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１－１－１ 教育委員会運営

教育委員会は、政治的中立を確保し、地域の実情に合った教育行政を行うことを目的として設置された行

政委員会であり、教育長及び４人の委員をもって組織される合議制の執行機関である。（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第３条）

教育長は、区長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、

区長が、議会の同意を得て、任命する。任期は３年で、常勤である。教育委員会の会務を総理し、教育委

員会を代表する。（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条・第５条・第 11条・第 13条）

委員は、区長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののう

ちから、区長が、議会の同意を得て、任命する。任期は４年で、非常勤である。（地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条・第５条・第 12条）

１－１ 子ども教育管理
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教育委員会の会議は、原則として毎週金曜日に定例会を、緊急に会議に付すべき事案が生じた場合等に臨

時会を開会している。（中野区教育委員会会議規則第２条）

このうち、昼間区役所で行っている教育委員会を傍聴することが難しい方のために、午後７時から「夜の

教育委員会」を開会している。

さらに、身近な地域でも教育委員会を傍聴できるように、区立学校等で「地域での教育委員会」を開会し、

区民に開かれた教育委員会運営を進めている。
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※令和２年度及び令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とした。
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毎年、小学校、中学校、幼稚園等を訪問し、実際の授業や保育、学校や園全体の様子を見ることで、

学校や園の現状を把握する機会としている。

毎年、小学校の児童及び中学校の生徒と教育長・教育委員とが直接対話する機会を設け、児童・生徒との

意見交換を通して、学校生活における児童・生徒の意識や考え方を聞き、今後の教育行政を考える機会とし

ている。児童・生徒が、普段の学校での生活で考えていることや感じていることを発表することで、小・中

学生としての心情や考え方を理解し、児童・生徒の意見や要望を教育長・教育委員に伝える機会となるよう

にしている。

園長・校長と教育長・教育委員とが直接意見交換することで、学校が必要としていることや感じて

いることを聞き、また、教育委員会の考え方を伝えることで、互いの意思疎通を図り、より良い教育

環境をつくる機会としている。
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教育委員会の会議は公開を原則としている（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第７項）。

教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書により教育委員会に申請し、傍聴券の交付を受けな

ければならない（中野区教育委員会傍聴規則第２条）。傍聴の申請は、会議の当日、区役所５階（地域での教

育委員会など、会議の開会場所が区役所以外の場合は、当該会場）で受け付けている。

区の教育・文化の振興、発展に関し功労のあったものや、大会・行事等で優秀な成績を収めたものを表彰し

ている。

（根拠法規）中野区教育委員会表彰規則、中野区教育委員会表彰事務取扱規程、中野区教育委員会表彰基準

※令和元年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰式は中止とした。

※令和２年度は、受賞者が一堂に会した表彰式は行わず、教育長より賞状を個別配布した。
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１－１－２ 部・事務局の調整

子育て中の保護者やこれから出産を迎える区民が必要な情報を入手し、適切なサービスを選択できるように

するとともに、子育て・子育ちを社会全体で支援していくという意識の醸成を図るため、部内研修等による職

員の人材育成のほか、様々な調査の部全体としての取りまとめなどを行っている。

平成 23年度に子育て支援施策、教育施策とに分かれていた組織・執行体制を一本化し、出産前から成人す

るまでの子育て支援・教育施策を一体的・総合的に実現できる執行体制を構築した。

子ども・教育政策課 子ども・教育政策課長

子ども政策担当課長

庶務係長、企画財政係長、子ども計画担当係長、

子どもシステム調整係長、子ども政策調整係長、

保育園・幼稚園課 保育園・幼稚園課長

保育施設利用調整担当課長

幼児施設整備担当課長

幼児施策調整係長、区立保育園係長、私立施設給付係長、

運営支援係長、幼稚園・認可外保育係長、

教育・保育支給認定係長、保育入園係長、保育システム係長、

保育企画調整係長、認可・指導検査係長

保育園長

子ども教育部長 子ども教育施設課 子ども教育施設課長

子ども教育施設保全係長

子ども家庭支援担当部長 子育て支援課 子育て支援課長

管理運営係長、子育てサービス係長、児童手当係長、

子ども医療助成係長

育成活動推進課 育成活動推進課長

地域子ども施設調整係長、若者活動支援係長、

地域子ども施設計画担当係長、

ふれあいの家館長、児童館長、キッズ・プラザ所長

子ども・若者相談課 子ども・若者相談課長

庶務係長、総合相談係長

児童福祉課 児童相談所長

児童相談所副所長

一時保護所長

管理係長、企画調整係長、医療連携担当係長、相談係長、

支援第一係長、支援第二係長、心理係長

一時保護係長、保護児童支援担当係長
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教育委員会事務局は、教育長の指揮監督のもと、教育委員会の権限に属する全ての事務を処理している。

