
第７回 海老名市保護者負担経費検討委員会次第

日 時： 平成３０年７月２５日（水）

 １５：３０から

場 所： えびなこどもセンター ３０１会議室

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 議  題

（１）「海老名市保護者負担経費の在り方についての提言」（案）について

４ その他

（１）今後の予定

  ・第８回検討委員会

８月３０日（木） 15：30～  えびなこどもセンター ３０１会議室

（２）海老名中学校ジャージ、体操着（ハーフパンツ）選定コンペ 実施について

５ 閉 会 



「海老名市保護者負担経費の在り方について」 

報告書 

平成 30年 月 日 

海老名市保護者負担経費検討委員会

-1-



「海老名市保護者負担経費の在り方について」報告書 

目  次 

はじめに ････････････････････････････････････････････････ 1 

１ 海老名市保護者負担経費検討委員会について 

  1-1 検討委員会の目的 ･･･････････････････････････････ 2 

  1-2 検討委員会の構成 ･･･････････････････････････････ 2 

  1-3 検討の経過 ･････････････････････････････････････ 2 

２ 海老名市保護者負担経費に係る課題 

  2-1 保護者が負担している主な経費････････････････････ 5 

2-2 保護者負担経費検討に係るアンケート調査結果･･････ 8 

2-3 保護者負担経費に係る課題････････････････････････10 

３ 海老名市保護者負担経費の在り方についての提言 

  3-1 制服について ･･･････････････････････････････････11 

  3-2 ジャージ（上下）服について ･････････････････････11 

  3-3 上履き（兼体育館履き）について･･････････････････11 

  3-4  運動用Ｔｼｬﾂ・短ﾊﾟﾝ・ﾜｲｼｬﾂ・ﾎﾟﾛｼｬﾂについて 

 ･･･････････････････････････11 

  3-5 修学旅行について････････････････････････････････11 

  3-6 教材について････････････････････････････････････12 

  3-7 卒業アルバムについて････････････････････････････12 

  3-8 学校からの保護者への説明について････････････････12 

  3-9 公的支援について････････････････････････････････12 

3-10 その他･･････････････････････････････････････････12 

４ おわりに･････････････････････････････････････････････13 

-2-



３
海老名市保護者負担経費の在り方に

ついての提言 

本検討委員会では、前述の課題に対して様々な資料をもとに協議し、保護者負担経

費の在り方について検討した。その結果として次のとおり提言する。 

3-1 制服について 

各校の仕様書を作成し、業者に広く周知することによって、取扱店・販売店の

拡大を図り、保護者負担を軽減する。 

市ホームページに各校の制服・ジャージの販売店・価格等を公開することで、

入学以前から保護者が情報を入手できるようにする。 

仕様等を変更する場合は、生地について、現状では、各校とも生地から特注す

るために価格が上昇している面があることから、黒や紺色等で汎用性があり流

通している生地を使用する。

3-2 ジャージ（上下）服について 

各校で選定委員会を組織し、仕様書を作成したうえでコンペを行う。 

決定業者との契約期間は３年～５年とする。 

ジャージのカラー分けについては、各校で必要性の議論を行う。 

体操着（ハーフパンツ）についても、ジャージ（下）との関連でコンペを行う。 

3-3 上履き（兼体育館履き）について 

各校で選定委員会を組織し、上履きの仕様書を作成したうえでコンペを行う。 

決定事業者との契約期間は３年～５年とする。 

3-4 運動用Ｔｼｬﾂ・短ﾊﾟﾝ・ﾜｲｼｬﾂ・ﾎﾟﾛｼｬﾂについて 

仕様を定めた上での自由化が望ましい。 

既に実施している学校もあるが、全ての学校が平成 31 年度入学生からの実施   

  が望ましい。 

学校で指定していないものについても、販売店で推奨品としていることもある 

ため、学校から保護者に対し、基本仕様に沿ったものであれば、販売店以外で 

も自由に買えることを周知する必要がある。 

3-5 修学旅行について 

様々な課題があるため、今後の方向性については別途検討会を立ち上げて検討 

することも考える。 
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決定した内容は、保護者に実施の趣旨を正しく理解してもらえるよう、十分周

