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第 １ 回 

開 催 日 時 平成 29 年 8月 29 日(火) 午後 6 時 30 分～８時０5 分 

開 催 場 所 上高田小学校 ランチルーム 

出席者 

委 員 

関田光延、川野辺次男、樋口勇、梅原裕之、磯貝依史真、

須田麗和、齋藤竜、小野寺麗、井上政行、久保功、小野

武、濱本敏典、大杉俊男、須藤江理、小池隆一、杉渕尚、

幅健司、谷岡省三、板垣淑子、石原千鶴 

（敬称略、順不同） 

その他 教育長、次長 

事務局  学校再編担当、子ども教育施設担当 

会 議 次 第 

【議事】 

１ 上高田小学校・新井小学校統合委員会の運営について 

２ 学校統合委員会の検討スケジュールと開催予定について 

３ 統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について 

４ 統合新校のあり方について 

５ その他 

 

第 1回 上高田小学校・新井小学校統合委員会  会 議 要 旨  

１ 開 会 

（１）委嘱状交付（田辺教育長より各委員へ委嘱状を交付） 

（２）教育長・次長あいさつ 

（３）委員紹介（自己紹介） 

（４）事務局紹介 

（５）委員長・副委員長の選出 

    「学校統合委員会の設置に関する要綱」第 6 条第 2項に基づき、委員の互選により選出 

・委 員 長  関田光延（上高田北町会） 

・副委員長  濱本敏典（青少年育成新井地区委員会） 

 （６）中野区立小中学校再編計画（第 2 次）の概要の説明 

２ 議 事 

議事（１）上高田小学校・新井小学校統合委員会の運営について 

委員長 

 それでは議事に入る。議事（１）「上高田小学校・新井小学校統合委員会の運営について」事

務局の説明を求める。 

事務局 

委員会を運営していくにあたり、事前に決めておく必要があると思われる事項について、過去

上高田小学校・新井小学校統合委員会 要 点 記 録 
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の統合委員会の運営方法を参考に事務局案を取りまとめている。これについて、確認いただきた

い。 

 

■「上高田小学校・新井小学校統合委員会の運営について（案）」を事務局より説明 

（概要） 

１ 定足数 

 統合委員会には、定足数を設けない。ただし、所掌事項の結果の取りまとめにあたっては、

委員数の半数以上の委員が出席しなければならない。 

 

２ 傍 聴 

 委員会は、これを原則公開とする。ただし、委員会の開催場所の関係から、傍聴を希望する

者がいる場合には、会議の前に傍聴の申し出を受け、委員長が委員会に諮って傍聴の可否を決

定する。また、会議途中に傍聴の申し出があった場合も同様の扱いとする。 

 なお、傍聴できない者及び禁止行為については、下記のとおりとする。 

 （傍聴できない者） 

  （１）他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者 

  （２）酒気を帯びていると認められる者 

  （３）異様な服装をしている者 

  （４）ビラ、プラカード、旗の類を所持している者 

  （５）上記のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者 

 （禁止行為） 

  （１）会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と賛否を表

明すること。 

  （２）騒ぎ立てる等議事を妨害すること。 

  （３）はち巻、腕章の類をする等示威的行為をすること。 

  （４）飲食をすること。 

  （５）みだりに席をはなれること。 

  （６）上記のほか、秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。 

 

３ 委員の欠席にともなう代理出席 

 統合委員会の委員は、個人に対して委嘱しているため、委員の都合により欠席する場合の代

理出席は認めない。ただし、意見があるときは、あらかじめ文書などで事前に申し出ることが

できる。 

 

４ 会議録 

 会議録は、要点筆記・発言者無記名として事務局で作成し、中野区教育委員会ホームページ

と区役所５階教育委員会事務局（学校再編担当）で公開する。なお、教育委員会事務局では配

付資料も公開する。 

 

５ 活動の広報 

 統合委員会の開催状況等を、必要に応じて「統合委員会ニュース」として取りまとめ、以下

の方法により広報する。 

  （１）学校を通じ、両校の保護者へ配付 

  （２）関係町会・自治会に回覧を依頼（別途依頼予定） 

   ・上高田地域（４町会） 

     上高田東町会、上高田北町会、上高田隣人協力会、上高田二丁目町会 

   ・新井地域（３町会） 
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     新井東町会、新井北町会、新井中町会 

