
北海道教育庁学校教育局高校教育課

令和３年（2021年）10月

令和３年度（2021年度）

道立高等学校の制服に関する調査結果報告書



１   目的

２　調査対象

３　調査時点
　　令和３年（2021年）４月１日現在

４　調査項目

５　過去（平成３０年度）の調査結果

　　Ⅰ　制服の規定　　設問２

令和３年度（2021年度）道立高等学校の制服に関する調査

　 各学校の制服に係る規定や着用の実態等について把握するとともに、性的マイノリティの
生徒に対する配慮や、規定等の見直しについて分析・検証することにより、各学校の実情等
に応じた適切な対応となることを目的とする。

　　道立高等学校１９２校（中等教育学校１校を含む）

　・うち性的マイノリティの生徒への配慮を理由としている学校 ２４校（12.8％）
　・女子スラックスの着用可 ９７校（51.9％）
　・制服の指定 １８７校（94.4％）

　　　　　　　　　　　　　    合計３５

　　Ⅱ　制服の指定　　設問４
　　Ⅲ　男子の制服　　設問４
　　Ⅳ　女子の制服　　設問６
　　Ⅴ　制服の広報　　設問２
　　Ⅵ　異装の着用　　設問２
　　Ⅶ　制服の見直し　設問１５



1

※割合算出の母数 192校

学校数 割合 （全学校）

校則で定めている 170校 (88.5%)

別の規定で定めている 13校 (6.8%)

特に定めていない 9校 (4.7%)

2

※割合算出の母数 192校

学校数 割合 （全学校）

公開している 44校 (22.9%)

公開を検討している 119校 (62.0%)

非公開を継続する 29校 (15.1%)

3

※割合算出の母数 192校

学校数 割合 （全学校）

指定している 180校 (93.8%)

指定していない 12校 (6.3%)

4

※割合算出の母数 180校

学校数 割合 （制服を指定している学校）

「男子用」「女子用」など、性別
による区分をしており、単一の組
み合わせの仕様

42校 (23.3%)

「男子用」「女子用」など、性別
による区分をしているが、複数の
組み合わせが可能

132校 (73.3%)

性別による区分はしていない（Ａ
型・Ｂ型・Ｃ型など）

6校 (3.3%)

5

※割合算出の母数 174校

学校数 割合 （制服に男女区分がある学校）

考えている 98校 (56.3%)

考えていない 76校 (43.7%)

6

制服に「男子」「女子」の区分がある場合、性的マイノリティの生徒への配慮等から区分をなくす（記
述をなくす）規定への改正を考えていますか。

回答
高等学校

制服に「男子」「女子」の区分がある場合の（性的マイノリティへの配慮のための）対応を教えてくだ
さい。

・相談や申し出があった場合は個別に対応する。
・女子のスラックス着用を認めている。女子のリボンではなくネクタイの着用を可としている。
・ベストやネクタイなどは男女共通デザインとしている。
・購入時の混乱を避けるためにも、便宜上「男子スラックス」「女子スラックス」と明記しているが、見た目に大きな差はな
く、十分配慮は行えているものと考えている。

制服を指定している場合、その仕様についてどのように区分していますか。

回答
高等学校

制服の指定状況について

制服を指定していますか。

回答
高等学校

制服の規定について

制服の規定を校則で定めていますか。

回答
高等学校

制服の規定を公開していますか。（生徒や保護者などの関係者だけでなく、ホームページなどによる一
般の方に対する公開）

回答
高等学校

○制服を指定していない学校（私服） 12校

岩見沢東 岩見沢西 滝川 札幌西 札幌南 有朋

小樽潮陵 苫小牧東 追分 函館中部 函館水産 旭川東
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7

※割合算出の母数 180校

学校数 割合 （制服を指定している学校）

制服規定や校則等で定め、可とし
ている

16校 (8.9%)

可としていない 164校 (91.1%)