子ども・教育政策課 子ども・教育政策課長

学校再編・地域連携担当課長

子ども政策担当課長

庶務係長、教育委員会係長、企画財政係長、子ども計画担当係長、

図書館運用支援係長、学校再編・地域連携係長、

教育長 次長 子ども政策調整係長

指導室 指導室長

参事（子ども家庭支援担当） 教育センター所長

統括指導主事、指導主事、教育事業係長、教職員係長

学校教育課 学校教育課長

学校経営支援係長、教育情報システム担当係長、学事係長、

学校健康推進係長、体験学習係長、特別支援教育係長

保育園・幼稚園課 保育園・幼稚園課長

幼児施策調整係長、幼稚園・認可外保育係長

子ども教育施設課 子ども教育施設課長

子ども教育施設保全係長、子ども教育施設整備係長
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※社会教育事務及び文化財保護事業（含む埋蔵文化財）は除く。

平成 23年度より、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23条の規定に基づき、中野区教育に関する

事務の職務権限の特例に関する条例を制定し、教育に関する事務のうち、スポーツに関すること（学校におけ

る体育に関することを除く。）及び文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）は、区長が管理し、

及び執行することとした。

（根拠法規）地方教育行政の組織及び運営に関する法律

中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

中野区教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務については、地方自治法第180条の７の規

定に基づき、中野区長の補助機関の職員に補助執行させている。（令和４年４月１日現在）

(１) 転入・転居に伴う学齢児童・生徒の転入学通知に関する事務

(２) 区立幼稚園に関する事務の一部（経理に関する事務、施設の維持保全に関する事務、幼児の就園等に

関する事務、就園の奨励に関する事務、保健衛生に関する事務及び一時預かり事業の利用に関する事務）

(３) 文化財の保護に関する事務

(４) 社会教育に関する事務（図書館に関する事務を除く。）

(５) 教育財産の管理に関する事務のうち次に掲げるもの

ア 区長が管理し、及び執行する区立学校施設の開放事業の実施に伴う当該施設の使用許可に関すること。

イ 区立学校施設の目的外使用許可に関すること。

ウ 弥生復元住居に関すること。

（根拠法規）中野区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
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教育委員会事務局の一般職員の配置は下表のとおり。

（単位：人）

※教育長・管理職・統括指導主事を除き、再任用職員を含む。

( )の数値は、都費負担指導主事の数（外数）

教育行政上の事件・事故、健康被害を未然に防止するとともに、事件・事故、健康被害などが発生した場合、

被害を最小限に止めるため、危機管理対策の最高責任者（教育長）、リスク管理責任者（教育委員会事務局次

長、参事（子ども家庭支援担当））、リスク管理者（課長・担当課長・各小中学校長）を定めるとともに、事案

が発生した場合、総合的な対策を講ずるため、教育委員会危機管理対策会議を設置することとしている。また、

危機管理の対象とする事案が発生した場合の行動や対応などを示した教育委員会危機管理マニュアルを策定

している。

（根拠法規）教育委員会危機管理対策基本指針

事故見舞金は、区の行政運営に関連して発生した事故により負傷(疾病を含む)又は死亡した者に対して支給

するものである。

（根拠法規）中野区事故見舞金支給要綱

教育委員会における事故報告及び事故見舞金の取扱いについて(19中教教第 1268号次長通知)

中野区教育委員会の後援名義は、団体（主催者）が、主に中野区内の小・中学校の児童・生徒を対象として、

学校教育の向上や子育て世代への支援に寄与する事業を行う場合に、その使用を承認している。

（根拠法規）中野区教育委員会後援名義の使用承認に関する基準
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２ 必要書類

