事に行ける。（着替えがない方がいいらしい
です。←子供の意見）毎日、前の日から、次の日に着ていく服を準備するのが楽しみみたいです。（明日、ど
れ着ていこうかな～と）

1年 男子

54 体型や身長の成長期のため、サイズが変わる。その度に、買い直す必要がある気がするから。 1年 男子

55
暑いときや寒いときなど、個々に応じて調整できるので、私服の方が良いと思います。ただ、枚数がいる（私
服）のは、大変な点ではありますが･･･。

1年 男子

56
統合準備で、お世話になっております。制服の件ですが、6年間着用するのなら、制服でもOKなのですが、
新小学校では、4年生からのスタートとなりますので、やはり、また改めて制服購入は、ちょっと負担かな？と
思います。でも、最終的に制服着用と決定したら、もちろん構いません。

1年 男子

57
あと2年間しか小学校に通わないからということもありますが、真夏・真冬など、そのときの気温によって、着込
むことなどができるから。

1年 男子

58
行事等、制服で統一すべき際には、元の学校の制服を利用し、私服の小学校からの子達にも｢上・白シャ
ツ、T、黒か紺のパンツ・スカート｣等、統一したらどうかなと思います。

1年 男子

59
今も制服を買っているのに、また全部買い揃えるのは、お金がかかるから。1年しか着ない学年は、家庭に
負担がかかると思う。制服にするなら、新1年生からにしたらいいと思う。

1年 男子

60
冬期に、制服は防寒が難しそうだから。※現在の制服を、校章を替えるだけで使えるのなら、制服でもよいと
思うが、一式買い替えるのは、勿体無い気がする。統合後、城東小出身者が一番多いと思うので、制服の原
型は、城東小に合わせてもらえると助かる。→制服でもよいと思う。

1年 男子

61
制服が変わると、母子家庭の家もあるので、今の制服がもったいない。学校が変わるのがよいが、制服で母
子家庭の負担にならないようにしてもらいたい。

1年 男子

62
私服の方が、出費が少なくて済むと思うから。体操服等は、校章を変えれば使える現行デザインのものであ
れば良いなと思う。（4校が同デザインであれば）

1年 男子

63 兄弟もいるため、負担が大きくなるから。 1年 男子

64

この先中学・高校になると、必ず制服になるので、小学生の間は、私服が良いのでは、と思う。体操服で皆
揃うので、普段は私服でも良いと。親としても、子供の服を選ぶのも楽しい。制服になると、買う機会も減るの
で、少し淋しさもある。成長すると、子供が自分で服を選びそうなので、今の間だけでも、私が選んであげた
い。

1年 女子

65 各児童の個性を尊重したい。6年間なので、成長とともに、買い替えが必要となり負担になる。 1年 女子

66
子供の希望により。最初は、制服の方が服に困ることがないから、と思っていたが、もう入学して半年以上
経ってみて、私服もいいかな、帰ってから着替える必要もなく、子供も楽しそうなので、と思うようになりまし
た。

1年 女子

67 小学校は、普通に私服で支障ないと思う。 1年 女子

68

制服は、あってもなくても、どちらでも良いと思います。親としては、私服だと何を着せようか悩むときもあるけ
ど、制服だと統一感もあり、そのような心配もなくなりますが、私服だと、冬などに調整できるし、ファッションも
楽しめるし、両方いい点があると思います。なので、どちらでもいいというのが本音ですが、私も日吉小の卒
業生なので、私服でいいかなと思います。

1年 女子

69 残り3年間、制服代がもったいないと思います。 1年 女子

70

制服は、あってもなくても、どちらでも良いと思います。個人的には、制服だと、帰宅してから着替えなくては
ならないので、2・3時間私服を着て、洗濯するのは、もったいないような気がする。子供は、制服がある方が
良いと言っています。これも理由を聞くと、毎日の私服を決めるのが面倒だと言っていました。私服は、その
日の体調によって、自由に着ることができるので、体調管理も上手くできると思う。

1年 女子

71
私服の方が、寒暖の調整などしやすい。制服の利点もあると思うが、自身（親）も私服だったので、制服の場
合の洗濯や、買い替えの頻度がよくわからない。個人的には、制服は中学からでもいいかなと思う。

1年 女子

小学校1～3年生の保護者の方からのご意見
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72 暑さ・寒さの調節がしやすいと思う。洗い替えなどを考えなくていい。子どもからの希望あり。 1年 女子

