
標準服（制服）についてのアンケート調査（結果） 
 

標準服とは…学生服、制服と呼ばれることも多い。本市においては多くの学校で

標準服と呼称し、中学校 20 校それぞれが独自の標準服を採用し、
生徒が主に式典や登下校等で着用している。 

 

＜目的＞  

松戸市立中学校標準服のあり方に関する検討を行うにあたり、児
童生徒及びその保護者を対象に、今後の検討資料とすることを目的
としてアンケート調査を実施した。 

 

 

＜調査内容＞    

標準服（制服）に対するニーズ等 
  

 

＜調査対象＞     

小学５年児童及びその保護者（市立小学校全４５校より各１クラス抽出） 

中学２年生徒及びその保護者（市立中学校全２０校より各１クラス抽出） 

 
 

＜調査期間＞ 
    小・中学生 令和３年７月 ７日（水）～７月１６日（金） 
  保護者   令和３年７月１６日（金）～８月１４日（土） 
 

 

＜回答数＞ 
  小学生（小学５年児童）   １３２９人 
  中学生（中学２年生徒）    ６３１人 
  保護者 (小学５年保護者)      ９３５人 
  保護者 (中学２年保護者)    ３９７人 



Q. 現在、標準服(制服)は、暑さ寒さへの対応、動きやすさ、性の多様性、その他の観点から、
見直す必要があると思いますか。

小学生 中学生(631人) 保護者(小学生)(935人) 保護者(中学生)(397人)

思う 32.5% 35.1% 32.2%
やや思う 38.0% 31.6% 33.0%
あまり思わない 19.0% 27.8% 24.7%
思わない 10.5% 5.6% 10.1%

様々な観点から、現在の標準服を見直す必要があると思っている割合が、65％を超えている。
特に、実際着用をしている生徒の70％が見直す必要があると思うと回答している。

Q. 標準服(制服)を見直すとしたら、どのような標準服(制服)に見直したほうがよいと思いますか。
（複数回答可・３つ以内で選択）

小学生 中学生(631人) 保護者(小学生)(935人) 保護者(中学生)(397人)

多様な性への配慮 31.2% 37.9% 33.5%
着脱のしやすさ 67.4% 28.4% 38.0%
洗濯のしやすさ 34.9% 73.7% 67.0%
寒暖の対応 69.7% 62.6% 59.9%
価格 22.8% 50.4% 49.6%
その他 9.7% 4.8% 4.3%

見直す視点として、生徒では、「寒暖の対応」「着脱のしやすさ」が上位を占めた。
保護者では小中学校共に、「洗濯のしやすさ」「寒暖の対応」が上位を占めた。

 標準服（制服）の
着用経験がないた
め、質問していな
い。

 標準服（制服）の
着用経験がないた
め、質問していな
い。
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Q. 標準服(制服)を見直すとしたら、どのような標準服(制服)に見直したほうがよいと思います