申請書、事業計画書、予算書、団体の規約及び役員名簿等

中野区児童相談所一時保護所（以下、「一時保護所」という。）に入所している子どもの権利擁護や一時保護

所の質の向上のため、入所している子どもの相談や意見を聴き、児童相談所長や一時保護所長等に対して報告

等を行う第三者委員を設置した。

◆委員構成 弁護士、主任児童委員 合計２名

１－１－３ 部・事務局の広報

子育てに関する情報や教育行政を身近に感じてもらうため、子ども教育部及び教育委員会事務局では独自に

広報活動を行うほか、なかの区報などを活用し、各種の事業案内を積極的に行っている。

子ども・教育政策課が定期的に発行している刊行物等は次のとおり。

教育委員会事務局及び子ども教育部の事業並びに業務概要、学校紹介、施設概要等をまとめた行政資料とし

て発行している。

・年１回発行 180部 Ａ４判

教育施策の紹介や区民意見の収集など、教育委員会の最新情報を、インターネットを通して提供している。

平成 26年 12月にホームページのリニューアルを行った。

学校行事や教育委員会の活動を動画とともに紹介し（動画提供：ジェイコム東京 中野局）、平成 29年度よ

り教育委員会資料（非公開資料は除く）の掲載も開始した。

・ＵＲＬ https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kyoiku/

国は、国民の間に児童福祉の理念や制度の周知を図り、国民の児童福祉に対する理解と認識を深めることを

ねらいとして、こどもの日から１週間を児童福祉週間と定めている。

中野区では、この趣旨に沿って、同時期にキャンペーン事業を実施している。

(事業実績）

①日時 令和３年５月１日～５月 31日

②場所 区立保育園、児童館、キッズ・プラザ等

③内容 「ひとりじゃない みんなで子育て」

１ 教育委員会傍聴者意見聴取

教育委員会では、開催の都度傍聴者意見用紙により、傍聴者から教育に関する意見・要望等を聴いている。
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教育委員会では、地域での教育委員会や夜の教育委員会において、特にテーマを設定して協議をする場合、

当該テーマに関して傍聴者発言の時間を設けて、傍聴者の意見・要望等を聴いている。

教育委員会ホームページへの投稿、インターネットメール、郵便等により、広く教育に関する意見・要望等

を聴いている。

１－１－４ 私学事務

学校教育法及び私立学校法に基づく専修学校及び各種学校の設置、廃止及び設置者変更等の許認可、校長及

び学校の名称、位置又は学則変更の届出受理等の事務を行っている。

令和４年５月１日現在、中野区内に存する専修学校 18校、各種学校は１校。

＊詳細は資料編の「８ 私立専修学校・各種学校」のとおり。

この事務は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により、特別区が処理することとされて

いる。

（単位：件）

（根拠法規）学校教育法、学校教育法施行令、私立学校法、私立学校法の施行のための東京都規則

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等

を定める規則

１－１－５ 児童福祉審議会

令和４年４月の児童相談所設置に伴い、区長の附属機関として中野区児童福祉審議会を設置した。

◆所掌事項

①児童の措置、被措置児童等虐待に関する事項、保育所の設置の認可に関する事項、児童福祉施設の設備

及び運営に関する事項等

②里親の認定に関する事項

③幼保連携型認定こども園の設置の認可に関する事項等

④その他、区長が必要と認める事項

◆部会の構成 子どもの権利擁護部会、里親認定部会、保育部会

◆任期 令和４年４月１日～令和６年３月 31日

◆委員構成 学識経験者、弁護士、医師、会計士、児童福祉施設関係者 合計 13名

（根拠法規）児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

中野区児童福祉審議会条例
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２－１－１ 企画・財政

令和４年度子ども教育費予算は 454億 6,702万 1千円、区の一般会計に子ども教育費予算が占める割合は

28.8％になる。前年度と比較すると、97億 8,674万 7千円、17.7％の減となっている。

令和４年度は、子育て先進区の実現に向け、子どもの貧困対策の推進、児童相談所の設置、幼児教育・保

育の質と量の確保、子育て支援の充実を図っている。学校教育では、不登校等の教育相談体制の充実、指導

者用デジタル教科書の導入や授業配信用端末配備などのＩＣＴ推進、学校再編に伴う校舎改修工事、新築工

事、学校施設の計画的な改修などにより教育環境の向上を図っている。

（単位：千円）

※令和４年度予算科目の見直しを実施

教育基本法に基づく中野区の「教育振興基本計画」として、平成 29年５月に策定した。「中野区教育ビジ

ョン」に掲げる教育理念と目指す人物像を基本としながら、教育理念を実現するための５つの視点と７つの

目標を定め、目標ごとに、現状と課題を明らかにし、10年間（平成 29年度～令和８年度：計画期間）を見

通した教育の取組の方向性を示している。また、概ね５年を目途に、その間の教育を巡る状況の変化や、事

業の実施状況を踏まえ必要な改定を行うこととしており、令和４年度は、改定を予定している教育大綱と整

合性を図りながら改定に向けた準備を進めていく。

２－１ 企画財政
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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の