8

※割合算出の母数 16校

学校数 割合 （スカート可としている学校）

女子が着用する制服のスカート 13校 (81.3%)

女子が着用する制服とは別の仕様
（デザイン）のスカート

2校 (12.5%)

男子が着用する制服とは別の仕様
の、女性的なデザイン（ライン）
のスラックス

0校 (0.0%)

その他 4校 (25.0%)

9

※割合算出の母数 16校

学校数 割合 （スカート可としている学校）

性的マイノリティへの配慮 15校 (93.8%)

ファッション 0校 (0.0%)

身体的事情 5校 (31.3%)

その他 0校 (0.0%)

○その他の内容
・個別に対応
・可とするが具体的な対応は検討中
・サイズ等により応相談

「可としている」場合、どのような理由により可としていますか。（複数回答可）

回答
高等学校

○実際の着用実績
　スカート着用を可としている全16校において、着用実績なし

男子が着用する制服について、スカートの着用も可としていますか。

回答
高等学校

「可としている」場合、どのようなものを可としていますか。（複数回答可）

回答
高等学校

男子の制服の着用状況について
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11

※割合算出の母数 180校

学校数 割合 （制服を指定している学校）

制服規定や校則等で定め、可とし
ている

139校 (77.2%)

可としていない 41校 (22.8%)

12

※割合算出の母数 139校

学校数 割合 （スラックス可としている学校）

男子が着用する制服のスラックス 38校 (27.3%)

男子が着用する制服とは別の仕様
の、男性的なデザイン（ライン）
のスラックス

14校 (10.1%)

男子が着用する制服とは別の仕様
の、女性的なデザイン（ライン）
のスラックス

93校 (66.9%)

その他 6校 (4.3%)

「可としている」場合、どのようなものを可としていますか。（複数回答可）

回答
高等学校

○その他の内容
・男性的、女性的なデザインの定義は不明だが、男子が着用するスラックスとは別の仕様のスラックス
・スカート生地を使用したスラックス
・男女同様のスラックス
・販売店で区分がされている
・女子のジャケットに合うスラックス

「可としていない」場合、性的マイノリティへの配慮はどのようにしていますか。

・相談や要望があった場合に個別に検討する　100校
・現在検討中　16校
・今後検討　19校
・平常時は自由服である　1校
・女子の制服の着用を可とする　1校
・制服が着用できない場合の規定で対応　1校
・シャツが男女同系色であること、ベストを選択できるようにしていることで配慮している　1校
・女子用のスラックスの着用を可能とする　1校
・販売時に男女の区分がされているが基本的なデザインは男女ともに同じ仕様である　1校
・男女差のないスラックスの導入で対応する　1校
・スラックス着用で対応する　1校
・要望があれば可能だが、周囲の理解が難しくいじめの懸念もあるため学校として積極的に男子のスカートに触れることはして
いない　1校
・配慮する上で、解決する課題が数多くあり、各分掌との調整も難しいため、配慮はしていない　1校
・配慮、対応していない。問い合わせがない。事例がないので検討していない。　17校
・男性がスカートをはくことは特殊なので、想定していない　1校
・現時点では、社会通念上、男子の性的マイノリティの生徒がスカートを着用することが、彼らへの適切な配慮とは考えていな
い　1校

女子の制服の着用状況について

女子が着用する制服について、スラックスの着用も可としていますか。

回答
高等学校
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※割合算出の母数 139校

学校数 割合 （スラックス可としている学校）

防寒対策 124校 (89.2%)

自転車通学時の安全性 51校 (36.7%)

動きやすさ 77校 (55.4%)

性的マイノリティへの配慮 121校 (87.1%)

ファッション 26校 (18.7%)

身体的事情 83校 (59.7%)

その他 11校 (7.9%)

14

15

※割合算出の母数 139校

学校数 割合 （スラックス可としている学校）

限定的にしている 3校 (2.2%)

限定的にしていない 136校 (97.8%)

16

※割合算出の母数 3校

学校数 割合 （スラックスを限定的にしている学校）

ある 2校 (66.7%)