   ・沼袋地域（１町会） 

     沼袋町会 

   ・江古田地域（１町会） 

     松が丘片山町会 

  （３）統合新校の通学区域内にある保育園を通じ、園児の保護者へ配付 

   ・保育園（３園） 

     なかのさくらさく保育園、あけぼの保育園、中野りとるぱんぷきんず 

  （４）関係区民活動センター（上高田、新井）で窓口配布 

  （５）中野区教育委員会ホームページに掲載 

  なお、第 1回のニュースに委員の名簿を掲載する。 

 

６ その他 

 統合委員会の運営にあたり、特に定めがない事項や疑義が生じた場合は、その都度委員会で

協議して定める。 

 

委員長 

 今説明のあった「上高田小学校・新井小学校統合委員会の運営について（案）」に、意見等あ

るか。なければ「上高田小学校・新井小学校統合委員会の運営について」は、案のとおりという

ことでよろしいか。 

―異議なしー 

 

議事（２）学校統合委員会の検討スケジュールと開催予定について 

委員長 

 次に、議事（２）「学校統合委員会の検討スケジュールと開催予定について」事務局の説明を

求める。 

 

■「上高田小学校・新井小学校統合委員会開催スケジュール（案）」を事務局より説明 

（概要） 

（平成２９年度） 

○第１回（平成２９年８月２９日） 

・委員委嘱、委員長・副委員長の選出 

・統合委員会の運営について 

・統合新校のあり方について 

・中野区立小中学校施設整備計画について 

・統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について 

○第２回（１０月上旬頃） 

・統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について  

○第３回（１１月中旬頃） 

・統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について  

○第４回（平成３０年２月下旬頃） 

・統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について 

・統合時の校舎（上高田小学校）の改修工事について 

・校名の選定方法について  

（平成３０年度） 

○第５回（５月頃） 

・統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について 
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・校名の検討について  

○第６回（７月頃） 

・校名の検討について       

○第７回（９月頃） 

・校名の検討について       

○第８回（１２月頃） 

・校名の意見とりまとめ 

・統合新校の新校舎の基本設計について 

・校歌・校章の検討方法について  

○第９回（平成３１年２月頃） 

・校歌・校章の検討について 

・学校指定品について（中間報告） 

・統合時の校舎（上高田小学校）の改修工事について  

（平成３１年度） 

○第１０回（５月頃） 

・統合新校の校章について 

・通学路について（中間報告）  

○第１１回（７月頃） 

・統合新校の校章について 

・学校指定品の選定結果について       

○第１２回（１０月頃） 

・校章の協議結果とりまとめ  

・校旗の制作について      

○第１３回（平成３２年２月頃） 

・統合新校の新校舎について 

・校歌・校旗について 

・学校指定品について 

・通学路について 

・全体のまとめ  

※回数については、協議の進捗状況に応じて増減します 

※適宜、統合新校のあり方及び校舎等の施設について協議します 

 

委員長 

 今説明のあった「上高田小学校・新井小学校統合委員会開催スケジュール（案）」について、

何か意見等あるか。特に修正意見がない場合、事務局案のとおりとしたいが、よろしいか。 

―異議なしー 

 

議事（３）統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について 

委員長 

 次に、議事（３）「統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について」事務局の説明を求める。 

事務局 

統合新校の新校舎基本構想・基本計画については、現在策定作業を進めている。次回の統合委

員会で、基本コンセプトや改築計画等を示し、意見を頂戴したい。 

それでは、資料「中野区立小中学校施設整備計画」をご覧いただきたい。教育委員会は、平成

26年度に、これからの学校施設整備の考え方を示した施設整備計画を策定した。学校の整備は、

この計画に沿って進めていく。 

資料５ページ「４.これからの学校施設整備」をご覧いただきたい。学校施設整備の基本的な考
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え方として、多様な学習に対応できる環境を整備するとともに、スポーツ活動の推進や地域活動

