
令和２年（２０２０年）８月２４日

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料

教育委員会事務局子ども・教育政策課

中野区立小中学校再編計画（第２次）改定素案に係る意見交換会

の実施結果について

１ 意見交換会の実施状況

２ 意見交換会における主な意見と区の回答

別紙１のとおり

３ 中野区立小中学校再編計画（第２次）改定素案（抜粋）

別紙２のとおり

＜改定内容＞

令和５年度統合・新校舎移転予定であった鷺宮小学校・西中野小学校について、

新校舎の詳細設計を進める中で、供用開始時期について１年の延期が避けられな

い見通しとなったことから、統合時期についても１年延期し、令和６年度に現第

八中学校の位置で統合する。

４ 計画改定のスケジュール（予定）

１０月～１１月 パブリック・コメント手続 議会報告

１２月～令和３年１月 計画の決定 議会報告

日 時 会 場 参加人員

８月５日（水）午後６時３０分～７時３０分 鷺宮区民活動センター ５人

８月８日（土）午前１０時～１１時３０分 鷺宮区民活動センター ３人

計 ８人



別紙１

意見交換会における主な意見と区の回答

【新校舎等整備について】

【児童の通学について】

意 見 回 答

第八中は校舎側と校庭側の土地の高さが２ｍ程

度違う。生徒の負担とならないよう高低差をな

くすことはできないか。

当該敷地の高低差を解消するためには都市計画

法上の開発行為が必要となり、学校敷地だけで

なく近隣地域にも影響が及ぶ事が想定されるた

め、切土や盛土による地盤の高低差解消は考え

ていない。

地中杭を当初の想定より広範囲に施工しなけれ

ばならないということだが、現在の第八中の校

舎は安全か。

新校舎では道路上空通路が現在のものより大型

化するため、杭を擁壁の下に増やさなければな

らない。現在の第八中の校舎は安全が確保され

ている。

工事が始まると車両が多数往来すると思うが、

近隣の安全確保策について聞きたい。

近隣の方にはご迷惑をおかけすることになる

が、安全確保を最優先に工事を行う。なお、工

事中の安全対策については、別途説明会を開催

予定である。

第八中近隣住民への工事の説明は済んでいるの

か。

統合委員会に説明するとともに、中高層建築物

紛争予防条例に基づく近隣住民への説明会を開

催済である。工事業者と契約締結後には、工事

説明会を開催する予定である。

第八中の東側の坂道は現在も交通量が多く、工

事が始まるとさらに危険度が増すと思われる。

カーブミラーの大型化、角度を変え死角を少な

くする等の対策をとってほしい。

道路管理者や警察と協議し、特に工事期間中に

は交通誘導員を配置するなど万全の対策を講じ

たい。

意 見 回 答

通学路には踏切があり、児童が無理に横断する

ことも考えられる。また、跨線橋を作るよう西

武鉄道に要望しているとも聞いた。現在の検討

状況を知りたい。

通学路の児童の安全確保については、児童見守

り指導員の配置のほか、跨線橋等の設置につい

ても区としてどのような対応が考えられるか検

討していく。

学校の数が減ると通学区域が広くなるため、境

界に住んでいる者は遠距離通学となる。保護者

の希望には柔軟に対応してほしい。

小学校については、通学距離を理由とする指定

校変更を認めており、個別的に対応している。



【その他】

意 見 回 答

鷺宮小と西中野小が統合した場合、教職員も異

動してしまうのか。

児童の不安解消も考慮し、両校のバランスを見

て配置していく。

統合が遅れる分、交流事業も１年後回しになる

のか。

統合を円滑に行うための交流事業については、

１年延期することなく、計画変更前の予定どお

り実施する。

鷺宮小と西中野小が廃校になった後の跡地利用

については何か計画があるのか。

跡地利用について具体的な計画にはなっていな

いが、今後、全庁的観点から検討していく。

第四中と第八中が統合すると第八中の生徒は第

四中まで遠距離通学となるが、どのような考え

方によるものか。

第四中の位置での統合から旧若宮小の位置での

新校舎完成まで４年はかかると見込まれること

から、学校再編に伴う指定校変更の取り扱いも

含めて検討している。

遠距離通学者は自転車を使用しても良いか。 自転車通学は認めていない。