73
個性を尊重する事も、ありうる世間になっていきている昨今、制服を着るよりも私服通学の方が、良いと思わ
れます。少ない期間しか着ない子ども達は、保護者の負担があると思われます。

1年 女子

74 子供の意見です。 2年 男子

75
現在、制服ではない学校があるので、統合したときに、全員買い替えるのも不経済であると思うので、旧制服
や私服で登校となると、あまりに統一感がない気がする。それならば、私服で統一した方が、問題が無いよう
な気がする。

2年 男子

76 季節や体調によって、服を調整することができる。それぞれの個性が見れて、良いと思う。 2年 男子

77
季節の変わり目などの時期に、調整ができない。絵の具、ねんどなど、図工の時、私服だと汚れてもいい服
にできるが、制服だと、買い直しになる。洗濯、アイロンの手間もかかる。

2年 男子

78
4校統合するので、新しい制服をつくるのもいいと思うが、統合後、6年生は、1年しか制服を着なかったり、2･
3年生は、前の制服と、統合後の制服を買わないといけなかったりするので、難しいと思い、私服通学で。

2年 男子

79
現在、私服通学で困ることがないので。今のままお願いしたい。制服があると、式など、きれいだとは思いま
すが、改めて購入するとなると、予算のことなども考えると、特に必要ないと思います。

2年 男子

80

保護者としては、新しい学校としての統一感、一体感を生むため、制服がある方が良いと考えるが、子どもに
確認したところ、今まで通り、私服通学が良いとのことであった。毎日の服装の選択の楽しみ、気分転換のた
めだとの理由であった。制服について、協議・検討する中で、保護者だけでなく、児童本人たちのアンケート
も実施してはどうか。今回は、子供の意見を尊重して、私服通学希望とした。

2年 男子

81 今現在、制服がないので、新たに用意するのは、あと少ししか着ないので、もったいない。 2年 男子

82
成長の度合いには個人差があるので、背が伸びる子は、制服を買い替える頻度が高くなるので、経済的負
担が増える。

2年 男子

83 高学年になっているのもあり、何年も着ないのに、今更、制服購入をするのには抵抗があります。 2年 男子

84
一番成長する時期なので、そのたび、制服を買い替えたり、遊び方も男の子などはいろいろで、汚して帰っ
たり、やぶれたり･･･。制服だと、何枚必要なのか、わかりません。私服だと、家でも着るので、何枚有っても
いいと思うし、家計にやさしい！と思います。

2年 男子

85 今のままで良いと思う。 2年 男子

86
暑い時も、寒い時も、自由に対応がきくので、今まで通り、絶対私服！特に、暑がりで、6～10月頃までは、
ノースリーブで登校していて、半袖を着るのを、とても苦痛がるため。今さら、制服は考えられないので、私服
通学を希望します。

2年 男子

87
私は、制服が好きなのですが、小学校の間は、私服の方が良いのではないのかな～と思っています。（うまく
説明ができませんが、すみません。）

2年 男子

88
統合後の高学年は、残り1年か2年しか使用しないのに、制服を購入するのは不経済だと思うので、私服通
学でいいと思います。新しい制服をつくる場合、4校統合になり、人数も増えると、制服の作成で意見もまとま
りにくそうですので、私服にすれば、そういった問題が生じないので、私服でいいと思います。

2年 男子

89 統合される3年後には、5年生になっているので、新たに制服を買うのは、もったいないので。 2年 男子

90 兄弟がいるため、負担がかかるから。 2年 男子

91
入学時に購入した制服に、費用がかかっている上に、統合後にも購入するとなると負担がかかる。兄弟がい
る場合、何度も制服を購入しなければいけないため。

2年 男子

92 学校生活を残り2年とし、制服の購入はもったいないと思います。 2年 男子

93 買うのがもったいないので。 2年 男子

94 金銭的負担もあるし、制服の学校は、減少傾向にあるので、私服で良いと思います。 2年 女子

95
個人的には制服が良い（服を選ばなくて良い、洗濯が楽などの理由から）のですが、子どもが女の子のせい
か、好きな服を着て行きたいと、強く言っております。皆さんの意見で制服になったら嫌！というのではなく、
一つの意見として、お伝えします。