の拠点、さらには災害時の避難所としての機能を果たす施設として、多機能・高機能な学校施設

の整備を進めていきたいと考えている。 

次に、10ページをご覧いただきたい。学校規模については、施設構成の基準を定めており、こ

の基準に則って学校整備を進めていく。 

 続いて、統合委員会にて協議する事項等について説明する。 

 

■資料「統合新校改築基本構想・基本計画策定にあたり、統合委員会にて協議する事項等につい

て（予定）」を事務局より説明 

（概要） 

 「基本構想・基本計画」に盛り

込まれる主な内容 
協議方法 協議時期 取りまとめ方法 

１ 計画地周辺に関する状況 ― ― ― 

２ 
統合新校校舎等整備の基本的

な考え方（コンセプト） 

区の提案内容を

協議 

１０月～

11月 

協議内容を踏まえ、区が提

案内容を修正 

３ 全体施設計画 

区の提案内容を

協議 

（校舎、校庭の配

置案等） 

１０月～

11月 

意見書 

（統合委員会から教育委

員会へ） 

４ 工事計画 ― ― ― 

 

※ 基本構想・基本計画の検討にあたっては、児童・教職員・保護者・地域の方を対象に、「現在

の学校の良いところ、改善すべきところ、今後の学校に望むこと」などについて、アンケートを

実施します。 

 

事務局 

次に、基本構想・基本計画策定スケジュールについて説明する。 

 

■「平成２９年度 基本構想・基本計画策定スケジュール（案）」を事務局より説明 

（概要） 

基本構想・基本計画策定支援業務委託契約（７月） 

 

   第１回 学校統合委員会（８月２９日） 

基本構想・基本計画策定スケジュールの説明 

    〇基本構想・基本計画（案）策定に伴う今後の統合委員会の協議について（確認） 

    〇アンケート説明 

 

   第２回 学校統合委員会（１０月上旬） 

    新校改築の考え方の説明、配置案の提示 

    〇統合新校校舎等整備の基本的な考え方について（計画コンセプト等） 

    〇配置案に関する協議（１回目） 

    〇アンケートの回収 

  

   第３回 学校統合委員会（１１月中旬） 
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    前回までの統合委員会における意見を提示 

    〇配置案に関する協議（２回目） 

    〇アンケート結果の報告 

〇新校施設に関する意見の取りまとめ 

     →取りまとめた意見を教育委員会へ報告 

     

基本構想・基本計画（案）議会報告（平成３０年１月） 

基本構想・基本計画（案）区民との意見交換会（２月中旬）･･･区報で開催を周知 

 

   第４回 学校統合委員会（２月下旬） 

    基本構想・基本計画（案）等について報告 

 

 

基本構想・基本計画 策定（３月末） 

 

事務局 

続いて、アンケートの実施について説明する。 

 

■資料「統合新校校舎等整備基本構想・基本計画の検討にあたり実施するアンケートについて」

を事務局より説明 

（概要） 

１ アンケート実施期間（原則） 

平成２９年９月４日～２９年９月２２日（３週間） 

 

２ 実施対象者 

児童（４～６学年）、教職員、保護者（全保護者）、地域住民（各学校統合委員会委員の推

薦する地域住民） 

 

３ 実施方法 

 実施対象者への 

アンケート用紙の配布・回収 

学校統合委員会委員への 

アンケート用紙の受渡し・引取り 

児童 学校統合委員会委員（学校） 

中野区（子ども教育施設担当） 

教職員 学校統合委員会委員（学校） 

保護者 学校統合委員会委員（学校） 

地域住民 
学校統合委員会委員 

（町会・自治会推薦、校長推薦、公募） 

※児童（４～６学年）、教職員、保護者（全保護者）には、各校の校長・副校長である学校統合

委員会委員（学校）がアンケート用紙の配布と回収を行う。（アンケート用紙を交換便で配布） 

※地域住民には、町会関係者、学校評議員、乳幼児の保護者等である学校統合委員会委員（町会・

自治会推薦、校長推薦、公募）がアンケート用紙の配布と回収を行う。 

 

４ 回収したアンケートの提出方法 

各統合委員が回収したアンケート用紙は、まとめて次回（１０月上旬開催予定）の学校統合

委員会の場で中野区（子ども教育施設担当）に提出する。 

 