か、該当するものを３つ以内で選択してください。

①多様な性への配慮 ②着脱のしやすさ ③洗濯のしやすさ ④寒暖の対応 ⑤価格

⑥その他

小学生は標準服（制服）の着用経験がないため、質問していない。 

＜⑥ その他＞の記載内容 

中学生 

・夏服にワンポイント（リボンとかネクタイ）が欲しい。

・通気性が良い。

・動きやすさ。

・見た目の良さ。

・ダサくない。

・着心地が良い。

・デザイン。

・中の体操着が隠れる。

・伸びる素材。

・ミニスカート。

・そもそも制服なんていらない。

・リボンに時間がかかるので無くすかネクタイにしてほしい。

・汗などの吸収力。

・すべてに当てはまる。

・色見。

・私服。

・制服の中でもいろいろな種類を作り、生徒自身が選べることができる。

全６１件のご意見をいただきました。 

保護者（小学生） 

・子ども達自身が着たいもの、機能性なども含めて。

・もっと自由に、多様な種類から選べて、普通の洗剤で洗濯しやすい素材、掃除や勉強がしやすい素

材、デザインにすべき。そして、校章とクラス章ですが、金属のものを着けたくないです。紛失し

ました。落としたのか、盗まれたのかは不明。400 円位するものなので、困る。つけるのなら、縫

い付けるアイロンプリントみたいなものにして欲しい。

・多様化は必要だが、商業的になる必要はない。ランドセルが良い例。

・不要。

・購入しやすい。洋品店で採寸オーダーではなくしてほしい。

2



・かぶるものではなく、前開きの方が着やすい。 

・動きやすい。 

・天気に合わせジャージー登校を自由にする。 

・洗濯がしやすい通学靴は白のスニーカー以外でも可能にしてほしい。 

・④の～対応したすいってどう言う意味ですか？ 最終チェックもせずに公的に出してる？適当に形

だけでアンケート取るならやらないで欲しい。時間の無駄。 

・アイテムを増やす。 

・男女の区別がないスタイル。 

・運用方法を見直す。 

・デザインを現代風に。 

・ジャージ姿の登下校をよく目にする、たとえ制服を着用して登校しても学校で、ジャージに着替

えてしまうのだから、制服の必要性を感じない。 

・私服と制服が選べる。 

・制服自体は変えなくて良い。 

・自由。 

・私服など個々に合った服装。 

・たまにしか着てないから、レンタルでよいのでは。 

・動き易いもの。 

・いちいちみんなの意見を聞かなくても自信を持って決めた制服と学校側が思えれば良い。クレー

ムが嫌だからこうするああすると言う考えが無ければ良い。 

・どちらの性でも着られるデザイン。 

・私服でよい。 

・伸縮性、速乾性、消臭機能、紫外線カット、耐久性。 

・子どもたちの意見を。 

・県外からの転校生は県外で買った制服も認めるべき。 

・指定販売、指定店制度をやめるべき。 

・時代にあったデザイン性。 

・制服廃止。 

・感覚過敏への配慮の観点から、素材を選べるようにしてほしい。たとえば綿 100%のものなど。 

・バリエーション。 

・男女の区別が無い、ジャージでよいと思います。 

・軽量素材で持ち帰りも楽なもの。 

・サイズの変化に対応しやすい。 

・デザイン、機能性。 

全４５件のご意見をいただきました。 
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保護者（中学生） 

・少し観点が違いますが、制服を着る期間（夏服は 5月から１０月等）を定めるのをやめて欲し

い。 

・洗濯が可能な素材。価格を抑え過ぎて品質が落ちるのは避けたい。 

・基準だけ決めて市販品で良い。 

・こどもたちが喜んで着たくなるようなデザイン、機能性を備えたもの。 

・ボタンを少なくする。 

・登下校のみの着用で果たして必要なのかと疑問に思う。 

・女子は古臭いデザインなので、可愛らしいデザインのものに変えてほしい。 

・よくある白シャツはインナーが透けるので透けにくいものにするか、グレーやブルー、ピンクや

黒など下着の透けにくい色も取り入れて欲しい。 

・汗など吸水性、素材など。 

全１７件のご意見をいただきました。 
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Q. 標準服(制服)として多様な種類があり、自分で組み合わせを選べることはよいことだと思いますか。
(ブレザー、スカート、スラックス、キュロット、ポロシャツの中から選択するなど）

小学生(1329人) 中学生(631人) 保護者(小学生)(935人) 保護者(中学生)(397人)

思う 72.5% 56.3% 61.1% 50.6%
やや思う 17.2% 23.8% 20.7% 24.4%
あまり思わない 5.2% 13.5% 13.2% 17.6%
思わない 5.0% 6.5% 5.0% 7.3%

多様な種類と、組み合わせが自由に選べるスタイルには、「よいことだと思う」の意見が
小学生、中学生、小学生の保護者において、80％を超えている。

Q. 現在の標準服(制服)の生徒と、新たな標準服(制服)の生徒が、同じ学年や同じ学級の中で、
過ごすことになった場合、困ることがあると思いますか。

小学生 中学生(631人) 保護者(小学生)(935人) 保護者(中学生)(397人)

思う 10.9% 8.0% 8.3%
やや思う 24.2% 22.4% 23.7%
あまり思わない 31.9% 42.8% 39.5%
思わない 33.0% 26.8% 28.5%

新・旧異なる標準服の生徒が、同じ学校生活の中で過ごすことについて特に困ることはない
という意見が全体の67.8％を占めた。

 標準服（制服）の
着用経験がないた
め、質問していな
い。
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Q. 現在、中学校には標準服(制服)がありますが、標準服(制服)の必要性について、
あてはまるものを選んでください。

小学生(1329人) 中学生(631人) 保護者(小学生)(935人) 保護者(中学生)(397人)

あったほうがよい 66.8% 40.7% 70.8% 69.0%
なくてもよい 33.2% 59.3% 29.2% 31.0%

小学校にとって、標準服には憧れがあり、約66.8％があったほうが良いと答えている。
一方で、コロナ禍の影響を受け現実的に標準服を着用する機会が少なくなっている中学生にとって、
なくてもよいという意見が約60％となった。
保護者においては約70％が標準服の必要性を感じている。
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標準服（制服）についてのアンケート小学生（記述） 

 

Q 現在、市内の中学校には標準服（制服）がありますが、標準服（制服）はあったほうがよいと思

いますか、または、なくてもよいと思いますか、あてはまるものを選んでください。理由があれば

簡単に書いてください。 

＜あったほうがよい＞ 

・今まで、制服に憧れていたからです。 

・せっかくの中学校だから制服を着たほうがいいと思ったから。制服を着てみたいから。 

・卒業とか始業式とかに制服だとかっこいいと思うけど制服がなかったらかっこわるいと思うから 

・小学校では、制服がないので制服を着るのが中学校からの楽しみだから。 

・制服だと私服を選ぶ時間短縮になるし、自分はもうお姉さん、お兄さんなんだという自覚にも繋

がるからです。 

・違う制服だと仲間はずれが起こったりすることがあるかもしれないからです。 

・もし私服だったら学校に行かなくなる人も出てくるから。 

・制服があったほうがどこの学校かわかって安心するから。 

・皆が同じで皆が変な服を着ないからです。 

・学校によって、制服が違うので、その学校の制服の良さがでていいなと思うから。 

・きちんとした行事に似合う礼儀正しいイメージがあるから。 

・みんなの制服だから統一感がある方がいいと思います。 

・みんな同じ服のほうが恥ずかしくないから。 

・みんな一緒のほうがいじめがなさそうだから。 

・一つ上の階段にのぼるから、ちゃんときりっとしているほうが良い。制服を着ると、中学生にな

った気がすると思う。 

・制服が、あったら中学校ぽくなるから。 

・卒業式や、入学式の時にきたらかっこいいから。憧れる。 

・青春みたいで。 

・決まった服があった方がいいと思うから。 

・学校へ行くからピシッとして学校に行ったほうが集中できるし、学生ぽっくなるから。 

・制服を着ると、「勉強やるぞー」って、やる気が出てくるから。 

 全６１７件のご意見をいただきました。 

 

＜なくてもよい＞ 

・自由に服を着たいと思う人がいると思うから。 

・窮屈に感じてしまう人がいるから。 

・制服が決められると自分が思う制服が着られないから。オシャレにしたいから。 

・私服の方がいつも何をきるか、選べる楽しみがあるから。 

・いろいろなファッションが楽しめるけど制服があったら楽しめないから 
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・自分の服の方が落ち着くし制服は落ち着かないからなくてもいいと思います私服みたいに落ち着