ない 1校 (33.3%)

・基本制服がスラックスのため、性的マイノリティへの配慮はできている

回答
高等学校

○限定的にしている理由
・儀式時と通常生活とを明確にするため
・原則、スラックスの着用は冬期間の服装としている
・スカートの着用は夏季略装時のみとしている

スラックスの着用を限定的（儀式時はスカート等）にしている場合、性的マイノリティの生徒への配慮
から改める予定はありますか。

回答
高等学校

○その他の内容
・短いスカートを着用させない／足を見られたくない
・部活動（吹奏楽）の際の利便性
・特に理由は求めていない、
・何らかの事情でスカートに抵抗がある

○実際の着用実績
　スラックス着用を可としている全139校において、着用実績1,727人

「可としていない」場合、性的マイノリティへの配慮はどのようにしていますか。

・相談や要望があった場合に個別に検討する　19校
・現在検討中　3校
・今後検討　7校
・次年度からスラックス着用を可としている　4校
・次年度制服に関する見直しを予定　1校
・令和5年度入学生に「ジェンダーレス制服」導入予定。それまでは個別対応　1校
・スラックス導入検討中　3校
・配慮、対応していない。問い合わせがない。事例がないので検討していない　3校

「可としている」場合、スラックスの着用を限定的（儀式時はスカート等）にしていますか。

「可としている」場合、どのような理由により可としていますか。（複数回答可）

回答
高等学校
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※割合算出の母数 139校

学校数 割合 （男子ｽｶｰﾄ・女子ｽﾗｯｸｽ可としている学校）

男子用スラックス・男子用スカー
ト・女子用スカート・女子用ス
ラックスの４パターン

0校 (0.0%)

男子用スラックス・女子用スカー
ト・女子用スラックスの３パター
ン

61校 (43.9%)

男子用スラックス・女子用スカー
トの２パターン

30校 (21.6%)

制服については、特に掲示してい
ない

48校 (34.5%)

18

※割合算出の母数 61校

学校数 割合 （3パターンを掲載している学校）

示している 12校 (19.7%)

示していない 49校 (80.3%)

19

※割合算出の母数 180校

学校数 割合 （制服を指定している学校）

規定がある 119校 (66.1%)

規定がない 61校 (33.9%)

20

学校数 件数

身体的事情 61校 (379件)

経済的事情 1校 (5件)

その他 51校 (991件)
※このほか、「性的マイノリティへの配慮」から「異装」を認めたものがあった

「規定または取扱いがある」場合、年間（Ｒ２年度中）に「異装」を認めた件数を教えてください。
（複数回答可）

回答
高等学校

○その他の内容の件数の内訳
・天候不良時に制服が濡れたまたは汚した　621件
・制服の破損または修繕　93件
・防寒対策　1件
・クリーニング中　201件
・部活動遠征に対応するため　20件
・コロナ対策のためジャージ登校　55件

回答
高等学校

特別な事情による「異装」について

制服の規定以外に特別な事情による「異装」を認める規定または取扱いがありますか。

回答
高等学校

制服の広報

男子のスカート着用、女子のスラックス着用を可としている場合、ホームページや学校案内に、制服の
組み合わせをどのように掲示していますか。

回答
高等学校

男子用スカート、女子用スラックスのいずれかまたは両方掲示している場合、性的マイノリティへの配
慮や防寒対策など、その理由も示していますか。
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※割合算出の母数 180校

学校数 割合 （制服を指定している学校）

見直す
（予定・検討中を含む）

84校 (46.7%)

見直さない 96校 (53.3%)

22

※割合算出の母数 84校

学校数 割合 （令和3年度に見直す予定の学校）

性的マイノリティへの配慮 69校 (82.1%)

デザインの変更 32校 (38.1%)

その他 24校 (28.6%)

23

24

※割合算出の母数 180校

学校数 割合 （制服を指定している学校）

はい 121校 (67.2%)