2年 女子

96

暑がりの子、寒がりの子等、個人の体質・体調によって、調整できるので。親の私が、子供の頃、制服で暑が
りの汗かきなので、辛かった。金銭的にも、成長が早い子供の制服の買い替えに対応できない。兄弟分を同
時に購入となったら、もっと大変。私服なら、汚れても毎日丸洗いできるし、衛生面でも安心。私服なら、学
校から帰っても、そのままで過ごせるので、洗濯物も増えないし、雨の日も困らない。制服だと、精神的に苦
痛を感じる子もいると思う。（性同一性障害の子など）あと、女の子の制服が、スカートだけなのも、防犯面で
困る。

2年 女子

97
今まで私服通学だったため、今さら制服通学はちょっと・・・。また、暑い時、寒い時など、私服の方が、対応
しやすい様に思います。統合後も、私服通学を希望します。

2年 女子

98
制服をそろえたり、成長に合わせて買い替えたりするには、お金がかかる。制服だと、汚れたり、やぶれたり
したとき、替えのものがない。暑さ・寒さに対しての微調整が、私服だとしやすい。毎日洗うことができないの
で、不衛生。

2年 女子

99
今まで私服通学で、何の不自由もなかったので。制服にすると、新たなデザインを考えたり、購入費用がか
かってしまうので。私服の方が、動きの自由度が高いと思います。

3年 男子
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100 高学年は、卒業が近いので、全学年ではなくていいと思います。 3年 男子

101

現在、制服がない為、移行期間はある様ですが･･･。どうしても、購入に関しての負担が気になります。移行
期間中、制服の子と私服の子が、同じ校内にいる様な状況になるよりも、全員が私服の方が良いのでは･･･
と思います。ただ、「制服はある方がよい。」との回答が多く、制服にするなら、現在、人数の多い、城東小学
校の制服にすれば良いと思います。

3年 男子

102 各自、体調によって、服で温度調節がしやすいから。 3年 男子

103
経済的負担が大きい。その日の気温によって、調節がしやすい。身体的成長のはげしい6年間なので、制服
だとサイズに困る。私服は、洗濯がしやすい。

3年 男子

104 あと1年しかないのに、負担が大きすぎる。 3年 男子

105 1年間のみしか、通う期間がないのに、制服になると、初期費用が掛かりすぎるため。 3年 男子

106
気温や体調に合わせて、自由に洋服が選べた方が、便利だと思うから。また、私服の方が、毎日着替えられ
て、清潔だから。

3年 男子

107

現在の制服を使わず、新規に制作するのであれば、今後ますます少子化も進むと予想されるので、無くても
良いかと思う。体操服は、新入学児童以外は、現行のまま移行期間（買い替え時に新体操服）を設けていけ
ばよいと思う。　関係ないことですが、新校舎にエアコンは付くのでしょうか？温暖化の問題や、避難所と
なったときのため、エアコンは標準設備にしても良いかと思います。

3年 男子

108 体型や身長の成長期のため、たびたびサイズが変わる。度々買い直す必要がある気がします。 3年 男子

109

今年度から転入しましたが、体操服だけでも、買い替えはもったいない思いをしました。6年生で、また買い
替えるのは勘弁していただけるとしても、第2子で買い替えることになるのは、非常に負担です。前の学校が
制服だったのですが、日々の洗濯やアイロン、汚れや補修など、今より負担が重かったように思います。私
服は、どちらにしても必要なものなので、金銭的な負担は、さほど変わらないのではないでしょうか。個人的
には、保護者や本人が、着たい方を着ればよいと思います。（体操服も自由にしていただきたいです。）