く制服だったら制服でいいですちょっとゆるい感じのがいいです。 

・私服だと体が慣れているのでリラックスして勉強出来そうだから。 

・自分の洋服は慣れているけど、制服だとあまり慣れていないから。 

・その季節に合う服を着たほうが良いから。 

・制服は黒いから暑い日は熱くなるし自分の服のほうが落ち着くし勉強も集中できる。 

・着るのがめんどうくさいし、いつも同じ物を着ていくと、きたないし、動きにくい気がするから。 

・制服を着るのに時間がかかりそうだから標準服（制服）がなくてもいいと思ったから。 

・個人の自由にしたい。 

・なくても多分困らないと思うから。 

・制服がなくても学校生活に支障をきたす事はないと思うからです。 

・その人の個性を出せるように制服は、なくてもよいと思います。 

・制服だと誰かわからなくなるため私服にしたほうがいいと思ったから。ファッションも楽しめた

方がいいと思ったから。 

・全員が同じ服なのがあまり賛成ではありません。自由に標準服が選べる制度ができるのであれば

それは賛成です。 

 

                          全３１６件のご意見をいただきました。 
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標準服（制服）についてのアンケート中学生（記述） 

 

Q 現在、標準服（制服）は、暑さや寒さへの対応、動きやすさ、性の多様性、その他の観点から、

見直す必要があると思いますか、①～④を１つ選んでください。 

①  思う  ② やや思う  ③ あまり思わない  ④  思わない 

理由があれば簡単に記述してください。 

＜思う＞ 

・スカート（ズボン）の丈が長く動きづらい。夏は暑い。  

・セーラー服の腕の部分が脱ぎにくい。  

・学校に来たら脱ぐのに一々着込まないといけないのは面倒だし意味がないから。  

・ネクタイなどをつくってほしい。  

・バッグを背負うと制服が蒸れたり、夏は体操服も着ているため暑いから。  

・冬服の肩パッドが痛い。  

・最近ジェンダーの考えが増えてきている中、それについて全く対策がとれていない と思うから。 

・冬服のジャケットのようなものはいらないと思う。ファーストバックを背負っていると邪魔だし、

フックが外れます。  

・時代の流れとともに柔軟に変えていくべきだと思ったから。  

・女子スカートのサイズを調整するところをベルトにして、動きやすさ着やすさを重視してほしい。 

・女子のリボンはつけても何の意味もないし、夏服の吊りスカートは、ひもがあると着づらいし、引

っかかって危ないのではないかと思うから。  

・女子はスカートだけではなくズボンも取り入れたほうがいいのと、セーラー服よりブレザーのほ

うがいいと思う。  

・素材が硬くて動きにくいからもう少し柔らかい素材にしてほしい。  

・ベストが嫌。夏のサスペンダーが邪魔。 

全２０２件のご意見をいただきました。 

 

＜やや思う＞ 

・ズボン（スカート）が洗えない。  

・重い。体操着のほうがよっぽど動きやすい。  

・通気性が悪い。  

・ゴム素材があまり使われていなくて、動きにくいから。  

・袖に付いているボタンが机に当たって集中できない。  

・雨の日に水たまりなどで濡れてしまうため、スカートの丈を少し短くして欲しい。  

・夏になると制服が汗でぬれたりして毎日洗わないといけなくなり何枚か買わないといけなくなる。

そして管理をしたりするのが大変になってしまう。  

・夏服が登下校の際にとても暑く、アトピー持ちには辛いです。  

・汗を吸収しすぎて制服が重くなり、動きにくい。  
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・暑さを感じるのは人それぞれだから、これが絶対にしないといけないという訳ではないと思う。

もうひとつは、LGBT が広まってるからとらわれなくてもいい。  

・女子＝スカートは少し違うと思います。  

・女子がリボンで男子が何もつけないのは平等ではないと思うから。  

・女子に付いている吊りがいらないと思う。動きづらい。  

・多様な性に配慮したものにすべき。  

・男女はっきりしているとあまり着たくない。  

・セーラー服でかわいい。  

・変えられるのであれば男女別などの規定は消し、完全なる選択制をとってほしい。単にスカート

を履くことが極度に嫌いな女子もいるため、LGBT 等に配慮して、という面はあまり押し出しては

もらいたくない。  

全１６４件のご意見をいただきました。 

 

＜あまり思わない＞ 

・腕が動かしにくい。  

・冬は寒い。  

・夏のスカート、Yシャツが暑い。  

・夏は風が通りやすく、冬は風が通りにくく裏地も工夫されているから。  

・寒暖のために布地も工夫しているし、動きにくいわけでもないからです。  

・見直す必要がある理由が思いつかないからあまり思わない。  

・自分で対応すればいい。  

・制服で動くことがあまりないから。  

・制服をなくしてほしい。  

・女子制服のつりとリボンはいらないと思う。いつも落ちたりほどけたりする。  

・冬服が重い素材で動きづらい。  

・動きやすいし、涼しいので特に見直すべきだなとはあまり思わないから。 

                    全３０件のご意見をいただきました。 

 

＜思わない＞ 

・何の問題もないから。  

・夏はとても暑いし、冬はとても寒いから。  

・冬服は暖かかくていいけど、夏服がとても暑苦しい。  

・ジャージの方が楽だから。  

・夏の場合などは制服は汗をかき、エアコンで体が冷えてしまう。制服は式典などの時に着る、でい

いのではないか。  

                       全１６件のご意見をいただきました。 
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Q 現在、中学校には標準服（制服）がありますが、標準服（制服）の必要性について、あてはまる

ものを選んでください。 

①  標準服（制服）があったほうが良い  

②  標準服（制服）がなくてもよい    

理由があれば簡単に記述してください。（任意） 

 

＜あったほうがよい＞ 

・学校の伝統だから。  

・「ここの学校の生徒である」と証明することができるから。身分証明になる。  

・なにかあった時、すぐにどこの学校か分かるから。  

・スーツ等を着ることになる将来のため、普段から正装することが大切だと思うから。  

・中学校は大人になるために必要なことを学ぶところだから、身だしなみは大切。  

・その方が毎日着替えを考える必要がないから。  

・私服だとクラスメイトに何か文句を言われそうだけど、制服なら周りと同じだから。  

・私服はセンスなどが問われるため、周りの人との違いなどでいじめなどが起こってしまう可能性 

があるから。  

・制服はあったほうがいいが、男性らしく、などはいらないと思う。  

・あったほうがいいけれど、着るのは必要な時だけでいいと思う。  

・なにかの式の時だけ着るのはもったいない。買わない（標準服がない）となると式の時に着るもの

がなくなるから。  

・式典の際に全員が適切な服で臨むことで、より厳格な雰囲気で、真剣に式典が行えると思うため。 

・行事があった時に、きちんとした服があった方がいいから。  

・過ごしやすいし動きやすいから。  

・暑い、動きにくいなどデメリットもあるけど、学生感があるのは制服な気がするから。  

・制服がなくなると、一つの中学校というまとまりがなくなってしまうと思います。 

                          全１２４件のご意見をいただきました。 

 