知する。 

場所の選定にあたっては、保護者や児童・生徒の意見を聞いて選定することを

検討する。  

複数の旅行会社によるプレゼンテーションや見積合わせを実施する際には、上

限金額は伝えないことを検討する。 

3-6 教材について 

絵の具、書道セット等は、選定委員会で検討のうえ、学校ごとのコンペの実施

を検討する。 

3-7 卒業アルバムについて 

選定委員会で検討のうえ、学校ごとのコンペの実施を検討する。 

3-8 学校からの保護者説明について 

入学時に、小学校は６年間、中学校は３年間で必要とする経費のスケジュール

について、学校から保護者へ説明する。また、年度当初の４月に、各学年の１

年間のスケジュールについて学校から保護者へ説明する。 

3-9 公的支援について 

市内小中学校の授業で使用する彫刻刀と柔道着について、彫刻刀は全小・中学

校へ、柔道着は全中学校へ一定数を配備し、無償貸与しているが、今後も、使

用頻度の低い教材等については、無償貸与することを検討する。 

3-10 その他 

ジャージ服、上履き、教材等について、モデル校で実施しているコンペや選考

委員会での先行的な取り組みを参考にし、学校が日常で使用している様々なも

のについて、コンぺ等で決めていくことを検討する。併せて、条件を設定のう

え、市販品も可とするなど、一定の自由度を持たせる方法も検討する。 

ジャージ（上下）服等の選定にあたっては、必要に応じて選定委員会を開催し、

選定委員会の委員に第三者（自治会、民生委員（主任児童委員）、青指連等地域

の方）を入れて選定する。 

コンペ等、取り組みの実施後は、各校及び市教育委員会において効果検証を実

施し、軽減効果が図られない場合は他の方策を検討する。 

各校が自主的、継続的に見直しを講じられるよう、教育委員会事務局として、

全校の状況が分かる資料を作成して公開したり、他市の動向に関する情報を提

供したりする。 

市教育委員会は、業者との癒着がないか等を確認し、選定の公平性・透明性を

確保する。 



海老名中学校ジャージ、体操着（ ハーフパンツ） 選定コンペ 実施要項

１ 目的

平成３１年４月より生徒が使用する中学校ジャージ及び体操着（ ハーフパンツ） とその販

売事業者を選定するため、コンペを実施します。  

２ 学校概要

(１ ) 学校名  海老名市立海老名中学校 

(２ ) 住 所  海老名市国分南3-11-1 

３ 納品場所 海老名市国分南3-11-1 海老名中学校ほか 

４ 納 期

平成３１年３月末まで  ※詳細については受注者決定後に別途調整する。  

５ 契約期間

   契約締結日の日から平成３３年８月３１日まで 

６ 品名、見込生徒数 ※１人当たり２着から３着の購入を想定

品名 見込生徒数 

Ｈ31からＨ33 

１  ジャージ（ 上・ 下）   

各学年 160～190人位 ２  体操着（ ハーフパンツ）  

７ 選定に関する共通事項

 〇ジャージ（ 上・ 下）  

（ １）  生地について 

♦ 丈夫であること。 

♦ 速乾性のものであること。（ ポリエステル90％以上）  

（ ２）  縫製について 

♦ 丈夫で丁寧であること。  

（ ３）  デザインについて 

♦ 左胸に「 ＥＢＩ ＮＡ」 の文字をつけること。  

♦ ジャージ（ 上） はかぶりものとすること。  

♦ 前開き全開は不可とすること。  

（ ４）  配色について 

♦ ジャージ（ 上・ 下） は紺色をベースとすること。  

（ ５）  学年色について 

♦ 学年色はなし、全学年共通の色とすること。  
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（ ６）  ネーム刺繍について 