いいえ 59校 (32.8%)

「はい」の場合の、聞いた方法 「いいえ」の場合の、聞かなかった理由

・アンケート ・記録が残っていないため不明　38校

・当時は必要と考えなかったため　2校
・特に不都合・不満や意見があがっていないため　4校

現行制服の選定の際に、生徒の意見を聞きましたか。

回答
高等学校

・コンペ
・試着
・生徒会による意見聴取
・地域の中学生からの意見聴取

・デザイン変更ではなかったため　2校
・大きな変更ではなかったため　1校
・スラックスの導入だったため　1校
・経済的な配慮だったため　1校

・詳細不明 ・職員主導で決定したため　2校
・新設・統合時に開設準備委員会等が制定したため　6校
・長年の伝統を重んじて踏襲しているため　1校
・正装・略装を選択可であり生徒に十分配慮していると判
断したため　1校

○その他の内容
・制服規定の運用方針
・暑さ対策、防寒対策
・価格の見直し
・制服の着用の自由化
・ナチュラルビズスタイルの導入検討

令和３年度中に制服を見直す場合で、「男子のスカート着用」・「女子のスラックス着用」・「異装の
件数」・「令和３年度中の制服の規定の見直し」の理由で「性的マイノリティへの配慮」を選択してい
ない場合、性的マイノリティの生徒への配慮はしないのでしょうか。

・相談や要望があった場合に個別に検討する　6校
・根底に性的マイノリティへの配慮も視野に入れた見直しである　1校
・女子のスラックスについては性的マイノリティへの配慮だけではなく防寒等の目的のために選択できるようにしている　1校
・令和3年度1年次から新しい制服としており、性的マイノリティへの対応をしている。入学希望の生徒へも説明している。男子
スカートは認めていない　1校
・現在検討中　1校
・現在のところ男子スカートの着用については配慮していない　1校

回答
高等学校

※「見直さない」は、直近に見直しをしている場合や
　女子スラックスの着用を可としている等を含む

令和３年度中に制服の規定を見直す場合、その理由を教えてください。（複数回答可）

回答
高等学校

制服の見直し等について

令和３年度中に制服の規定を見直しますか。
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※割合算出の母数 180校

学校数 割合 （制服を指定している学校）

はい 108校 (60.0%)

いいえ 72校 (40.0%)

「はい」の場合の、聞いた方法 「いいえ」の場合の、聞かなかった理由

・アンケート ・記録が残っていないため不明　45校

・学校祭展示

26

※割合算出の母数 180校

学校数 割合 （制服を指定している学校）

はい 105校 (58.3%)

いいえ 75校 (41.7%)

「はい」の場合の、聞いた方法 「いいえ」の場合の、聞かなかった理由

・学校評議委員会での意見聴取 ・記録が残っていないため不明

・ＰＴＡ各種会議、保護者説明会、学校説明会 ・デザイン変更ではなかったため

・同窓会役員会 ・職員主導で決定したため

・学校祭展示 ・必要性がなかったため

27

※割合算出の母数 96校

学校数 割合 （令和3年度に見直さない予定の学校）

見直す
（予定・検討中を含む）

41校 (42.7%)

見直さない 55校 (57.3%)

回答
高等学校

○「見直さない」と回答した55校のうち、
　・直近の年度で見直し済みの学校　　　　　　17校
　・女子スラックスの着用を可としている学校　16校
　・見直す予定のない学校　　　　　　　　　　22校　（今後検討　5校、個別対応　14校、募集停止・統廃合　3校）

・職員主導で決定したため　2校
・新設・統合時に開設準備委員会等が制定したため　6校
・長年の伝統を重んじて踏襲しているため　1校
・正装・略装を選択可であり生徒に十分配慮していると判
断したため　1校
・生徒の意見を重視したため　3校
・学校として新しい制服のイメージをすでにもっていたた
め　1校