＜なくてもよい＞  

・夏は暑く、冬は寒い。  

・3 年間だけだからわざわざ買う必要ないと思う。  

・あまり制服を着る機会がないのに結構高い。  

・式典の際くらいにしか必要性を感じないから。  

・夏の場合などは制服は汗をかいてしまいエアコンで体が冷えてしまう。 

・夏期のみジャージ登校化等も考えてほしい。  

・そもそも制服自体が（体操服を）重ねて着ることを想定された設計でないように感じる。  

・制服は高いのにすぐ身長が伸びるからあまり役に立たない。  

・コロナの影響で、制服の使用率が減った（ジャージ登下校で問題なかった）から。  

・小学校は私服なのに、なぜ中学校は制服なのかわからない。  
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・着脱が面倒。保管に場所をとる。邪魔。  

・制服は洗濯も難しく、衛生面的にもあまり必要性を感じない。  

・男子と女子でかなり違い、いやな思いをすることがある。  

・もちろん制服があったほうが良いが、今は LGBTQ の生徒も少なくはないと思うのでその人の自由

にした方が良い。  

・多様性の時代にそぐわない。個性を尊重すべき。     

                         全２８４件のご意見をいただきました。 
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標準服（制服）についてのアンケート小学生保護者（記述） 

 

Q 現在、標準服（制服）は、暑さや寒さへの対応、動きやすさ、性の多様性、その他の観点から、

見直す必要があると思いますか、①～④を１つ選んでください。 

①  思う  ② やや思う  ③ あまり思わない  ④  思わない 

理由があれば簡単に記述してください。 

＜思う＞ 

・夏は暑く、冬は寒い。動きづらい。  

・クールビズが言われてる世の中なのに夏は暑そうだし、活発に動きたい年頃なのに動きにくそう 

・セーラーや詰め襟は温度調整しにくいので。 

・今はわからないですが、昔はセーラーにカーディガンを羽織などはできなかったような記憶があ

ります。また娘は活発なので、通常ほとんどパンツで過ごしており、スカートより、パンツやキュ

ロットなどの選択肢があるといいと言っています。  

・夏はかなり暑い日が多いので、洗濯しやすいものや、通気性良い物がいい。  

・夏はクールビズに。また女の子だからスカートという先入観はいらないと思う。選択の自由は必

要だと思う。  

・女の子はジャンパースカート暑いと思う。あと、部活やってる子はジャージとかで活動する事が

多いし、成長期なので買い直しなども考慮できるお値段が好ましい。  

・女子はジャンパースカートなので、夏場はとても暑く辛いので改良したほうがいいと思います。 

・冬寒くても雪が降っていてもコートなし。女子は、ソックスのみで真っ赤な足をしているのは、

寒々しい。体に良くない。見直し必要。夏:梅雨寒でも半袖のみ。夏服の長袖や羽織りものを作っ

たり、体操服上着など羽織るなどあったらよい。  

・上着の着脱や、ベスト、セーターの着用など、寒暖に対応出来る機能がない。 

・日々洗濯出来る素材でなく不衛生に見える。  

・冬にコートがないようで寒そうなのと、冬服がセーラー服と学ランなので洗濯が大変そう。 

・冬の制服時にかなり寒いが制服だけの着用だと寒さをしのげず心配になる。  

・セーラー服は丈が短く動きにくい。  

・ブラウスやワイシャツは、動きにくいし透ける。アイロンも大変。襟付きならば、ポロシャツだと

伸縮性もあり速乾で取り扱いやすいと思う。  

成長期に合わない動きにくさ、暑さ寒さに対応出来ていない。  

・特に冬服は重くて身体に馴染んでいる感じが無く、着替えにも時間がかかる。その上重いリュッ

クを背負い通学する為、衣替え前にはかなり身体に負担があると感じる。毎日着用する為、汚れ

ても洗えず衛生的な問題もあると思う。  

・あげられた観点を今の制服は満たしていないと思うことと、近隣中学では学校にいくと体操服に

着替えるそうだが、それなら制服は不要ではないか。通学するためにわざわざ服を購入する意味

がわからないし、経済的負担も大きい。サイズが変更になりがちな年代なので負担を減らしたい。 

・ジャージで行き帰りしている姿をみると、制服の必要性がわからない。  
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・家から中学校までの移動時のみ着用し、校内に入るとすぐにジャージに着替えるのは、何の意味