3年 男子

110 小学生の間は、成長も大きいので、自由な服装の方が、適していると思う。 3年 男子

111 1年しか通う期間がないので、私服か現在着ている制服が良いと考えます。 3年 男子

112
季節の中間では、制服での微妙な調整が難しい。小学生までは、自由な服装で、動きやすく、個性を表す
のも良いと思います。

3年 男子

113 子供の意見を聞きました。 3年 男子

114 寒暖の調節が各自でしやすい。洗い替えを考えなくてよい。子供からの希望もあり。 3年 男子

115 1年間だけなので、制服購入はもったいない。6年間なら、制服はある方が良い。 3年 男子

116 買うのがもったいないので。 3年 男子

117 統合後通うのは、6年生の1年間なので、今のから制服を買い直すのは、もったいないです！ 3年 男子

118 6年生の時に統合のため、1年間のために制服を買うのは、と思ったため。 3年 男子

119 私服通学、便利。 3年 女子

120

転勤者が、学校を選択する際の好条件になる。帰宅して、着替える必要が無い。気温の変化に応じて、各
自で微調整しやすい。（制服だと、衣替えまで待たないといけない。）制服は、伸縮性がないので、活動量の
多い小学生には窮屈。衛生面を考えると、毎日洗濯できる私服の方が良い。制服一式を、毎日は洗えな
い。制服の場合、成長に合わせて買い替えしてもらえる子と、そうでない子がいたり、リサイクル品で済まされ
たりと、デザインが同じだけに、差が大きく見える。

3年 女子

121
幼稚園の時は、制服だったこともあり、制服が楽かなと思っていましたが、いざ私服通学になってみると、季
節の変わり目など、服の調整ができるので、私服の方が良いと思います。

3年 女子

122 季節の変わり目などの際、すぐに対応しやすい。（風邪のときは、ズボンをはいたりなど。） 3年 女子

123 今現在がないので、新たに用意するのは、あと少ししか着ないので、もったいない。 3年 女子

124 私服の方が、自由度が高いから。（サイズ、天候等） 3年 女子

125
今まで私服で、1年間だけ制服を着るのは、もったいないので。昔、近見小学校に行っていて、引っ越した
時、1年も着ていない制服を捨てたことがあるので、もったいないと思います。（いる人がいるか聞いたが、い
ると言った人はいませんでした。）

3年 女子

126 私服の方が、融通がきくから。 3年 女子

127
今現在が、私服だから。毎日何を着ていくかが、楽しみみたいです。統合したときは、6年生で、あと1年しか
ないので、制服になったとしても、できれば高学年は、制服なしにしてほしい・・・。

3年 女子

128 今まで日吉小で、私服通学だったため、無くてもよいと思います。 3年 女子

129
暑さ寒さ対策がしやすいので、私服の方が良いと思います。また、洗濯も、こまめに出来るので、特に汚しや
すい低学年の間は、洗い替えの準備もとなると、かなりの出費になる。しかし、毎朝“服選び”に時間がかか
るのは、大変なので、“制服がよい”という考えも、全くない訳ではなく、「決めかねる」が正直なところです。

3年 女子

130
汚したり、ひっかけたりしたときに、クリーニングや修繕が大変です。頻繁に買い替えることができないため、
成長する時期に、体にぴったりのサイズを着せることが難しいです。暑い、寒いの調整が、私服の方がしや
すいです。

3年 女子

14



　　　｢制服は、無い方がよい。（私服通学）｣と答えた方のご意見

131
家は、統合後1年で卒業となるので、その点のみを考えると、新しい制服は必要無いと思います。しかし、下
の子供は、2年生からの統合校となるため、長期になる子どもには、私服通学よりかは、制服があった方が、
経済的なことなどを考えると、必要だと思います。制服を何度も購入する事のない様、考慮してください。

3年 女子

132
季節に応じて、臨機応変に服装を対応できるから。例えば、真夏にはノースリーブを着せたり、真冬には
タートルネックのセーターを着せたりと、子供の体調管理にも良いため。以前から、制服のない学校に対し
て、その方が子供の為にとって良いと思っていました。

3年 女子

133
動きづらいように感じます。日中の活動もですが、特に休み時間、スカートで走っている姿を見て、小学生の
うちは、のびのびと遊べる服装がいいと思います。制服に決定した場合でも、日中は体操服に着替えるな
ど、対策を考えてほしいです。

3年 女子

134
本意としては、制服の方が望ましいのですが、途中での統合により、制服を買い替えるのは、下にも子供が
いるため、大変な負担になります。買った制服が着れる以上、買い替えは不必要だと思います。

3年 女子

135
本当は、制服はある方が良いが、新調するとなれば、今までの制服は使えないし、私服だったら、家庭にあ
るもので補えるから、負担が少なくすむから。ちなみに、子供の意見としては、制服の方が良いらしい。

3年 女子

136 1年しか着られないので、もったいないから。 3年 女子

137 1年間しか着ないので、私服でいいと思います。 3年 女子

138 統合後は、6年生なので、1年間だけなら必要ないと思う。 3年 女子
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