・当時は必要と考えなかったため　3校
・時間的余裕がなかったため　1校
・これまで保護者からの相談事例や要望がないため　5校

現行制服の選定の際に、第三者（評議員、ＣＳ委員、ＰＴＡ、町内会等）の意見を聞きましたか。

回答
高等学校

令和４年度以降に制服の規定を見直しますか。

現行制服の選定の際に、保護者の意見を聞きましたか。

回答
高等学校

・ＰＴＡ各種会議
・保護者説明会
・学校説明会

・デザイン変更ではなかったため　2校
・大きな変更ではなかったため　1校
・経済的な配慮だったため　1校
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※割合算出の母数 41校

学校数 割合 （令和4年度以降に見直す予定の学校）

性的マイノリティへの配慮 35校 (85.4%)

デザインの変更 14校 (34.1%)

その他 8校 (19.5%)

29

30

※割合算出の母数 125校

学校数 割合 （見直す予定の学校）

ジェンダーレス制服（性差を感じ
させないデザイン）の導入

55校 (44.0%)

男子スカートの導入 22校 (17.6%)

女子スラックスの導入 35校 (28.0%)

制服の種類の変更（セーラーから
ブレザーへの変更等）

18校 (14.4%)

デザインの変更 51校 (40.8%)

制服の廃止 13校 (10.4%)

男女の区分をなくす 1校 (0.8%)

その他 44校 (35.2%)

令和３年度中または令和４年度以降に制服を見直す場合、具体的な見直しの内容を教えてください。
（複数回答可）

回答
高等学校

○その他の内容
・未定または検討中
・規定及び運用の見直し
・本人の希望に対応する
・女子の略装
・生地や価格
・夏季略装（ポロシャツの着用）
・暑さ対策やコロナ対策の観点から洗濯のしやすいもの
・ネクタイとリボンの選択制
・ＴＰＯに合わせた制服の着用自由化
・女子ブラウスを廃止し男女ともにカッターシャツに変更
・ナチュラルビズスタイルの導入検討
・男女のワイシャツの色を白に統一

○その他の内容
・規定及び運用の見直し
・指定カーディガンやネクタイとリボンの選択制について
・価格、素材等の見直し
・新たに配慮が必要な状況になり得ると判断した場合、そのことについて検討

令和４年度以降に制服を見直す場合で、「男子のスカート着用」・「女子のスラックス着用」・「異装
の件数」・「令和４年度以降の制服の規定の見直し」の理由で「性的マイノリティへの配慮」を選択し
なかった場合、性的マイノリティの生徒への配慮はしないのでしょうか。

・相談や要望があった場合に個別に検討する　4校

令和４年度以降に制服の規定を見直す場合、その理由を教えてください。（複数回答可）

回答
高等学校
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31

※割合算出の母数 125校

学校数 割合 （見直す予定の学校）

はい 125校 (100.0%)

いいえ 0校 (0.0%)

「はい」の場合の、聞く方法

・アンケート

・生徒会役員等からの意見集約

32

※割合算出の母数 125校

学校数 割合 （見直す予定の学校）

はい 125校 (100.0%)

いいえ 0校 (0.0%)

「はい」の場合の、聞く方法

33

※割合算出の母数 125校

学校数 割合 （見直す予定の学校）

はい 125校 (100.0%)

いいえ 0校 (0.0%)

「はい」の場合の、聞く方法

・学校評議委員会での意見聴取

・ＰＴＡ各種会議、保護者説明会、学校説明会

・同窓会役員会

・アンケート

・市町村教育委員会との意見交換

34

35

○今後、制服の規定を見直さない学校　55校
・すでに配慮済みであるため　16校
・相談や申し出があった場合には個別に対応するため　35校
・性的マイノリティの生徒については、着用したい制服を選択できるよう配慮する　1校
・現行の制服で、できる限り対応していく予定　1校
・検討中　1校
・現生徒に必要な生徒がいなくＲ５．３閉校のため配慮については考えていない　1校