があるのだろうか？  

・学校では体操着に着替え、登下校だけのために制服を着用するシステム自体を見直した方が良い。

他県ではそんなシステムはない。  

・式典の服装が欲しいだけでしょ？規律を守らせるのに制服の意味はほぼないと思う。黒カーデガ

ンと黒パンツで十分。  

・ジャージが古い、制服がダサい。ポロシャツ、女子のズボンなど選択肢が広がるとよい。  

・時代に合わせたデザイン、機能性を希望します。  

・重量感を感じる。学ラン、セーラー服という概念がもう古いのでは？と思う  

・女子の冬服のスカートがジャンバスカートである必要があるのか疑問です。脱ぎ着するのがとて

も大変そうだと感じます。  

・家で洗濯できなかったり、サイズが変わって買い直す必要があったりするので。  

・制服は頻繁に洗濯できないので、不衛生  

・価格が高い上にほとんど着用しないというのを聞いて、制服自体必要ないと思った。性の多様性

などに着目するなら、個性を大切にして制服を廃止した方がよほどいいと思う。制服の種類を増

やす必要はない。  

・入学時に経済的負担が大きい。制服以外にも揃えなければならないものが多くて厳しい。  

・LGBT 等も背景にあり制服の在り方さえ疑問視している。  

・性の多様性に配慮をした方が良いと思う。  

・ボトムスの選択ができるようになって欲しい。また、スラックス・スカートの他にキュロットもあ

ればと思う。  

・制服というもの自体が古いと思います。私自身は武蔵野市で唯一の私服校に通っていましたが（生

徒の良識を育ませる目的がある）何も問題はありませんでした。制服は高額で親の負担も大きい

ため、無くなってくれたらいいのにといつも思っています。  

・他県出身ですが、松戸は、通学は制服でするが、校内では体操服で過ごすとのこと。私は、体操服

は体育をする服で、授業はしっかり制服で受けないとだらしない、と教わってきました。今後も、

もし制服を登下校にしか使わないなら、もっと安価にしてもらいたいです。また、夏の女子は、普

通のブラウスは透けるので、せめてサマーセーラーを導入すべきだと思います。  

                   全２０６件のご意見をいただきました。

  

＜やや思う＞ 

・通気性が悪い。  

・制服の下に体操服を着ていくのは暑い。  

・なぜ、体操服に着替えて授業受けるのか、面倒。   

・移行期間があるものの、異常な暑さのため、ポロシャツなどもう少し夏は軽装が好ましいのでは？ 

・夏の暑さは昔とは比べものにならない暑さになっているので、もう少し風通しの良い涼しいもの

にしてほしい。冬服に関しては、どんなに寒くても女子はスカートというのは考え直してほしい。 
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・気候の変動に伴い、暑さ対策として素材等等見直しはあっても良いかと思う。汗をかいても乾き

やすい素材、クールな素材など。また、性同一障害などには柔軟な対応が求められていく時代に

変わってきている。制服も選択制があると良いかと思う。とくにスカートは履きたく無いなどに

は、パンツスタイルも選べると良いかもしれない。  

・子供が制服に憧れているので、制服はあったほうが良いが、今の気候にあった、暑い、寒いは個人

差があるので、何パターンからか、組合せを選べる制服にすると良いのでは。  

・冬なのに中学生は誰もコートやダウン着ていないの不思議なのですが着てはいけない校則でもあ

るのですか？  

・夏の暑さや、コロナによる冬期の換気のため温度調節がしやすい服装など。  

・基本、制服の中に体操服、短パンを着るので子供達は動きづらいかと思います。中に体操服を着て

いるので昔よりは性的な目は安心かと思うので難しいです。試験、式典等は制服のみ、中はもう

少し軽やかな Tシャツなどにして普段は体操服、ジャージが良いかと思います。  

・多様性の観点から制服の見直しをするのもいいが、運用の面のほうが気になっている。近年の暑

さは酷いので、市内統一で、7月、9月前半あたりは、式典及び学校の決めた日以外は体操服で登

校してもいいようにしたらどうかと思う。  

・制服の下にジャージを着るのが普通の着方だと伺いました。それは大人ではあり得ない着方であ

り、そうしなければ不都合(寒い、着替えが大変など)と言う時点で、制服が環境や状況に適して

いないのでは無いかと思いました。  

・中２にも子供がいるが、入学以来、式典や試験以外で着用しておらず、ジャージ登校で問題なく過

ごせているため、コロナ終息後も以前の様式に戻す必要性を感じない。登校後はすぐ校内着に着

替えるなら尚更。見直して保護者の経済的負担が増える事だけは避けていただきたい。  

・通学、式典のみ制服着用のため高価に感じる  

・女の子でもズボンを選べる 成長が著しい時期なので長さや大きさを気軽に変えられるような値

段設定  

・性に関係なく、女子でもズボンをはくなど、個人の自由で選べたらよいと思う。  

・基本はそのままでも良いと思うがトランスジェンダーで規定の制服を受け入れるのが難しい子に

は柔軟に対応したら良いと思う。  

・現在の制服は、性の多様性や個人の好みには全く対応していないと思われる。  

                        全１１３件のご意見をいただきました。 

 

＜あまり思わない＞ 

・今年度から、防寒着を見直して下さったようで、自由に着ていけるようなので。ただ、衣替えをも

っと自由にしてくれると、暑いのに冬服を着てるのは疑問に思います。 

・制服自体を見直す必要は無いが、寒い時に上に羽織るものを指定学校着として販売して欲しい 

・冬は寒そうですが、ダウン等を着ても良いなら十分だと思います。 

・標準的な制服でそもそも制服自体が暑く動きづらいと思う 

・それが当たり前になっているので、あまり考えたことがありません。 

・今までそんなにそうゆう意味で観察はしてなかったので。 
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・スカートやズボンに抵抗がある生徒の為に対応できたら良いと思います。 

・女子ならセーラー服、男子なら学ランと性に縛られている。 

・すぐに体操服に着替えてしまうから。 

・伝統的な学ランにセーラー服で良いと思うから。 

・知人の兄弟姉妹が通っているが、何も問題は無さそう。 

全２７件のご意見をいただきました。 

 

＜思わない＞ 

・校内ではほぼジャージなので、登下校時のみにしか制服を着用していないので、動きやすさにこ

だわる必要もない。性の多様性と言われれば、その人が自分の心の性に合った男女どちらかの制

服を着用出来るようにすればいいのではないかと思う。  

・一年中着てるわけではないのでこのままでいいと思う。  

・標準服の定義がまずわからない。千葉県の用語なのか？関連して体操服というのも千葉県の用語

なのか。首都圏以外からの転居組がいるのだから、まずは用語（定義）を示して欲しい。あと、な

ぜ松戸は制服を買う店が指定なのか。逆に伺いたいが、指定販売店はどうやったらなれるのか示

しているか。  

                    全９件のご意見をいただきました。  

 