５ アンケートの集計結果 
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次々回以降の学校統合委員会で報告する予定。 

 

◎資料「児童アンケート（４年生・５年生・６年生）【上高田小学校】」（概要） 

●質問① 新しい学校にあったら【特にいいな】と思うことは何ですか。あてはまるものを３つ

まで選んで○をつけてください。 

１．たくさんの本やコンピュータなどで学べる部屋  ６．広い校庭や体育館 

２．先生とお話、相談ができる、教室以外の部屋 ７．楽しい遊具 

３．休み時間にみんなとすごせる教室以外の場所 ８．みどりがたくさんある場所 

４．きれいで明るいトイレ ９．生き物がいる場所（池（ビオトープ）・飼育小屋） 

５．きれいで明るい玄関（昇降口） １０．その他 

 

●質問② 校舎、校庭などについて、「特に気に入っている」という場所には○、「特に気に入

っていない（変えてほしい）」という場所には×をつけてください。（それぞれ３つま

で） 

１．教室  ２．音楽室 ３．家庭科室 ４．図工室 ５．視聴覚室 

６．保健室 ７．印刷室 ８．放送室 ９．ランチルーム １０．理科室 

１１．算数少人数教

室 

１２．郷土学習室

（お宝学習室） 

１３．コンピュ

ータルーム 

１４．生活科ルー

ム 

１５．児童会室 

１６．教育相談室 １７．図書室 １８．第二図書

室 

１９．通級指導学

級（かみたかだ） 

２０．プレイルー

ム 

２１．特別支援教室

（みつばちルーム） 

２２．上小ルーム ２３．体育館 ２４．プール ２５．トイレ 

２６．玄関 ２７．廊下 ２８．校庭 ２９．その他  

 

●質問③ 質問②で選んだ場所について、具体的な理由があれば教えてください。                                               

●質問④ 校舎、校庭、学校の周りにおいて、新しい学校に残してほしい場所やものがあれば教

えてください。                                   

●質問⑤ その他、新しい学校を作るにあたり、考えたことや思いついたことがあればご自由に

お書きください。 

 

◎資料「児童アンケート（４年生・５年生・６年生）【新井小学校】」（概要） 

●質問①、●質問③～●質問⑤（上高田小学校のアンケートと同じ） 

 

●質問② 校舎、校庭などについて、「特に気に入っている」という場所には○、「特に気に入

っていない（変えてほしい）」という場所には×をつけてください。（それぞれ３つま

で） 

１．教室 ２．図工室 ３．印刷室 ４．教育相談室 ５．放送室 

６．保健室 ７．理科室 ８．家庭科室 ９．コンピュータ

室 

１０．学習室 

１１．図書館 １２．音楽室 １３．和室 １４．ミツバチル

ーム 

１５．多目的室 

１６．特別支援学

級（こだま学級） 

１７．あらい学童

クラブ 

１８．体育館 １９．プール ２０．トイレ 

２１．玄関 ２２．廊下 ２３．校庭 ２４．その他  

 

◎資料「【教職員用】新校舎建築にあたってのアンケート」（概要） 

●質問① あなたの勤務校について教えてください。（該当校に○） 

・上高田小学校 ・新井小学校  
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●質問② 新しく建築する学校において、特に大切であると思う項目を５つまで選び、○をつけ

てください。 

 １．きめ細やかな指導や多様な学習形態に対応できる柔軟性のある部屋やスペース 

 ２．児童がのびのびと主体的に学べる部屋やスペース 

 ３．児童が自由に交流するための工夫や自由に交流できる部屋やスペース 

 ４．ゆとりのある快適で健康的な学校施設 

 ５．屋内運動場やプール、校庭など運動施設の充実 

 ６．読書や学習に集中しやすい静かな学校図書館の整備 

 ７．校舎における情報ネットワークの整備 

 ８．防災性・防犯性など、児童の安全面への配慮 

 ９．日本の伝統文化に親しむ、または作法を身に付けられる部屋やスペース 

 １０．学校、地域の歴史・風土・伝統を継承していく工夫 

 １１．教職員の方々が交流（共用利用）、休憩できる部屋やスペース 

 １２．地域の避難所としての機能（防災設備、備蓄倉庫など） 

 １３．近隣の景観に配慮し、地域特性にあわせた特色ある学校施設 

 １４．広く地域の方々や区民が利用できる地域の核となる機能 

 １５．近隣施設との積極的な連携 

 １６．ＰＴＡや地域の方々、ボランティアの方々が活動できる部屋やスペース 

 １７．環境への配慮（芝生、ビオトープ、屋上や壁面の緑化、太陽光発電など）が 

ある学校施設 

 １８．その他（                          ） 

 