♦ ジャージ（ 上） は左上腕部、ジャージ（ 下） は左腰部にネーム刺繍を入れること。  

♦ 学年ごとに色分けすること。  

（ 参考： １年生 Ｈ31 赤、Ｈ32 水色、Ｈ33 緑）  

〇体操着（ ハーフパンツ）  

♦ ジャージと同じ生地とし、紺色をベースとすること。  

８ 選定

（ １）  選定方法 

海老名中学校において選定委員会を設置して審査を行い、事業者の選定を行う。選定に

あたり、審査提出書類の確認及びプレゼンテーションとヒアリング行う。  

（ ２）  審査方法 

コンペの参加者から提出された書類と見本により、海老名中学校の選定委員において項

目別（ 「 ７の選定に関する共通事項別」 及び「 提出された提案書の事項別」 ） に得点を付

けて審査する。  

（ ３）  受注者の決定 

合計得点が最も高い提案をした者を第一位の候補者とし、次点の者を第二位の候補者と

して選定する。なお、合計得点が最も高い者が複数となった場合は、選考委員の協議によ

り決定する。第一位の候補者を受注者として決定し、第一位の候補者が辞退した場合は、

第二位の候補者を受注者として決定する。 

（ ４）  審査基準  別紙のとおり 

（ ５）  結果の公表 

審査結果は海老名市ホームページで公表する。  

９ 参加資格

（ １） 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。  

（ ２） 国、県又は他の地方公共団体から、参加表明日において指名停止を受けていないこと。  

（ ３） 国税、都道府県税及び市町村税に滞納がないこと。  

（ ４） 役員等が海老名市暴力団排除条例第２条第4号に規定する暴力団員等でないこと。  

（ ５） 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。  

（ ６） その他、法令等に違反してないこと又は違反する恐れがないこと。  

10 参加意向申出に係る提出書類及び提出期限等

（ １）  提出書類等 

    参加意向申出書、参加資格の要件に関する誓約書、会社概要 各１部 

    提案書、製品に関する資料 各15部 

※ジャージ、体操着の見本については、コンペ当日に持参してください。

提案は、１者につき、３セットまでとする。

１セットにつき、提案書を１部作成すること。
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（ ２）  提出期限 