管理及び執行の状況について、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用した点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表している。

平成 30年度より、区の行政評価とは別に教育委員会独自で実施しており、効果的な教育行政の一層の推進

を図るとともに区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推進する。

（令和３年度実績） 外部評価委員 学識経験者 ３名

外部評価委員会実施回数 ４回

子ども・子育て支援法第 61条に基づく事業計画のみでなく、次世代育成支援対策推進法第８条第１項に定

める「次世代育成支援行動計画」及び厚生労働省通知に基づく「母子保健計画」として位置付け、中野区の

子どもと子育て家庭の総合的な計画として、平成 27年度から令和元年度までの５年間を第１期、令和２年度

から令和６年度を第２期として策定した。

計画では、幼稚園や保育施設、利用者支援事業、学童クラブなどの事業について、現在の利用状況や今後

の利用希望などを踏まえた需要見込みと確保策を定め、これに基づき計画的なサービス提供を図っていく。

◆役割

（１）子ども・子育て支援法第 77条第１項各号に掲げる事務を処理すること

計画の策定及び変更、教育・保育施設等の利用定員の設定に関する意見聴取

（２）その他区長が必要と認める事項について意見を述べること

◆任期（第四期） 令和元年 11月 12日～令和３年 11月 11日

（第五期） 令和３年 12月 22日～令和５年 12月 21日

◆会議の構成・開催実績

第五期委員構成

① 子ども・子育て施策に関して識見を有する者 ４名

② 幼稚園、保育施設等の関係者 ３名

③ 幼稚園、保育施設等を利用する子どもの保護者 ２名

④ 地域関係者 ３名

⑤ 公募区民 ３名 計 15名
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２－１－２ 学校経理

学校の管理的な経費のうち、全校統一して処理したほうが効率的な経費、高額備品など計画的に整備

する経費について、企画財政係で執行している。

新校舎に移転する中野東中学校、令和小学校の初度調弁を行った。

基本的に学校が執行する経費

学校、学級、児童・生徒数を基準に積み上げた金額を学校運営経費として枠配分を行い、各学校で予算

編成を行っている。

２－１－３ 幼稚園経理

幼稚園に係る経費のうち、教材・教具の購入経費等幼稚園運営にかかる経費について執行している。

（１）幼稚園教材備品、消耗品の購入

（２）印刷経費、コピー機のリース

（３）遠足の入園料の支払い等
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３－１－１ 子育て支援情報基盤整備