●質問③ 質問②でお選びいただいた項目について、具体的なご意見があればお書きください。 

●質問④ 本校の特色（他校と違う点、良いところ、誇れるところ、あるいは、残したいところ） 

についてお書きください。 

●質問⑤ 本校の校舎内、校庭、敷地周辺において、「ここは良い、気に入っている」または「こ

こは困る、ぜひ改善すべき」という場所やものがあればお書きください。 

●質問⑥ 本校の校舎内、校庭、敷地周辺において、新しい学校に残してほしい場所やものがあ

ればお書きください。 

●質問⑦ 新しい学校には、児童の学習空間及び生活空間としてどのようなものが特に必要だと

お考えでしょうか？ご意見がございましたらお書きください。 

●質問⑧ 新しい学校において、屋内運動場、校庭以外で地域開放してほしい部屋やスペースが

ありましたらお書きください。また、地域開放するにあたり留意点がありましたらお書

きください。 

●質問⑨ その他、新しく建築する学校についてのご意見がございましたら、ご自由にお書きく

ださい。 

 

◎資料「【保護者用】新校舎建築にあたってのアンケート」 

「【地域住民用】新校舎建築にあたってのアンケート」 

（概要） 

●質問① あなたが関係する学校について教えてください。 

・上高田小学校 ・新井小学校  

●質問②～●質問⑨（【教職員用】と同じ） 

 

事務局 

説明は以上である。 

委員長 

 今の説明について、意見等あるか。 
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委員 

 アンケートは、区のホームページ等、電子上で用意はしないのか。紙媒体より、メール等で周

知した方が、回答が集まると思う。 

事務局 

 上高田・新井という狭い地域での話なので、ホームページへの掲載等は考えていない。 

委員 

 基本構想・基本計画策定支援業務委託契約について、７月で済んでいるということだが、契約

先業者の、学校施設建築の実績はあるのか。 

事務局 

 この業者は中野区との契約は初めてだが、他区等では、学校施設建築の実績がある。 

委員 

 基本構想という根幹部分まで業者に委託して、問題はないのか。 

事務局 

 区の基本的な方針は、中野区立小中学校施設整備計画に示している。業者には、これを順守し

た上で、基本構想を策定してもらうので、問題ない。 

委員長 

 他に意見等あるか。なければ次に進む。 

 