 平成30年８月10日（ 金曜日） 17時15分まで（ 郵送の場合、必着）  

（ ３）  提出方法  

    郵送または持参とする。持参の場合は提出期限までの市役所開庁日において、８時30分

から17時15分までの間で受付 

（ ４）  提出先及び問い合わせ先（ 平日８時30分から17時15分まで）  

 〒243-0422 海老名市中新田377 海老名市教育委員会就学支援課 

       電話 046-235-4918 FAX 046-231-0277 

11 受注者選定までのスケジュールについて

（ １） 公募開始  

平成30年７月10日（ 火曜日）  ※海老名市ホームページにて周知 

（ ２） 参加意向申出受付    

平成30年７月10日（ 火曜日） ～平成30年８月10日（ 金曜日） 17時15分必着 

※原則郵送 受付は海老名市教育委員会就学支援課 

 メールを希望される方は、海老名市教育委員会就学支援課までご連絡ください。  

（ ３） 質問受付期間 

平成30年７月10日（ 火曜日） ～平成30年８月３日（ 金曜日） 13時必着  

※ＦＡＸにより受付 

（ ４） 質問への回答  

平成30年８月10日（ 金曜日） までに回答 

※回答は随時海老名市ホームページにて掲載  

（ ５） コンペ（ プレゼンテーション・ ヒアリング）  

   平成30年８月21日（ 火曜日） 午前9時から 各者15分程度 

会場： 海老名市立海老名中学校内会議室 

   予備日 平成30年８月23日（ 木曜日） 午前中 

※海老名中学校にジャージ、体操着の見本を持参してく ださい。

（ ６） 審査結果公表   平成30年８月下旬予定  

（ ７） 契約締結予定日  平成30年８月下旬予定 

12 質問及び回答 ※質疑は１事業者、１回限りとしますので、まとめて質疑をしてく ださい。

質疑書提出 

平成30年７月10日（ 火曜日） ～平成30年８月３日（ 金曜日） 13時必着  

期限までに所定の質疑書によりＦＡＸ又は持参により提出してください。  

※持参の場合は提出期限までの市役所開庁日において、８時30分から17時15分までの間

で受付 

回答は、平成30年８月10日（ 金曜日） までに、海老名市ホームページに掲載します。  

質疑をおこなわない場合は、当該案件に関し、履行内容・ 条件等に異議のないものとみ

なします。 
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13 その他

（ １）  本コンペに関する費用については応募者の負担とする。 

（ ２）  提出された書類は返却しない。  

（ ３）  見込生徒数はあくまでも見込みであり、見込数に達しない場合でも異議なく履行する。  

（ ４）  ジャージ・ 体操着の納入が決定した事業者は期限内に、縫製メーカー、生地メーカー等

との調整を図り、製作・ 納入にあたること。 

（ ５）  提出書類等に虚偽のあることが判明した場合、選定の決定を取り消す場合がある。  

（ ６）  採用されたデザインに関する権利は、海老名中学校に帰属、もしくは譲渡する。  

（ ７）  選定委員に対して直接・ 間接を問わず、故意に接触を求めたり、他の参加者と企画提案

の内容または、その意思について相談を行ったりするなど、コンペの選定結果に影響を及ぼ

すおそれのある不正行為を行った場合は選定対象から除外する。  

（ ８）  旧デザインのジャージ・ 体操着も継続使用することや、保護者の希望により旧デザイン

のジャージ・ 体操着を購入することもできる。  

（ ９）  業務を海老名中学校の書面による事前の承諾なく して、第三者へ委託（ 請負その他これ

に類する行為を含む。） してはならない。  

（ 10）  販売後の製品に関する諸問題及び転入生等に対する製品の準備には誠意をもって対応する

こと。  

（ 11） この要項に定めるもののほか、必要な事項については選考委員会が定める。  
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海老名中学校ジャージ、体操着（ ハーフパンツ） 選定　コンペ審査基準 別紙

評価項目 配点

【 共通事項】

丈夫であるか ①から⑧までの配点

速乾性のものであるか 十分適合している　

②縫製について 丈夫で丁寧であるか 普通である

左胸に「 ＥＢＩ ＮＡ」 の文字が
ついているか

不十分である。

ジャージ（ 上） はかぶりもので
あるか

前開き全開でないか

④配色について
ジャージ（ 上・ 下） は紺色を
ベースとしているか

⑤ネーム刺繍について
ジャージ（ 上） は左上腕部、
ジャージ（ 下） は左腰部にネー
ム刺繍を入れているか

　〇体操着
　（ ハーフパンツ）

⑥ジャージとの整合性
ジャージと同じ生地で、紺色を
ベースとしているか

【 提案内容】

　〇ジャージ
　（ 上・ 下）

⑧提案された仕様

  〇体操着
  （ ハーフパンツ）

⑨独自の提案内容

⑩販売経路 保護者の利便性はどうか

⑪コストパフォーマンス ⑫の配点

⑫販売価格
ジャージ（ 上）

３点

⑫販売価格
ジャージ（ 下）

１点

⑫販売価格
体操着（ ハーフパンツ）

０点

合計

　〇ジャージ
　（ 上・ 下）

審査項目

①生地について

③デザインについて

現行のジャージ、体操着の価格より上

ジャージ（ 上）       4, 500円未満
ジャージ（ 下）       4, 000円未満
体操着（ ﾊー ﾌﾊ゚ ﾝﾂ）    2, 000円未満

ジャージ（ 上）    4, 500円～4, 968円
ジャージ（ 下）    4, 000円～4, 428円
体操着（ ﾊー ﾌﾊ゚ ﾝﾂ） 2, 000円～2, 268円

⑨、⑩、⑪については
加点

最大５点

３点

１点

０点

-
9
-



4, 968円
（ 税込）

現在使用しているジャージ（ 上） 表

-
1
0
-



現在使用しているジャージ（ 上） 裏

-
1
1
-



現在使用しているジャージ（ 下） 表 4, 428円
（ 税込）

-
1
2
-



現在使用している体操着
（ ハーフパンツ） 表

2, 268円
（ 税込）
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現在使用している体操着
（ ハーフパンツ） 裏

※現物の表と裏の色は同じです。

-
1
4
-