区役所および４か所のすこやか福祉センターで展開する窓口対応、ケースワーク及び事業情報を一元管理

し､子どもと子育て家庭の個別の状況に応じた総合的で適切な相談対応及びサービス提供を実現するための

子育て相談支援システムを運用する。また、情報システムの導入により、子育て支援と保健福祉相談支援を

融合し､生涯にわたる総合的､継続的な相談支援体制を整備する｡

１ システム対象事業

・ケース管理システム 児童家庭一般相談管理、要保護児童相談管理（養育支援、発達相談）、

児童虐待ケース管理

・子育てサービスシステム 短期特例保育、一時保育、休日保育、病児・病後児保育、年末保育、

トワイライトステイ、子どもショートステイ

・児童手当システム 児童手当、児童育成手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当

・医療費助成システム 子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、母子保健医療費助成

２ システム利用拠点

子育て支援課 30台、児童福祉課 20台、子ども・教育政策課２台、障害福祉課１台、学校教育課１台、

保育園・幼稚園課１台、中部すこやか福祉センター４台、北部すこやか福祉センター４台、南部すこやか

福祉センター４台、鷺宮すこやか福祉センター３台（端末機台数は令和４年５月１日現在）

３－１－２ 母子保健システム運用

４か所のすこやか福祉センターで実施する母子保健業務、乳幼児健康診査及び関連業務について、妊産婦

やその子どもに対し、安心して妊娠・出産・育児ができるよう、関係機関で情報を共有し、それぞれの

状況に応じた総合的な出産・育児サービスを提供するための母子保健・乳幼児健診システムを運用する。

また令和４年度から、小児慢性特定疾病医療費助成事業が東京都から事務移管されたことに伴い、母子保健・

乳幼児健診システムに同事業を運用する機能を新たに追加している。

１ システム対象業務

・母子保健システム 妊娠届、妊産婦健康診査、妊娠・出産・子育てトータルケア事業等

・乳幼児健診システム 乳幼児健康診査、心理経過観察指導、子育て相談情報記録等

・小児慢性システム 小児慢性特定疾病医療費助成

２ システム利用拠点

子育て支援課５台、児童福祉課１台、子ども・教育政策課１台、中部すこやか福祉センター16台、北部

すこやか福祉センター16 台、南部すこやか福祉センター16 台、鷺宮すこやか福祉センター16台（端末機

台数は令和４年５月１日現在）

３－１ 子どもシステム調整
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４－１－１ 図書館の企画管理

令和４年４月現在、中央図書館と地域図書館６館及び中央図書館分室３室（ライブラリー）を配置しており、

読書や調査研究に必要な資料情報の収集など、多様なサービスの提供をしている。

また、令和４年度は中央図書館に予約図書を窓口カウンターを通さずに受取貸出ができる設備、予約棚を設

置し、利用者の利便性等の向上につなげていく。

平成 29年に策定した子供読書活動推進計画（第３次）について、計画期間が令和３年度までであること、

新たな図書館の開設、読書バリアフリー法の制定など、読書環境を取り巻く状況に変化があったことを踏まえ、

第４次計画を策定することとした。策定に向け、意見交換会等を実施し、広範な意見の募集を集約し、令和４

年度に策定予定。中野区の子どもたちがより楽しく、より多くの本を読めるよう、的確に計画の推進を図って

いく。

４－１－２ 指定管理者運営

区立図書館の管理運営体制として、民間事業者の柔軟な企業経営力を最大限に活用できる指定管理者制度を

平成 25年４月から導入し、開館日・開館時間の増、図書資料・レファレンスサービスの充実を図るなど利用

者満足度の高い図書館サービスの提供と、効率的な管理運営に努めている。

区立図書館の所蔵資料は、図書館システムで一元管理され、利用者が希望する図書館で利用できるようにな

っている。

（単位：冊）

（単位：点）

登録要件は、中野区在住、在勤、在学の者及び隣接区（練馬区、豊島区、新宿区、渋谷区、杉並区）に在住

する者（館内閲覧は登録不要）。登録の有効期間は２年間。

４－１ 図書館運用支援
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個人が借りられる資料は、図書 15冊（内、視聴覚資料は５点まで。）以内。貸出期間は２週間。

（単位：点）

調べもの等に対して資料情報を案内や調査。

（単位：件）

図書館ホームページにより、蔵書検索、予約、貸出・予約状況の確認、ｅ－レファレンス（図書館ホーム

ページでのレファレンスサービス）等のサービスを提供している。また、全館に利用料無料のＷｉ－Ｆｉ環

境を整備している。

利用者の自宅又は職場に区指定宅配業者が資料を届けるサービス（利用者負担：１配送810円から）。

区立図書館で除籍した資料を、区民や教育関連施設に提供している。

令和３年度は、区民に対し、一般図書、児童図書、雑誌を合わせて計108,973冊の資料を提供した。また、

区立小・中学校と教育関連施設に対し、児童図書7,359冊、紙芝居823冊を提供した。

※本町・東中野図書館の閉館に伴うリサイクルで52,061冊の資料を提供した。
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図書館ホームページで、デジタル化した地域資料や行政資料を閲覧できるサービス。行政資料、歴史民俗資

