
 

第九中学校、中央中学校統合の考え方にかかる説明会の実施状況について 

 

 

○ 開催日時；平成１９年９月９日(日) 午前１０時～ 

○ 場  所；区役所 ７階第１０会議室 

○ 参加人数；１９人 

（左側が区民等の意見・質問、右側が教育委員会の回答） 

【統合新校の施設に関するもの】 

１ 体育館やプールを校舎と一体化して、もっ

と校庭を広くできないか。 

統合新校の校地は、現在の中央中学校の校

地の南側に 0.28ha 拡張される。体育館や

プールの校舎との一体化は、全体の建築計

画の中で考えていくことになるが、できる

限り校庭の広さを確保できるようしてい

きたい。 

２ 校舎改築の基本設計に、生徒の意見が反映

されるのか。 

生徒から意見を聞くことは考えていない。

ただし、保護者や地域の方などから意見を

聞き、基本設計に反映していきたい。 

３ 統合新校には、現在の第九中学校のプール

のような地域開放型のプールはできるの

か。 

建築計画を検討する中で、考えていきた

い。 

４ 再編計画では、現在の中央中学校とは別の

場所に校舎を建設することになっていた

と思うが、なぜ、変更されたのか。 

再編計画策定時には、現在の中央中学校を

運営しながら、別の場所に校舎を建設する

ことを考えていた。しかし、その後示され

た国の土地処分方針に基づき検討した結

果、現在の中央中学校の位置が最も学校用

地として適した場所と判断した。 

 

【仮校舎に関するもの】 

１ 平成 24 年度に第九中学校の位置で統合す

るとのことだが、校舎を改築するのか。 

校舎を改築するのではなく、現在の第九中

学校の校舎を統合前の夏休み期間中に改

修し、統合新校の仮校舎として使用する。

 

【指定校変更に関するもの】 

１ 第十中学校へ通学区域が変更となる区域

に居住する生徒が、第三中学校へ通学を希

望する場合、第三中学校への通学は可能

か。 

学校再編や通学距離による指定校変更は

認められないが、第三中学校への指定校変

更は基準に基づき、個別に判断することに

なる。 

１ 



【円滑な再編に関するもの】 

１ 統合時の在校生には、標準服を区で支給し

てもらえるか。 

来年度開校する緑野中学校は標準服を指

定し、統合時の在校生には区が支給するこ

ととしているので、統合新校が標準服を指

定した場合には、同様の取り扱いになると

考えている。 

２ 統合前に両校のクラブ活動を統合し、競技

大会へ合同で参加することや統合前に通

学していない学校のクラブ活動に参加す

ることはできるか。 

統合前にクラブ活動を統合することやク

ラブ活動に参加することは難しいが、部員

数の関係から合同チームで大会に参加す

ることや統合前に両校のクラブが交流す

ることは可能であると考えている。 

 

 

○ 開催日時；平成１９年９月１０日(月) 午後３時～ 

○ 場  所；中央中学校 体育館 

○ 参加人数；２５人 

（左側が区民等の意見・質問、右側が教育委員会の回答） 

【統合新校の施設に関するもの】 

１ 「中野駅周辺まちづくりグランドデザイ

ン Ver.1.0」が変更になり、新校舎建築に

影響することはないか。 

「中野駅周辺まちづくりグランドデザイ

ン Ver.1.0」に基づき、中野駅周辺まちづ

くりが進められているので、統合新校の新

校舎の建築についても、同様に進める。 

２ 新校舎は、周りをビルで囲まれるようにな

り、教育環境が心配である。 

南側に位置する国施設の概要がまだ決ま

っていないが、中野駅周辺まちづくりガイ

ドラインで、病院や中学校に対する日影等

の影響に配慮するとされており、統合新校

の新校舎は教育環境に十分配慮して建築

計画を進めたい。 

 

【円滑な再編に関するもの】 

１ 環七通り周辺の地域から第九中学校の仮

校舎までの通学距離は、中央中学校までの

通学距離の倍近くになり、通学に不安があ

る。また、自転車通学を認めることはある

のか。 

通学距離が長くなる地域もあるが、徒歩で

通学できる範囲だと考えており、通学の安

全対策には万全を期したい。なお、自転車

通学については、安全対策や駐輪場の確保

などの課題があり、現時点では認めること

は難しい。 

２ 第九中学校、中央中学校のそれぞれの学校

の特色を持った生徒が、統合することにな

るが、その対応は考えているか。 

円滑な統合ができるよう、両校が統合の 2

年前から交流事業などに取り組めるよう

必要な支援をしていく。 

 

