
校名・制服等制定状況

学校名 場所 校名制定 制服制定 その他

能勢ささゆり学園

（2中6小）

平成28年4月開校

東山開睛館

（2中5小）

平成23年4月開校

八千代小学校 （小学校なので体操服）

（3小）

平成28年4月開校

京都市東
山区

大阪府能
勢町

・統合準備委員会で協議。八千代区在
住者、3小学校の児童・教職員を対象
に公募する。
・応募数74件、上位3件候補とする。
・統合準備委員会で上位候補から校名
候補決定。
・区長会、八千代区地域協議会、教育
委員会、議会へ報告。
・教育委員会承認、議会議決。

・統合準備委員会で要件（色合い等）
を満たす何点かのカタログ・サンプル
から候補を選び、耐久性、吸汗速乾
性、デザイン性により選定。
・導入時期はH27.4からとし、在校生
は現体操服の買い替え時に新体操服と
する。平成28年度から校章をプリン
トする。
・新体操服は現在と同程度の費用とす
る。

・安全面から登下校時黄色帽着用、詳
細は統合校にて運用。
・体操帽(紅白)は現状どおり
・上靴、体育シューズは指定しないが
履き分ける。ライン色は体育館シュー
ズは白色、上靴は白色以外。体操服と
同様在校生は履き替えのタイミングで
統一。
・水着は黒または紺のスクール水着、
水泳帽は学年色(名札同様)とする。統
合時に統一。

多可町八
千代区

・公募ではなく、学校関係者による策
定委員会(故事の画竜点睛)で決定。

・全校生標準服（制服）。制定の経緯
は不明。
・１～４年生、5～9年生の男女、夏
冬服に分かれる。低学年、高学年とも
実質2～3回買い替え有。
・低学年は上着ポロシャツ、カッ
ター、男子半パン、女子キュロット。
5年生から通常の制服に止めありのネ
クタイ。

・平成24年度から校名・校章・校歌
検討委員会（各校区の区長及び保護者
代表と学校関係者代表）を立ち上げ、
2年目校名、３年目から校章・校歌検
討する。
・校名は公募。新校区（町内）在住及
び町内に在学、在勤の方対象。検討委
員会で選考し、教育委員会で最終案を
承認後、議会議決する。
※新設小学校名、新設中学校名、小中
一貫校としての愛称名を募集。

・平成24年度から制服等検討委員会
（各校区の小中保護者代表と学校関係
者代表）を立ち上げる。
・制服は7年生（中1）から着用。
・1年目新制服のデザインを仕様に基
づきプレゼン募集（業者）
・試作品作成、選考、決定。
・3年目製品化・採寸。
・開校1年前の4年目に制服支給。
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東条地域小中一貫校愛称（校名）募集要領（案） 

１ 募集目的 

  東条地域小中一貫校としてふさわしい愛称（校名）を選定することを目的とする。 

２ 募集範囲 

  東条地域に居住する者並びに東条東小学校、東条西小学校又は東条中学校の児童・生

徒及び教職員から募集する。 

３ 応募方法 

  応募は、次のいずれかの方法により行うものとし、応募箱は加東市教育委員会事務局、

東条公民館、東条東小学校、東条西小学校及び東条中学校に設置する。 

 (1) 応募用紙 

 (2) 官製はがき 

 (3) 封書 

 (4) 電子メール 

４ 応募期間 

  平成３０年１０月３日（水）から平成３０年１０月２５日（木）まで（必着）とする。 

５ 記載内容 

  応募に係る記載事項は、以下のとおりとする。なお、(1)(3)(4)の記載がない場合は、

無効とする。 

 (1) 東条地域小中一貫校の愛称 

 (2) 愛称の意味又は理由 

 (3) 住所又は学校名 

 (4) 氏名 

 (5) 年齢又は学年 

 (6) 電話番号 

６ 応募条件 

  応募は、一人１点とする。 

７ 周知方法 

  広報、ホームページ、ＣＡＴＶ等により、周知に努める。 

８ その他 

  応募作品に関する一切の権利は、加東市教育委員会に属するものとする。 
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東条地域小中一貫校愛称（校名）候補選定要領（案） 

１ 選定基準 

  漢字、ひらがな及びカタカナにより表記された愛称（校名）で、次の条件の１つ以上

に該当するものとする。 

 (1) 地理的にイメージできるもの 

 (2) 歴史、文化、特徴を表したもの 

 (3) 住民の理想や願いを大切にしたもの 

 (4) 住民が親しみやすいもの 

 (5) その他東条地域小中一貫校としてふさわしいもの 

２ 選定方法 

  東条地域小中一貫校の愛称（校名）は、応募作品の中から東条地域小中一貫校として

ふさわしい候補名を学校運営委員会において原則として協議により３から５点程度選定

し、これを開校準備委員会に報告する。学校運営委員会から報告のあった候補名から、

開校準備委員会で原則として協議により候補１点を選定するものとする。 

３ 選定にあたっての留意点 

 (1) 応募数は、東条地域小中一貫校の愛称（校名）の選定に当たって、影響を及ぼさな

いものとする。 

 (2) 東条地域小中一貫校の愛称（校名）の選定に当たって、応募作品の一部を修正する

場合がある。 
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東条地域小中一貫校の「愛称（校名）」を募集します 【案】 