料館資料等 462点（令和３年度末現在）が閲覧可能。

令和４年３月末現在、カセットテープ：481タイトル（2,642巻）、デイジー図書（ＣＤ-ＲＯＭ）：708タイ

トル（708巻）を所蔵。

また、「サピエ」（全国視聴覚障害者情報提供施設協会）が提供する録音図書（約70,000タイトル）を、携

帯プレーヤー、ＣＤ、ＳＤカード等にダウンロードして貸し出すサービスも実施。

資料（８タイトル）や、全国の図書館から借り受けて点字資料を貸し出しするサービス。

図書館に出向くことが困難な人（登録要件あり）に、図書館員が図書及びＣＤ等を自宅まで無料で配送。

令和３年度の配送回数は466回。

図書等をボランティアが対面で朗読して聞かせるサービスを、図書館（中央・野方・江古田・上高田・

中野東）の対面朗読室で行っている。１回２時間で令和３年度登録者は16人。

令和２年 10月から、０歳児を対象に親子のふれあい、読み聞かせの大切さをアピールするブックスタート

事業を開始。各図書館で月１回 おはなし会を開催しブックスタートパック（絵本２冊、パンフレット１冊、

トートバッグ）を配布。３年度実績は 1,175セット配布。

区内の小・中学校と連携し、小学生を対象とした学校訪問（本を紹介するブックトーク）と図書館見学会、

中学生を対象とした職場体験学習の受入れなどを行っている。

児童や生徒への読書指導にあたる学校図書館・区立図書館員の能力向上を図るとともに、相互連携を一層緊

密なものにするために、合同研修会を行った。

区立図書館蔵書の検索も可能な学校図書館システム（区立小中学校）を整備し、令和２年４月から運用を開

始。
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学校・職場や地域の読書グループ等の団体に、図書の貸出（学校：学年 100冊まで、貸出期間３か月）を行

っている。

また、団体専用貸出資料を整備し、各校 200冊まで３か月の貸出を実施。

なお、令和３年度の区立小・中学校への団体貸出は、25校 14,871冊。

区立小学校では、優れた読書感想文・感想画の表彰を行い、令和３年度は52名の表彰を行った。区立中学校

では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から全体での知的書評合戦（ビブリオバトル）は中止し、各