Q 現在、中学校には標準服（制服）がありますが、標準服（制服）の必要性について、あてはまる

ものを選んでください。 

①  標準服（制服）があったほうが良い  

②  標準服（制服）がなくてもよい    

理由があれば簡単に記述してください。（任意） 

 

＜あったほうがよい＞ 

・学校に行くことに洋服(私服)を選ぶという事をしなくて良いから。   

・学校へ着て行くための服を用意する手間、毎朝着る服を考える手間を省ける。多様な種類の中か

ら選択できれば一人一人の個性を尊重することもできる。   

・私服だと毎日の服装を決める事に悩んでしまいそうなので、制服があった方が良いと思います。

また、制服も毎日着るものなので、洗濯や手入れがしやすいと親も助かります。   

・自分がその学校の生徒だという自覚がうまれる。   

・毎日の服選びが楽になる。また制服着用は中１～高３までの短い期間となり、今しか着れないの

で、制服は必要。   

・確かに個性を大切にする時代だと思いますが、学業、学ぶ上での服装は制服があるべきだと思い

ます。制服が無いと貧困問題にもなると思います。一揃え 10 万など高価なものではなく、もっと

楽な制服がいいと思いますが、ポロシャツにハーフパンツなど。   

・家庭の格差があからさまになる。現在、私服で通う中学生の子を持つ身です。充分に私服を用意し

ているつもりですが、必ず中学生生徒内で比較が出る。絶対に制服は必要です。   
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・おしゃれなどにこだわる年頃になる子が多く、センスなどでからかわれる等のいじめに繋がった