議事（４）統合新校のあり方について 

委員長 

 議事（４）「統合新校のあり方について」、協議する。統合新校にどのような学校になってほし

いかということも、統合委員会で話し合っていく。今回は、第１回なので両校の特色について紹

介してもらい、相互理解を深めたい。まずは、上高田小学校からお願いする。 

委員 

 学校要覧を参照いただきたい。４月、新１年生２７名を迎え、全校児童は１８０名、特別支援

教室拠点校としてのかみたかだ学級は３９名で、平成２９年度がスタートした。夏季休業明けの

９月１日は、１８３名を予定している。 

教育目標は、「元気な子、考える子、仲良くする子」であり、知・徳・体のバランスのとれた教

育活動を推進する。学校経営の理念として、「上高田の大地とともに」と、「学校は地域とともに

子どものためにある」の２つを掲げている。 

昨年１１月には、開校９０周年記念式典を挙行した。「上高田の大地とともに」は、８０周年・

９０周年の記念誌のタイトルである。子どもたちの健やかな成長のために、地域や家庭からたく

さんのご支援をいただいている。先日、８月２６日の土曜日には、上小フェステを行い、総勢 453

名の方が来校した。多くの方々の支援のお蔭で続いている行事である。 

特別支援教育では、中野区立小学校第３ブロックの拠点校としての特性を生かして、中野区教

育委員会学校教育向上事業における研究指定校を受けている。「通常の学級における特別支援教

育」を研究主題として校内研究に取り組み、平成３０年度に研究発表を予定している。 

教育目標達成のための基本方針や行事予定等の、教育の個々の内容については、平成 32 年度

をスムーズに迎えられるように、今後新井小学校と十分に連携を図っていく。以上である。 

委員長 

 次に、新井小学校の紹介をお願いする。 

委員 

今年度の児童数は、９月には全校 423 名でスタートする。また、本校は特別支援学級のこだ

ま学級があり、29 名が在籍している。この人数は、特別支援学級としては区内最多であり、他

区と比べても多い。本学級が保護者からの信頼を集めている証拠だと思う。 

本校の教育目標は、「よく考える子、思いやりのある子、元気な子、きまりを守る子」の４つだ

が、今年度は特に「思いやりのある子」を重視している。人との関わりと、人への思いやりを大
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事にするという考えは、歴代の学校経営で脈々と受け継がれてきた。この教育目標実現のために、

日々教育活動に取り組んでいる。そして、来年度には、開校 80 周年を迎える。地域、保護者、

同窓会など皆で一緒に 80 周年を祝いたい。 

また、来たる 12 月 15 日に、学校教育向上事業の、研究指定校算数科研究発表会がある。こ

れは、区の学校の代表として、一つのテーマに沿って研究をして、研究結果を内外に発表するも

のである。各校の教育レベルの向上を目的に開催されている。本校は、算数をテーマにしている。

但し、ただ計算ができるということではなく、考える力、つまり問題解決能力の向上を目指し、

少し先進的な教育をしていきたい。 

次に、本校の特徴的な教育活動について、二つ紹介したい。まず一つ目だが、伝統として、５、

６年生全員参加の鼓笛の活動がある。地域で交通安全のパレードをし、また、学校行事の中にも

取り入れて大事にしている。音楽に親しむとともに、全員で力を合わせて一つのことをなし遂げ

る経験になる。二つ目は、登校班である。時代の潮流で少なくなっている集団登校だが、本校で

は残存している。交通安全を確保するとともに、地域で子どもたちを見守るベースとして大切な

活動であると考えている。 

歴史や伝統も大事にしつつ、新しいことに挑戦できる学校を目指して、教職員で力を合わせて

いる。今後は、統合がスムーズにいくように、しっかりと取り組んでいく所存である。 

 

議事（５）その他 

委員長 

本日予定していた議題は以上で終了であるが、各委員から意見等はあるか。 

委員 

 統合委員会で使用する資料について、事務局へ要望がある。限られた時間で資料に目を通すの

は大変なので、フローチャート等を使って視覚的に情報が入る資料を作ってほしい。 

事務局 

反映できるところは反映していく。 

委員長 

強調したい部分を太字やゴシック体にする等の工夫は可能かもしれない。他に意見・質問等あ

るか。 

委員 

広報活動について質問がある。町会、自治会に対する広報としては、回覧を依頼するというこ

とだが、町会掲示板を活用する予定はないのか。 

事務局 

基本は、町会長に町会ごとの回覧部数を送付して、回覧を依頼している。例外として、校名や

校章、校歌の歌詞を公募する場合は、区の掲示板に掲示している。だが、もし町会掲示板を利用

させてもらえるのであれば、その分の枚数を用意する。 

委員 

現在、町会の加入者は、全世帯の６割程度である。回覧は会員以外には回らないという性質上、

町会会員以外の人の目に入る町会掲示板を活用するのは、広報方法として有効であると思う。 

委員 

裏表がある掲示物の場合は２枚用意してもらったり、サイズは場所を取らない A４サイズにし

たりする等の工夫をしていただけると良い。 

事務局 

では、校名・校章・校歌の歌詞などを公募する場合には、区の掲示板だけではなく、町会の掲

示板にも掲示して周知していく。   

委員長 

 他に意見等あるか。なければ次回の開催日程を報告する。 

次回は 10 月６日金曜日午後６時 30 分、新井小学校で開催する。本日の統合委員会はこれで終
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了する。 