校ごとの対応とした。
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５－１－１ 区立学校の再編

教育委員会では、学校教育の充実を目指すという教育的視点を基本に、平成 17年 10月に策定した「中野

区立小中学校再編計画」に基づき取組を進め、平成 24年４月の中野中学校の開校により前期の再編は終了し

た。

この間も区立小中学校は少子化の影響などから、計画策定時の推計より更に児童生徒数が減少し、それに

伴う学校の小規模化が進んでいる地域もある。また、学校を取り巻く環境の変化により、学校教育の充実に

向けた新たな課題への対応が求められている。

教育委員会では、新たな課題への対応を図り、学校教育の充実を目指していくため、学校の小規模化を解

消するとともに、小学校と中学校の通学区域の整合性をできる限り図ることで、小中学校の連携、学校と地

域との連携を推進していくこととした。更に、校舎の主要部分が建築後 50年を経過する学校もあり、校舎の

老朽化に伴う改修・改築（建て替え）が、よりよい教育環境を目指すうえで大きな課題となっている。

このようなことから教育委員会では、「中野区立小中学校再編計画」を改定し、平成 25年３月に通学区域

の見直しを含んだ「中野区立小中学校再編計画（第２次）」を策定した。また、平成 25年 11月には統合と通

学区域変更の具体的な時期等を定めた。

なお、平成 27年 11月には「中野区立小中学校再編計画（第２次）」策定時に大規模改修としていた学校は、

改築することとした。

今後、計画の着実な実施に向け取り組んでいく。

（１）充実した学校教育のため、望ましい規模の学校をつくる

学校は、一定規模の集団で活動することを通して、子どもたちに「確かな学力」、「豊かな心」、「健康・

体力」などを確実に身につけさせ、自立した人間の育成を目指す教育の場である。学校での行事や集団

活動が活発に行われ、子ども同士のふれあいや友人関係がつくられるためには、一定の集団規模や学級

数を確保することが必要となる。また、個に応じた指導の充実や多様な学習展開などのためには、一定

規模の教員数を確保できる学級数が必要である。

①再編は、統合、通学区域変更により行う。

②小中学校の望ましい規模は、小学校では少なくとも 12学級（学年２学級）から 18学級（学年３学

級）程度、中学校では少なくとも９学級（学年３学級）から 15学級（学年５学級）程度を目指す。

③統合を行う場合は、該当校をいずれも廃止し、統合校を新しい名称の新設校として設置することを

原則とする。

（２）小学校と中学校の通学区域の整合性を可能な限り図る

全ての学校において、小中学校の９年間を見通した教育活動を行う学校間の連携を推進するため、一

つの中学校に２～３校程度の小学校単位での進学ができるよう、通学区域の見直しを行う。

①学区域の見直しにあたっては主に中学校の通学区域の見直しを行い、必要に応じて小学校の通学

区域を見直す。

②現行の通学区域を尊重しつつ、通学距離や町会・自治会、幹線道路や鉄道の横断などを勘案し総合

５－１ 学校再編・地域連携
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的に判断して調整する。

（３）学校施設・設備等の整備を進める

再編にあたっては、原則として、既存の校舎を活用し、あわせて、教育環境の確保・向上を図るた

めの改築（建て替え）を行う。

①原則として統合新校の校舎として使用しない学校の位置で統合し、統合新校の改築工事終了後に新

校舎に移転する。

②小学校の統合新校の新校舎にはキッズ・プラザを設置する。

③現に特別支援学級を設置している学校を統合する場合は、原則として統合新校に引き続き設置する

が、必要に応じて近隣の学校に移設する。

（１）通学区域の変更

令和元年度に次の学校の通学区域を変更した。

①谷戸小学校、桃花小学校

谷戸小学校の通学区域のうち、中野二丁目、中央四丁目と桃花小学校の通学区域のうち、中央二丁

目、三丁目を入替えた。

②鷺宮小学校、上鷺宮小学校

鷺宮小学校の通学区域のうち、上鷺宮一丁目、二丁目を上鷺宮小学校の通学区域に変更した。

③第四中学校、緑野中学校、中野中学校

第四中学校の通学区域のうち、北原小学校の通学区域を緑野中学校の通学区域に変更した。

緑野中学校、中野中学校の通学区域のうち、啓明小学校の通学区域を第四中学校の通学区域に変更

した。

④第五中学校、中野中学校

中野中学校の通学区域のうち、新井小学校の通学区域を第五中学校の通学区域に変更した。

⑤第八中学校、北中野中学校

北中野中学校の通学区域のうち、鷺宮四丁目と西中野小学校の通学区域を第八中学校の通学区域に

変更した。

（２）統合の組合せと統合新校の位置

①中野神明小学校、多田小学校、新山小学校の統合

平成 29年４月、３校を統合し、２校の統合新校「南台小学校」「みなみの小学校」を開校した。

・南台小学校

旧多田小学校の位置で開校し、統合新校の校舎の改築工事のため、令和３年４月に旧新山小学校

の位置へ移転した。令和７年度に新校舎（旧多田小学校の位置）へ移転する。

・みなみの小学校

旧新山小学校の位置で開校した。統合新校の校舎の改築工事終了後、令和２年９月に新校舎（旧

中野神明小学校の位置）へ移転した。

②大和小学校、若宮小学校の統合

平成 29年４月に、統合新校「美鳩小学校」を旧若宮小学校の位置に開校した。統合にあわせて、旧

大和小学校の通学区域のうち、若宮一丁目を北原小学校の通学区域に変更した。なお、統合新校の校

舎の改築工事終了後、令和２年９月に新校舎（旧大和小学校の位置）へ移転した。

③桃園小学校、向台小学校の統合
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平成 31年４月に、統合新校「中野第一小学校」を旧向台小学校の位置に開校した。統合新校の校舎

の改築工事終了後、令和３年４月に新校舎（旧桃園小学校の位置）へ移転した。

④上高田小学校、新井小学校の統合

令和２年４月に、統合新校「令和小学校」を旧上高田小学校の位置に開校した。統合新校の校舎の

改築工事終了後、令和４年４月に新校舎（旧新井小学校の位置）へ移転した。

⑤鷺宮小学校、西中野小学校の統合（令和６年度）

統合新校の設置場所は旧第八中学校の位置とし、統合新校の校舎を改築して新校舎で統合する。

⑥第三中学校、第十中学校の統合

平成 30年４月に、統合新校「中野東中学校」を旧第三中学校の位置に開校した。統合新校の校舎の

改築工事終了後、令和３年９月に新校舎（旧第十中学校の位置）へ移転した。なお、統合にあわせて、

旧第十中学校の通学区域のうち、桃園小学校、向台小学校の通学区域を第二中学校の通学区域に変更

した。

⑦第四中学校、第八中学校の統合

令和３年４月に、統合新校「明和中学校」を旧第四中学校の位置に開校した。統合新校の校舎の改

築工事終了後、令和７年度以降に新校舎（旧若宮小学校の位置）へ移転する。

平成17年に策定した「中野区立小中学校再編計画」に基づき、次のとおり再編を行った。

・桃花小学校の開校（平成20年度）

桃園第三小学校、仲町小学校、桃丘小学校の統合

・白桜小学校の開校（平成21年度）

中野昭和小学校、東中野小学校の統合

・平和の森小学校、緑野小学校の開校（平成23年度）

野方小学校、丸山小学校、沼袋小学校の統合

・緑野中学校の開校（平成20年度）

第六中学校、第十一中学校の統合

・南中野中学校の開校（平成21年度）

第一中学校、中野富士見中学校の統合

・中野中学校の開校（平成24年度）

第九中学校、中央中学校の統合
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５－１－２ 学校・地域連携