り、通学に使用する服を財政面で多種類用意出来る家庭ばかりではないと思うから。  

・制服がなくなると、私服で登校することになり、華美になりそうだから。   

・貧富の差を気にする家庭が多いと思うので、制服で良いと思う。「制服」なので選べるなど考える

必要はないし、制服で選びたい人は気に入った制服の学校へ行けば良い。それが選択の自由です。 

・ある程度の秩序が必要な年齢だと思う。また被服費を抑えられる。   

・冠婚葬祭なども制服で大丈夫な事を考えるとあった方がいい。また、集団行動する際に制服での

行動のほうがわかりやすいと思う。   

・義務教育はあくまで、子どもの精神的な自立の援助をするためにあることが望ましいし、制服の

多様性もその一環であることを子どもが理解する必要はあると思います。その点であった方が良

い。   

・私服も良いが制服の良さもある。思春期の多感で荒れる時期でもあるので、規律や統制があって

良いと思う。   

・ある一定の統一感があった方がいいと思う。制服=学生という意識は必要なのでは。私服は面倒、

金銭的な負担がある、まとまりがない気がする。私服 OK 多種多様性をもたせると言うなら、髪型

髪色も自由にすべき。   

・各家庭における経済力の差異や文化的感受性の多様さを問わず、先ずは【制服】を通して各学校の

存在を統一させる理由の一部分を担えるで有ろうと思います。   

・式典等ではやはり皆揃っていたほうが本人達の気持ちも違うと思うが制服が高価な物なので補助

やリユースに力を入れて欲しい。前年度就学援助を受けていた家庭で欲しがっている所に確実に

届くような仕組みに。   

・私服だと被服費が制服代より高くなると思うため。   

・服装に興味が出てくる年頃なので、必要以上にお金をかける子も出てくる。ルール作りも難しい

と思うから。   

・ある程度の基本があった方が、子供や保護者としては助かるのではないか。例えば、制服の下のみ

着用し、上は季節に合わせてトレーナーやＴシャツのように。また、受験シーズンの面接などの

服装で困ると思うので、ある程度は必要だろうと思われる。   

・明確な基準となる制服は必要。私服のルールを作っても捉え方は人それぞれだから。  

・学校に所属している身分証明として機能すればよいと思う。子供にとって着たいと思える制服に。 

・中学生だということがひと目で分かると、登下校時に地域の住民が声をかけやすいと思う。（見守

りの一環として）   

・校外の学習の時など、区別がつき分かりやすい。しかし、現状のように、授業で着用せず、通学の

みで必要なら、いっそ体操服のみでよい。   

・メリハリがつくし、正装なので式典や冠婚葬祭にも着れるから。   

・学校に見合った服装で学校生活を送ってほしいので。   

・あった方が気持ちの面でメリハリ、自覚が付くと思うが、学校へ行ってすぐ体操服に着替えて行

き帰りしか着ないのならもっと価格を下げてほしい。   

               全２８３件のご意見をいただきました。                                 

17



＜なくてもよい＞  

・コロナ禍ということもあり、体操服で過ごすことが多くなってきていると聞いたので、制服は節

目の時に着用など臨機応変でもいいのではないかと思います。 

・学校にいってからすぐにジャージに着替えるならジャージ登校で良いと思う、また、現在の制服

では正装の役割のみだが、コロナ禍で式典も減ってきているのが現実。これからは脱ぎ着しやす

さや洗濯のしやすさなど時代のニーズにマッチした制服に変えても良いと思う。夏はポロシャツ

にするなど多様な種類を選べる仕組みにしても良いと思います。 

・私服での登校は、やめてもらいたい。ただ登校後、ジャージに着替え 活動するのであれば、制服

の必要性がない。ジャージ登校でよい。成長期ですぐ着られなくなるのに高額で、もったいない。 

・体操服やジャージで登下校しているのをよく見かけます。制服を着なければならない場合が少な

いのであれば、ブレザーだけ統一など簡素にしてもいいと思います。 

・こどもの不登校が増えている一因に制服があるのはご存知でしょうか？それに、いちいち制服か

らジャージに着替えるのも面倒でしょうし、暑い最中制服の下に体操着を着て登校するのも難儀

だと思います。ならばジャージだけで良い気もします。 

・ご年配の先生たちが制服に対してアップデートしてください。男女ポロシャツにスラックスでよ

ろしいかと。そこにカーディガンとかでも問題ない。荒れてる子は制服をきちんと着てても荒れ

るし、ご家庭の教育によります…寒いときは対策しないと勉強が疎かになる。今と昔は気温その

ものが違うので柔軟に対応ください。 

・そもそも、学校側が「なぜ制服は必要だと考えるのか建設的な理由を説明してほしい。経済力の厳

しい家庭にとっての制服代は頭が痛い問題だ。性別の自由を理由に「選べる制服」を導入するな

ら、私服でもいいのではないか。制服が必要な理由が見当たらない。 

・私が中学生の時に、生徒会で制服を廃止にしました。特に困った事はありませんでした。困ったの

は、業者のみ。 

・1学期に 3回ほどしか制服を着ていない。高額なので着ないのなら廃止して欲しいです。 

・価格が決まっていて経済的負担などもある為、色やデザインをある程度指定した上で、皆全く同

じ制服でなくても良いと思うから。 

・三年間しか着られないものなのに高額です。自分のサイズや好みに合うものを選べて、個性がだ

せるとよいと思う。スカートの長さ、靴下の色や長さ、整髪剤もだめ、規律に意味を感じません。 

・ある程度のルールをもうけて、選択の自由があってもいい。 

・正装が必要な場合は制服ではなく、ワイシャツに黒いズボン又はスカート等の指定があればいい

と思います。 

・年に数回であれば、リクルートスーツに校章を付ければいいのでは？現在、ジャージ登校メイン

でジャージも追加購入、制服もだなんて、受験もありますし節約したい時期です。 

・近年、夏服になる前から真夏日になるなど、標準服では対応しきれないので。 

・身長など大きな成長期。サイズの変化が著しい上に高額な為。 

・ユニセックスに学校生活に必須な物（リュック、ジャージ、体操着）は学校指定物であってもいい

と思うが、制服は特別必要性を感じない。 

                         全１６６件のご意見をいただきました。 
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標準服（制服）についてのアンケート中学生保護者（記述） 