２０２１（平成３３）年４月に東条地域小中一貫校を開校する予定で、その東条地域小中一貫校と

してふさわしい愛称（校名）を募集します。今後はこの愛称（校名）をもとに、校歌などの検討もする予

定としています。 

◇募集対象 

  東条地域にお住まいの方、東条東小学校、東条西小学校、東条中学校の児童・生徒、教職員 

◇応募方法 

  応募用紙に必要事項をご記入のうえ、加東市教育委員会事務局、東条公民館、東条東小学

校、東条西小学校及び東条中学校に設置する応募箱に投函いただくか、封書、官製はがき、電

子メールで加東市教育委員会事務局こども未来部小中一貫教育推進室宛にてご応募ください。

（応募は、一人１点とします。） 

◇選定基準 

  漢字、ひらがな及びカタカナにより表記された愛称（校名）で、次の条件の１つ以上に該当するもの

とします。 

①地理的にイメージできるもの 

②歴史、文化、特徴を表したもの 

③住民の理想や願いを大切にしたもの 

④住民が親しみやすいもの 

⑤その他東条地域小中一貫校としてふさわしいもの 

◇応募期間 

  平成３０年１０月３日（水）から平成３０年１０月２５日（木）まで ※必着 

◇決定方法 

  ご応募いただいた愛称（校名）を参考に、東条地域小中一貫校開校準備委員会で協議、選考し

ます。（※応募数によって愛称（校名）を選定するものではありません。また、選定に当たって、応募

作品の一部を修正する場合があります。）なお、結果は、後日公表いたします。 

◇応募・問合せ先 

  〒６７３－１４９３ 加東市社５０番地 

加東市教育委員会事務局こども未来部小中一貫教育推進室 

TEL：０７９５－４３－０５６２   E-mail shochu-ikkan@city.kato.lg.jp 

-4-



応募用紙【案】 

■東条地域小中一貫校の愛称（校名）記入欄 

小中一貫校の愛称（校名） 【例：○○学園、○○館、○○小中学校など】 

（ふりがな） 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

愛称（校名）の意味または理由 

■応募される方 

住所または学校名 年齢または学年 

氏 名   電話番号 

※住所または学校名、氏名の記載がない場合は無効となりますので、必ず記入をお願いします。 

※ご記入いただいた個人情報は東条地域小中一貫校の愛称（校名）の選考のみに使用し、その他

で使用することはありません。 

※応募作品に関する一切の権利は、加東市教育委員会に属するものとします。 
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専門委員会 構成員 検討項目 部会 検討内容