学校再編が円滑に進められるとともに、学校を支援する地域体制の組織づくりを始めるため、家庭・地域・

学校が一体となって地域ぐるみで子どもを育成していくことが求められている。このため、学校と家庭・地

域が連携して、地域の様々な資源や力に支えられ、子どもたちの育成を支えていく。

児童・生徒の健全育成を図ることを目的に、保護者と教職員が協力して活動しているＰＴＡが、その役割

を十分に果たせるよう、ＰＴＡ連合会主催の研修会への講師派遣、ＰＴＡミニガイドの発行等の支援を行っ

ている。

家庭教育の支援を目的に、教育委員会が設定するテーマで講座を開催する。

※令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止した。

中野区立小学校・中学校・幼稚園の教育活動の充実を図り、もって家庭、地域及び学校が一体となり地域

ぐるみで子どもたちの生きる力を育み、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するため、地域の人材を

学校支援ボランティアとして活用する。登録には、個人と団体とがある。

関係法規 中野区学校支援ボランティア制度実施要綱

事業開始 平成 23年９月



－30－

区に関わるすべての人が子どもの権利の尊重の理念を持ち、それぞれの生活や活動に生かすことにより、

その権利を保障し、もって子どもにやさしいまちづくりを推進するため、令和４年３月に中野区子どもの権

利に関する条例を制定した。

令和２年度及び令和３年度において、中野区の子どもの権利の擁護に係る施策について総合的かつ効果

的な推進を図るため、区長の附属機関として設置した中野区子どもの権利擁護推進審議会（以下「審議会」

という。）に諮問し、審議会での調査審議を経て、令和３年６月１日付けで答申を受けた。

審議会は、区長の諮問に応じ、子どもの権利の擁護に係る施策を推進するために必要な事項を調査審議

し、答申する。

子どもの権利擁護に係る条例制定を見据えた、子どもの権利擁護の考え方、区・地域団体・事業者等の

役割、相談支援の仕組み及び子どもの権利擁護を推進するために必要な方策等について

委嘱の日から答申をした時まで（令和２年 12月 21日から令和３年６月１日まで）

①公募による区民 ４名

②関係団体が推薦する者 ７名

③学識経験者 ３名 合計 14名
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子どもの権利の侵害からのすみやかな救済と子どもの権利の保障を図るため、区長の附属機関として、

中野区子どもの権利救済委員（以下「救済委員」という。）を任命した。また、子どもとその関係者が救済

委員に対する必要な相談を行うための窓口として、子ども相談室を設置し、中野区子どもの権利救済相談・

調査専門員（以下「専門員」という。）を配置する。なお、子ども相談室は、教育センター分室内に令和４

年９月１日に開設。

◆救済委員 学識経験者 ３名（任期は、令和４年４月１日から令和６年３月 31日まで）

◆専門員 会計年度任用職員 ４名（予定）

子ども施策を推進するための基本となる計画及び子ども施策を検証するため、区長の附属機関として、

中野区子どもの権利委員会を設置し、運営する。

子どもに関する取組を推進するための基本となる計画及び子どもに関する取組の検証

令和４年６月１日から令和６年５月 31日まで

第１期委員構成

①公募による区民 ２名

②関係団体が推薦する者 ５名

③学識経験者 ３名 合計 10名

区の子育て環境の満足度、取り組んでほしい施策などの意見を聴取し、子育て支援策を検討する基礎資料

とする。

令和元年度より、区の子育て環境等について、区内で子育て中の保護者と区長の意見交換を実施してい

る。

平成 27年度より、生活困窮者自立支援法に基づき、低所得世帯の小学校６年生及び中学校１～３年生に対

して学習支援を行っている。小学生は学習意欲の向上と学習習慣の定着を図り、中学生は全日制高等学校へ

の進学を目標としている。
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（単位：人）

主に家庭の事情により生活に課題を抱える地域の子どもたちへの食事及び交流の場を提供する地域団体に

対し当該取組に係る経費を助成することにより、安定的な実施環境を整備し、地域に根差した活動を支援す

る。また、支援の必要な子どもの早期発見及び早期対応ができるよう関係機関との連携を図り、もって子ど

もたちが安心し健やかに過ごせる地域を形成することを目的とする。