回答
高等学校

今後、制服の規定を見直さない場合、その理由を教えてください。

○今後、制服の規定を見直さない学校　55校
・最近見直しを行ったため　15校
・統廃合等が決まっているため　3校
・現状で、地域や生徒・保護者からの要望がないため　7校
・現行の制服が好評であり、見直しの必要性がないため　2校
・現行の制服は性差もなく、冬期間の健康管理などの観点から適していると思われ、不満も出ていないため　1校
・現行の制服で対応可能（対応できている）　5校
・相談や申し出があった場合には個別に対応する（している）ため　8校
・長く続く伝統的な制服であり、事情がある場合は個別に対応するため　1校
・特に見直す理由や必要性がない　13校

今後、制服の規定を見直さない場合、性的マイノリティの生徒への配慮はしないのでしょうか。

・見本展示
・試着

今後、制服を見直す場合、保護者の意見を聞きますか。

回答
高等学校

・アンケート
・ＰＴＡ各種会議
・保護者説明会
・学校説明会
・各種文書等

今後、制服を見直す場合、第三者（評議員、ＣＳ委員、ＰＴＡ、町内会等）の意見を聞きますか。

今後、制服を見直す場合、生徒の意見を聞きますか。

回答
高等学校
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① 性別の区分がない学校の特徴

■ 分 析

設問４にて制服に性別による区分をしていないと回答した学校６校の特徴

学校 間口 市町村
私学
学区

男女
比率

男子
ｽｶｰﾄ

女子
ｽﾗｯｸｽ

異装
規定

ＣＳ
導入

Ａ校 １ 市 なし 男子 ○ ○ ○

Ｂ校 ２ 町 あり 女子 ○ ○ ○

Ｃ校 ７ 市 あり 女子 ○ ○ ○

Ｄ校 １ 町 あり 男子 ○ ○ ○

Ｅ校 １ 町 あり 男子 ○ ○

Ｆ校 １ 町 なし 女子 ○ ○ ○ ○

合計 100% 100% 66.7% 33.3%

全道 9% 77% 66.1% 12.5%

意見聴取の相手方 現行の規定 今後の見直し時

生 徒 ５校 ３校(100%)

保護者 ５校 ３校(100%)

第三者(評議員等) ５校 ３校(100%)

※「現行の規定」の残り１校は記録不明 ※６校全て普通科

② 性別の区分をなくすことを考えていない学校の対応

設問５にて制服に性別による区分をなくすことを考えていないと回答した学校

考えていない

７６校

女子ｽﾗｯｸｽ可

６５校
残り１１校

今後検討４

個別対応７
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④ 制服の規定を見直さないと回答した学校の対応

③ 女子スラックスがない学校の対応

設問１１にて女子スラックス着用可としていないと回答した学校４１校の対応

対応区分 学校数

今後導入検討 ２０校(48.8%)

個別に対応 １８校(43.9%)

特になし ３校( 7.3%)

本年度見直し・個別対応 Ｒ４以降見直し・配慮有 本年度見直し・配慮有

３校の今後

設問２１・２７にて規定の見直しをしないと回答した学校５５校の対応

対応区分 学校数

直近の年度で見直し済み １７校(30.9%)

今後検討 ５校( 9.1%)

個別対応 １２校(21.8%)

募集停止・統廃合 ３校( 5.5%)

特に問題なし １８校(32.7%)

女子スラックス着用可 １６校

女子スラックス着用不可 ２校

２校の今後

個別対応
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⑤ 制服を掲示していない学校の対応

設問１７にて学校案内等で掲示していないと回答した学校４８校の対応

スラックス着用可の理由 全道平均 ４８校

防寒対策 89.2% 85.4%

通学時の安全性 36.7% 22.9%

動きやすさ 55.4% 39.6%

ファッション 18.7% 6.3%

身体的事情 59.7% 50.0%

その他 7.9% 2.1%

性的マイノリティへの配慮 87.1% 89.6%

女子スラックス 全道の41.7% 異装届による着用 全道の50.0%

４８校の性的マイノリティの生徒の着用実績

４８校のうち、制服の規定を見直さないと回答した１９校の対応

個別対応１１ 今後検討３ 実施済５

実際に性的マイノリティの生徒が在籍していたり、配慮のために着用を認めている
ことから、制服の実態を公開せずに慎重に対応している結果となった。
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学校数 配慮している学校の割合