教室等設計部会
教室、グラウンド等学校施設設計に関
すること

附帯施設検討部会
地域交流ルーム等附帯施設に関する
こと

校名部会 校名の策定に関すること

校章部会 校章の作成に関すること

校歌部会 校歌の作成に関すること

標準服等検討部会
制服、体操服等標準服等の検討に関
すること

通学路等安全対策部会
通学路、通学手段、見守り活動等に関
すること

学校関係団体組織運営部会
PTA組織、学校運営懇話会（仮称）に
関すること

ふるさと学習「かとう学（仮称）」部会
ふるさと学習カリキュラムの作成、調整
に関すること

校則部会 校則に関すること

開校記念式典部会 開校時の記念式典等に関すること

校訓等部会
校訓、めざす子ども像、学校教育目標
に関すること

学校行事部会 学校行事の計画・調整に関すること

教科カリキュラム部会 教科カリキュラムの作成に関すること

学校間交流部会 小小連携、小中連携に関すること

校務分掌部会 校務分掌に関すること

生徒指導・支援部会
生徒指導方針、いじめ防止基本方針、
不登校対策等に関すること

特別支援教育部会 特別支援教育に関すること

施設整備委員会

学校運営委員会

学校教育委員会

小
中
一
貫
校
開
校
準
備
委
員
会

加東市東条地域小中一貫校開校準備委員会組織

・施設設備に関すること
・施設建設の進め方に関すること

・校名、校章、校歌に関すること
・通学路等安全対策に関すること
・学校関係団体の組織運営に関すること
・開校時の記念式典等に関すること

・学校教育内容に関すること
・学校間交流活動に関すること

・地域代表
・就学前児童保護者代表
・小中学校保護者代表
・小中学校関係者代表
・学識経験者

各担当教員代表
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平成 30 年  月  日  

 東条地域小中学校保護者 様 

加東市教育委員会  

東条地域小中一貫校の制服・体操服に関するアンケートについて（案） 

２０２１（平成３３）年４月の東条地域小中一貫校の開校に向けて、東条地域小中一貫校開校準

備委員会を定期的に開催し、話し合いを進めているところです。その中で、より具体的に話し合いを進

めていくために制服・体操服についてのアンケートを実施する運びとなりました。 

７年生以上（中学生）の制服については、現在と同様に必要であると考えていますが、保護者のみ

なさまのご意見を聞かせていただきたいので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

◇現状  

東条中学校 東条東・西小学校 

制服 有 － 

体操服 有 有 

帽子（黄帽・赤帽） － 有 

上靴 指定無 指定無 

体育館シューズ 有 － 

※参考（現行価格：東条中学校） 

品 名 価 格 

制服（男） 上衣 21,400～25,650 円 

制服（男） 下衣 8,000～ 9,100 円 

制服（男） 下衣（夏用） 5,560～ 7,170 円 

制服（女） 上衣 16,200～16,900 円 

制服（女） スカート 12,300～13,150 円 

制服（女） ベスト 6,650～ 6,730 円 

制服（女） スカート（夏用） 7,170～ 8,990 円 

制服（女） ブラウス（長袖） 2,350～ 2,780 円 

制服（女） ブラウス（半袖） 2,250～ 2,780 円 

制服（女） ボウタイ 230 円 

体操服（男女） 長袖上 5,350 円 

体操服（男女） 長ズボン 4,800 円 

体操服（男女） 半袖上 1,700 円 

体操服（男女） 半ズボン 2,700 円 
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東条地域小中一貫校の制服等に関するアンケート 

■学校名（お子さんが現在通学している学校名を選択してください。複数回答可） 

 ①東条中学校  ②東条東小学校  ③東条西小学校 

■制服について 

Ｑ１ 対象について 

① ７年生（中１）以上 

② その他（例：○年生以上に制服、全員に制服等                          ） 

Ｑ２ 形・色等について 

① 現状の東条中学校の制服でよい 

② 男女とも新デザイン 

③ その他（                                                   ） 

Ｑ３ Ｑ２で新デザインを選択された場合、重視すること（複数回答可。具体的に希望される材質、

デザイン、価格等があれば括弧内に記入をお願いします） 

① 機能性（材質等）（                                            ） 

② デザイン（                                                  ） 

③ 価格（                                                    ） 

④ その他（                                                   ） 

■体操服について 

Ｑ１ 対象について 

① ７年生（中１）以上と６年生以下で異なる体操服 

② 全員同じ体操服 

③ その他（                                                   ） 

Ｑ２ 形・色等について 

① ７年生（中１）以上は東条中学校の体操服とし、６年生以下は東条東小学校または東条西

小学校の体操服とする 

② ７年生（中１）以上は東条中学校の体操服とし、６年生以下は新デザイン 

③ ７年生（中１）以上も６年生以下も新デザイン 

④ その他（                                                   ） 

Ｑ３ Ｑ２で新デザインを選択された場合、重視すること（複数回答可。具体的に希望される材質、

デザイン、価格等があれば括弧内に記入をお願いします） 

① 機能性（材質等）（                                            ） 

② デザイン（                                                  ） 

③ 価格（                                                    ） 

④ その他（                                                   ） 
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■その他 

※ご意見等があれば、記入をお願いします。 

締切日    月    日まで     提出場所           
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スケジュール（案）

H30.6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　　11/下旬教育委員会愛称(校名)承認→議会報告

9月上旬制服・体操服アンケート実施

２月に各PTA・学校関係
者
＝詳細協議③（制定対象
物の候補）

4月以降

愛称（校名）
制定

開校準備委員
会
（学校運営委
員会）

6/27学校運営委員会
＝方針協議(愛称(校名)・
制服等)

　平成31年度は決定した愛称
(校名)に基づき校歌・校章制定
作業に入る。

8/中旬開校準備委員会
＝学校運営委員会報告(愛称(校名)募集
要領)、制服・体操服アンケート協議

募集開始
＝募集期間10/3～
10/25

11/中旬学校運営委員会
＝愛称(校名)公募結果・複数候補選
定、制服・体操服等状況報告

　　11/下旬開校準備委員会
　　＝学校運営委員会報告・愛称(校名)
　　　候補選定、制服・体操服等状況報告

制服制定
(体操服等含む)

各PTA・学校
関係者
(標準服等検討部
会)

　遅くとも平成33年度新入生を
対象とした学校入学説明会（平
成32年12月～1月）に間に合
わせるため、H32.11月末まで
に制服（体操服等）の決定・制
服採寸ができるよう準備する。

10月に各PTA・学校関係者
＝制服・体操服アンケート結果、方針
協議

11月に各PTA・学校関
係者＝詳細協議①（制定
対象物選定）

1月に各PTA・学校関係
者
＝詳細協議②（制定対象
物の候補）

8月2日各PTA・学校関係者へ協力依頼
＝趣旨・方針、制服・体操服アンケート内容説明
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