Q現在、標準服（制服）は、暑さや寒さへの対応、動きやすさ、性の多様性、その他の観点から、

見直す必要があると思いますか、①～④を１つ選んでください。 

① 思う ② やや思う ③ あまり思わない ④ 思わない

理由があれば簡単に記述してください。 

＜思う＞ 

・下に体操服を着用することになっており、スマートには見えず、下に着るためにわざと大きめサ

イズにしているために、セーラー服の襟元に体操服が見えるという、なんともだらしない感じに

なっている。その上、セーラー服に運動靴という、スーツに運動靴を履いているような違和感を

感じます。

・6月と 10月くらいに衣替えがあるが、5月や 10 月でも暑い日はあり、校則だからと暑い日でも冬

服の上着を着なければならないのは、おかしいと思う。

・クラスに一人はいる確率だと言われる LGBT の生徒も快適な中学校生活が出来るように。

・気温により体操服登校可にするなど、柔軟な対応も必要ではないでしょうか。

・コロナ渦もあり、着る機会がほとんどなく、もはや不要なのではと思っています。

・コロナ禍になってからジャージ登校になり、毎日洗濯が出来て衛生的なので、このままジャージ

登校の方が良いのではないかと思います。

・コロナの感染者が増え続けているので、着替え時に密になったら心配です。

・ジャンパースカートは暑いよう。またデザイン、価格面も見直しが必要と感じます。

・スカート、スラックス、白シャツ、白ブラウスを選択可能にしてほしい。

・そもそも指定の店で扱っているものを買わなければならない。これがおかしい、機能面でも今ど

き通気性・保温性に優れた素材のものはたくさんある。

・夏場の体操服の上に制服を着るのは暑すぎる。冬場はタイツ可にしてほしい。

・学ランタイプは首がつまって窮屈そう。スカートは肩紐が扱いづらい。

・制服自体、体温調節や体型、個人の意向に配慮しづらいため、不要と思う。

・成長期の子供達にとって サイズアウトした際に買い直す時の出費が大きい。

・体操服やジャージに名前の刺繍はいらない。お下がりをもらえなくて困る。

・制服そのものではなく校章等の付け方が良くない。安全ピンは危ないので、プリントかアイロン

接着などが良いと思う。

・現在の女子制服のワンピースタイプはそれだけでも動きづらさや暑さで苦痛。一般的なセーラー

服のようにセパレートタイプに変更した方が良いと思います。

・夏は指定の帽子着用を希望します。

全４５件のご意見をいただきました。 
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＜やや思う＞ 

・夏は制服の下に体操服まで着ていて暑いと思う。

・切り替え時期付近の暑さ寒さ対策で、軽装的なものがあると良い。

・ブラウスの下に体操服を着ているのでベストはいらないのでは。熱がこもり過ぎる。

・温暖化もあり、天候(大雨・酷暑)によっては制服では適応しづらいと思う。

・洗濯に手間がかかる。

・ワイシャツの吸汗性が悪い。

・ワイシャツが透ける。

・夏のシャツはポロシャツのほうが快適だと思う。

・シャツはストレッチのものの方が動きやすくてよいのでは。

・夏服、冬服の 2パターンではなく、3パターンくらいあると良い。

・たいして着ないのに、金額的に高いと思う。ジャージ登下校で問題ないのでは。

・購入の負担が大きい。

・夏服のシャツポケット、校章バッチをつけると重さで形が崩れる。また、穴があく。

・女子の吊りスカート、男子の長ズボン、それぞれの丈についての見直し。

・性の多様性については、今の時代には選択肢があってもいいかと思う。

・ニューノーマルの時代に対応した機能性、衛生面、効率性の確保が必要だと思う。

・ジャージは男女同じなのに制服は男女分かれているのは、ジェンダーの配慮に欠ける。

・新品の詰め襟部分がかたい。肌の弱い息子は首の皮膚が擦り切れてしまった。

・昔から変わらないので、一度見直してもいいのかと思います。

・昔ながらの伝統的な詰襟も趣きがあるとは思うが、時代には合っていない。

・多様性が重視される時代であり、気候も変わってきているため、もっとフレキシブルに対応でき

るとよい。

全８３件のご意見をいただきました。 

＜あまり思わない＞ 

・ほとんどジャージを着ている。制服を着る機会が極端に少ないから。

・現状でも夏冬の組み合せが自由にできると思うから。

・現在は式典以外に活用することがないため、暑さ寒さにあまり影響しないと感じる。

・冬服の保温性があるようには思えないのから。

・性の多様性を考えるのであれば、ブレザーとスカート、またはスラックスを選択という形もあり

得ると思う。

・中学生の年頃で、通学時の服装は、トランスジェンダー以外、個性尊重より規律。

・ルールが大事と感じるから。

全１２件のご意見をいただきました。 
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＜思わない＞ 

・学生らしくて好ましい。

・制服に問題がない。本人が満足しているから。

・通学には制服を着用しているが、学校では体操服（ジャージ）に着替えているため。

・毎回ジャージに着替えるのが大変そう。鞄に畳んでいれるからシワができる。

・お下がりにしたい。

・変更はやめてほしい。

・洗濯しにくい。

・制服を着る機会が少ない。買ったのにまだ 10回も着ていないことが問題。

・1番の成長段階で 3年間着るため、わざわざ大きいサイズを買うので、一年生にとってはブカブカ

で動きにくい。制服は総額 10 万もするのはおかしい。

 全１１件のご意見をいただきました。 

Q 現在、中学校には標準服（制服）がありますが、標準服（制服）の必要性について、あてはまる

ものを選んでください。 

① 標準服（制服）があったほうが良い

② 標準服（制服）がなくてもよい

理由があれば簡単に記述してください。（任意）

＜あったほうがよい＞ 

・式典時等は着用すべきだが、着る回数が少ないので金額は安くあってほしい。

・ある程度標準があった方がイジメ等に繋がらないと思う。組み合わせについてもあまり多く選択

肢はいらない。今の制服と標準服が混在するのも子どもたちは気になると思う。

・おしゃれ等に敏感な年頃で、制服がないと私服にお金と時間がかかり、親としては厳しい。

・式や修学旅行などの時に制服があると、学校行事として活動しやすいと思う。

・制服が廃止となっても、ジャージ等何かしら学校ごとに統一された服は必要では。個性や自由も

大事だが、ある程度の規則の中で過ごす経験も、学生のうちには必要かと思う。

・毎日着るものに迷わなくていい。手間がかからない。

・どこの学校か分かるし学生らしさがある。統一感があり貧富の差がない。

・格差やいじめなどたくさんの問題が起こってくると思う。

・経済状況等様々な家庭があり、私服に反映されてしまうと子どもが可哀想に思う。

・私服だと洋服を購入するのにお金を使う。購入できない人は極端に言えば毎日同じ服を着る事に

より、いじめの原因になる可能性がある。

・犯罪等から守るため、ひと目で義務教育中の学生と分かれば良いと思う。

・ブレザーとスカートやスラックスのみの標準服にすれば良いと思う。

・学校の生徒であるという、示しが付く。個人的にも、近所の方々にも。

・冠婚葬祭や受験などに使える。そのためにはブレザーの方が良いと思う。私は気にしないが多様

な性にも対応しやすいと思う。スカート、ズボンを変えるだけで、同じデザインの ブレザーで良

いと思うし、スカートが嫌な女子はズボンを認めれば良いと思う。
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・完全私服にするとふざけた格好をする人が出てくる。

・通っている学校を自覚し責任を背負わせることで、行動を正したり制限したりできると思う。

・学びの場に私服＝おしゃれを持ち込むと、少なからずそちらに気を取られてしまうのでは。

・TPO に合わせたもの、正しく着るという習慣が身につけられるように。

・制服という同じ見た目の中で、いかに個性や自分らしさを見出す努力をしたり、規律を守る

ことや協調性を磨いていくよいチャンスだと思う。

・制服以外の服装では、細かく正確な規則を作れず、先生方も指導が難しいのではないか。

・中途半端にジェンダーフリーにすると、中間を着ている子が、イジメに合う可能性もある。

全１７１件のご意見をいただきました。 

＜なくてもよい＞ 

・標準と言う時点で問題あり。今の時代にそぐわない。制服の必要性を感じない。

・制服は登下校とテストの日しか着用しないので、登下校なら逆に動きやすい服装の 方が理にかな

っていると思います。

・ジャージ、体操服登校ならば全員同じスタイルなので問題ないのでは。

・ジャージの方が動きやすい。安価で成長に合わせて購入することも容易に出来る。

・ポロシャツとスカート、キュロット、パンツなどの安価で着替えが不要で動き易いものが良いと

思う。

・気温による衣服の調節がしづらい。中学生ももっと個性を出しても良いと思う。

・行き帰りのためだけに制服を買うのは保護者からしたらどうなのかな？と思いますが、受験の時

は必要になるのではないでしょうか？

・寒暖に対応しづらく着心地悪そうで、不要な我慢を強いられているように感じる。

・近年の日本の気候に制服は合わない。松戸市は特に基本登下校しか着ないので。

・経済的に購入が大変な家庭もあるのではないか。

・式典(入学式、卒業式)のみ適当な服を着用すればいいと思う。

・個人それぞれが着たい服を選べばいい。制服を着たいならそれも自由。全員が同じものを着ると

いう事自体意味がない。

・たった 3年しか着ないのに値段が高過ぎる。安いものがあれば制服はあっても良い。

・制服着用で、個人の価値や評価をされることに子供の気持ちや、人格形成に影響が ないともいえ

ないと思う。

・体が小さい等で、制服を着ること自体が負担になる人もいるから。

・正装が必要な時は基準を設けるなどで対応してもよいのではと思います。

・普段の生活ではなくても何も困らない。ただし、個人的に諸々の式や受験の時に何がきちんとし

た服なのかを明確に示してあげられないのは、これからのこどもたちにとって社会的に不利な状

況になる可能性があるとは思います。

全９５件のご意見をいただきました。 

22


	
	全体 (%) (new)