 

２ 



【再編計画に関するもの】 

１ 再編計画では平成 23 年度中に新校舎が完

成するとあったが、時期が遅れるのか。ま

た、このことによって中・後期の再編は遅

れるということか。 

統合の時期は再編計画どおりであるが、校

舎改築中の仮校舎を確保する必要がある

ため、新校舎の完成が 2年遅れることにな

った。 

中・後期の再編については、平成 20 年度

を目途に計画を改定し、校舎の位置や時期

を定めることになっており、再編が遅れる

とは考えていない。 

２ 今年度、野方小学校の 3・4 年生は、第六

中学校（仮校舎）で卒業を迎え、中学校の

卒業を第九中学校（仮校舎）で迎えること

になる。同じ学年が 2回も仮校舎に通うこ

とがないよう、再編の時期を調整できなか

ったのか。 

小規模化の著しい学校の再編を進めるこ

とから、いずれも再編の対象とした。第九

中学校・中央中学校の校舎については、国

の土地処分計画が明らかになったことに

ともない、第九中学校を仮校舎とせざるを

得なくなったためであり、ご理解をいただ

きたい。 

 

 

○ 開催日時；平成１９年９月１０日(月) 午後７時～ 

○ 場  所；桃園地域センター 洋室 

○ 参加人数；１６人 

（左側が区民等の意見・質問、右側が教育委員会の回答） 

【統合新校の施設に関するもの】 

１ 警察大学校等跡地の当初示された計画で

は、統合新校へは南側の公園からも出入り

できるようになっていたが、早稲田通りか

らのみの出入りとなるのか。 

統合新校は現在の中央中学校の校舎とほ

ぼ同じ位置に建築する予定だが、今後、歩

行者通路等の整備状況をみながら、南側か

らも安全に通学できるよう配慮していく。

２ 「中野駅周辺まちづくりグランドデザイ

ン Ver.1.0」はいつ決定されたのか。統合

新校をこの位置とすることにどのような

メリットがあるのか。日当たりのことを考

えても学校に良い環境とはいえない。 

「中野駅周辺まちづくりグランドデザイ

ン Ver.1.0」は昨年 12 月に拠点まちづく

り担当が策定したものである。統合新校の

校地は、現在の中央中学校の校地の南側に

0.28ha 拡張され、今よりも広い校庭を確

保できると考えている。 

３ 統合新校の校地を南側に寄せ、公園と向か

い合わせにする方が学校環境にとっては

良いはずだ。教育委員会はあきらめず南側

に寄せるよう働きかけるべきだ。 

区では国の土地処分方針を受け、「中野駅

周 辺 ま ち づ く り グ ラ ン ド デ ザ イ ン

Ver.1.0」を策定した。これに基づき新校

校舎の改築を進めていくが、まちづくりの

中でできる限り教育環境に配慮していく。

 

３ 



【指定校変更に関するもの】 

１ 第十中学校へ通学区域が変更となる区域

に居住している子どもは、統合前に第十中

学校に通学することができるか。 

第十中学校へ通学区域が変更となる区域

に住んでいる子どもは、再編計画に伴う特

例として、統合前の平成 22 年度から第十

中学校へ指定校変更を認める。 

２ 中央中学校の通学区域に居住し、23 年度

入学予定の子どもは、入学時点から第九中

学校へ通学することが可能か。 

再編計画に伴う指定校変更の取り扱いに

より、指定校変更により第九中学校への通

学は可能である。 

 