☆設問１３女子スラックスの着用で性的マイノリティへの配慮を理由としている学校の増加状況
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⑥ 私服の学校

設問３にて制服を指定していない学校 １２校

主な区分 学校数

戦前に創立された学校 １０校(83.3%)

前身が女子高校以外の学校 １０校(83.3%)

コミュニティ・スクール未導入の学校 １１校(91.7%)

⑦ 性別の区分をなくすことを検討している学校の割合が高い学校

⑧ 男子のスカート着用を認めている学校１６校の状況

主な区分 学校数

全道平均 ９８校(56.3%)

８間口の学校 ７校(77.8%)

主な区分 学校数

町村部にある学校 １２校(75.0%)

前身が女子高校以外の学校 １４校(87.5%)

普通科高校 １３校(81.3%)

戦後に創立された学校 １２校(75.0%)

⑨ 女子のスラックス着用を認めている学校１３９校の状況

主な区分 学校数

前身が女子高校の学校 ３１校( 88.6%)

コミュニティ・スクール導入の学校 ２０校( 87.0%)

３間口の学校 １８校( 90.0%)

８間口の学校 ６校( 66.7%)

空知北・檜山・上川北・ｵﾎｰﾂｸ東・十勝 ３６校(100.0%)
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⑩ 性的マイノリティの生徒への配慮等を掲示している学校

設問１８にて理由を示している割合の高い学校

主な区分 学校数

全道平均 １２校(19.7%)

町村部にある学校 ６校(25.0%)

⑪ 異装の規定がある学校

⑫ 令和２年度に異装を認めた件数の状況

主な区分 学校数

全道平均 １１９校(66.1%)

女子生徒の割合の方が高い学校 ５９校(70.2%)

７間口の学校 １４校(87.5%)

主な区分 １校当たりの件数

全道平均（異装を認めた学校119校） １７．８件

職業学科を設置している学校 ２３．０件

コミュニティ・スクール導入校 ２１．３件

前身が女子高校の学校 ３．２件

設問１９にて異装を認めている割合の高い学校

制服の規定で女子のスラックス着用可の割合が高い区分（前身が女子高校）では異
装の実績は少なくなる結果となった。
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⑬ 現行の制服選定時の意見聴取の状況

設問２４～２６にて意見を聞いている学校

意見の相手方 全道平均 私立未設置学区 ８間口校

生徒 67.2% 74.5% 44.4%

保護者 60.0% 68.1% 22.2%

第三者（学校評議員等） 58.3% 63.8% 33.3%

⑭ 制服の見直し内容（予定）

⑮ 今後の制服選定時の意見聴取の予定状況

主な区分 全道平均 私立未設置学区 ３間口校 前身女子校

ジェンダーレス制服 55校(44.0%) 16校(50.0%) 9校(64.3%) 16校(69.6%)

男子スカート 22校(17.6%) 8校(25.0%) 5校(35.7%) 22校(21.7%)

女子スラックス 35校(28.0%) 7校(21.9%) 6校(42.9%) 35校(21.7%)

制服の廃止 13校(10.4%) 4校(13.2%) 2校(14.3%) 13校(13.0%)

設問３０にて今後の制服の見直し内容の状況

設問３１～３３にて意見を聞くことを予定している学校

意見の相手方 全道平均 町村部校 戦前創立校 前身女子校

生徒 88.8% 95.2% 97.4% 100.0%

保護者 88.0% 93.5% 94.9% 95.7%

第三者（学校評議員等） 87.2% 91.9% 97.4% 100.0%
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