【再編計画に関するもの】 

１ 第十中学校へ通学区域が変更となる区域

の子どもは、環六を越えて通学することと

なり危険だ。 

通学区域の変更は、計画策定時に様々な協

議を重ね総合的に判断し、決定したもので

ある。通学時の安全対策は万全の措置を検

討していきたい。 

２ 第九中学校周辺の地域は、文化・芸術、ス

ポーツ活動の拠点としていくようだが、第

九中学校の位置が統合新校とならないの

か。 

第九中学校の位置は、統合新校の通学区域

外であり、統合新校の校地は、現在の中央

中学校の校地の南側に 0.28ha 拡張した位

置とした。 

３ 現在の中央中学校、第九中学校、第十中学

校の生徒数はどのくらいか。 

19 年 4 月時点で中央中学校 274 人、第九

中学校 248 人、第十中学校 96 人となって

いる。 

４ 第十中学校の18年度の新入生は20人を割

った。人数だけで考えれば第十中学校を再

編すべきではないのか。 

小規模化の著しい学校の再編を、前期は進

めることとした。第十中学校については、

中・後期の再編計画で第三中学校・第五中

学校と統合し、2校の統合新校を設置する

ことにしており、平成 20 年度を目途に統

合新校の校舎の位置や時期を定める。 

５ 適正規模の学校にして、どのようなメリッ

トがあるのか。 

集団の活動を通して、多様な子ども同士の

ふれあいや友人関係がつくれ、少人数指導

や選択教科にも対応した学校のスタッフ

が充足し、すべての子どもが自分の関心や

意欲に応じた発展的な学習をすることが

できるようになると考えている。 

６ 今年度、野方小学校の 3・4 年生は、小学

校と中学校で統合を経験することになる。

統合を 2 回経験することがないよう配慮

がないのか。 

再編計画の策定時にさまざま議論し、小規

模化の著しい学校の再編を優先して進め

るため、いずれも再編の対象とした。 

 

 

４ 



○ 開催日時；平成１９年９月１２日(水) 午後５時～ 

○ 場  所；第九中学校 体育館 

○ 参加人数；１９人 

（左側が区民等の意見・質問、右側が教育委員会の回答） 

【統合新校の施設に関するもの】 

１ 統合新校の南側の国施設の用地に国家公

務員宿舎が建設されると、統合新校が日影

になることが懸念される。学校が南側にあ

れば、第九中学校の通学区域から通学する

生徒の距離も少しは短くなり、事故防止に

もつながると思うがどうか。 

現時点では、国施設が未確定であり、統合

新校は現在の中央中学校の校舎とほぼ同

じ位置に建築する予定だが、まちづくりに

ついては、できる限り教育環境に配慮して

いくよう関係部署と協議していく。また、

今後、歩行者通路等の整備状況をみなが

ら、南側からも安全に通学できるよう配慮

していきたい。 

２ 学校再編に伴う施設整備は、ほとんどが既

存校舎の改修だが、この統合新校は改築と

なるので、子どもたちが学ぶ、より良い環

境整備をすることが教育委員会の大きな

使命だと思う。 

子どもたちの教育環境に配慮し、また、統

合新校が地域のコミュニティの核となる

よう、施設建設を進めていきたい。 

 

【円滑な再編に関するもの】 

１ 中学校の 3年間は短く、統合により生活環

境が変わるので、教育活動に支障がないよ

うお願いしたい。 

円滑な再編ができるよう、両校が統合の 2

年前から交流事業などに取り組めるよう

必要な支援をしていく。また、統合後もス

クールカウンセラーの配置や教員の加配

など、生徒の心のケアと充実した教育活動

が行えるよう取り組んでいきたい。 

２ 標準服や体操着などは、第十中学校に通学

区域が変更される地域に居住する生徒が、

第三中学校に指定校変更した場合などに

も支給されるよう配慮して欲しい。 

指定校に通学することが原則であり、標準

服や体操着などの支給については、新校の

円滑な運営に資するため実施するもので

あり、第三中学校へ指定校変更する生徒に

支給することは難しいと考えている。 

 

【再編計画に関するもの】 

１ 統合新校の統合時の生徒数は何人くらい

と推計しているのか。また、新校舎移転時

はどうか。 

第十中学校に通学区域が変更になる地域

の生徒数を除き、統合時 412 人、新校舎移

転時は 415 人と推計している。 

５ 



【統合委員会に関するもの】 

１ 地域の統合委員会委員は、どのように選ば

れるのか。 

統合新校の通学区域に関係する町会・自治

会から推薦をしていただくことになる。 

２ 統合委員会委員は、団体推薦などによりい

つも同じような方がなっているが、新しく

引っ越してきた新住民なども入れるべき

ではないか。 

学校は地域の施設であり、地域に支えられ

ているものである。統合新校は地域の方に

これからも見守っていただかなければな

らない。また、統合委員は、条件はあるが

公募も行っている。 

３ 統合委員会では、中学生や地域の方の意見

も聞いて欲しい。 

これまでに設置された統合委員会では、検

討の過程で関係する学校の子どもや地域

の方などに意見を聞いている。地域の幅広

い意見が吸い上げられるよう統合委員会

を運営していきたい。 

 

６ 