別紙２

中野区立小中学校再編計画（第2次）

～よりよい教育環境を目指して～

【改定素案（抜粋）】

中野区教育委員会

令和 年 月 日改定
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② 学校の規模

北原小学校は、通学区域の変更時には314人12学級と推計しています。

③ 通学距離

北原小学校は、最も長い距離で、直線約0.6㎞です。

(6) 鷺宮小学校、上鷺宮小学校の通学区域の変更

鷺宮小学校の通学区域のうち、上鷺宮一丁目及び二丁目にあたる区域を上鷺宮小学

校の通学区域に変更します。これにより、町会の通学区域での分断及び幹線道路の横

断が一定程度解消されます。

① 通学区域変更の時期

平成31年4月に行います。

(7) 鷺宮小学校、西中野小学校の統合

鷺宮小学校と西中野小学校を統合し、統合新校を設置します。

① 統合校の選定状況

西中野小学校と通学区域が接しているのは、鷺宮小学校、若宮小学校、武蔵台小

【図１３】大和小、若宮小周辺の通学区域

若宮小
北原小

啓明小

大和小

統合新校の位置

大和小から北原小へ変更
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学校です。このうち、武蔵台小学校は、接している部分が少ないため、また、若宮

小学校は大和小学校との統合が予定されているため、除外しました。このことや西

中野小学校が鷺宮小学校から分離した経過を踏まえ、鷺宮小学校と西中野小学校を

統合します。

統合新校の設置場所は、第四中学校と第八中学校が統合した後、統合新校の通学

区域のほぼ中央に位置し、鷺宮小学校や西中野小学校より校地が広い第八中学校の

位置に校舎を改築し改築工事が終了した後、新校舎へ移転・統合します。

統合新校の設置場所は、新たに中杉通りや西武新宿線を横断する通学区域となり

ますが、通学距離が最も長い距離で約1.3㎞に収まることや校地の広さから、やむ

を得ないものと考えます。

【校舎等の状況】

・鷺 宮 小…校地面積； 9,027㎡(うち借地；5,660.75㎡)主要部分50年経過時期；

平成23年

・西中野小…校地面積；10,428㎡ 主要部分50年経過時期；平成24年

・八 中…校地面積；12,263㎡ 主要部分50年経過時期；平成28年

② 通学区域

新設校の通学区域は、鷺宮一～四丁目、白鷺一～三丁目、若宮三丁目となります。

③ 特別支援学級

現在、西中野小学校に設置している特別支援学級(知的)については、第八中学校

の位置に設置する統合新校に設置します。

また、統合時点で鷺宮小学校に設置されている特別支援学級(情緒)についても、

第八中学校の位置に設置する統合新校に設置します。

④ 統合の時期

統合新校の校舎は、第四中学校と第八中学校の統合後、第八中学校の校舎を改築

して設置します。改築工事が完了する令和6年3月末に鷺宮小学校、西中野小学校

を閉校し、同年4月に統合新校を開校します。

⑤ 統合新校の規模

鷺宮小学校と西中野小学校とをあわせて、統合時には537人18学級と推計してい

ます。

⑥ 通学距離

第八中学校の位置に設置する統合新校については、最も長い距離で、直線で約1.3

㎞です。
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【図１４】鷺宮小、西中野小周辺の通学区域

（鷺宮小、西中野小の統合、令和 6年（2024年）4月以降）

第八中

鷺宮小

統合新校の位置

西中野小

武蔵台小

若宮小

鷺宮小から上鷺宮小へ変更、平成 31年 4月実施



【資料１】

統合と通学区域変更のスケジュール

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・北原小と大和小

※大和小と若宮小の
統合にあわせて変更

・第二中と第十中

※第三中と第十中の
統合にあわせて変更

・谷戸小と桃花小
・鷺宮小と上鷺宮小
・第四中と緑野小
・第四中と中野中
・第五中と中野中
・第八中と北中野中

【南中野中通学区域】

統合の準備 （新山小改修）

●統合（新山小の位置）

　　　　移転

基本構想・基本計画    基本設計・実施計画　   校舎新築工事（中野神明小校舎） 　　　　　（中野神明小の位置）

統合の準備 （多田小改修）

●統合（多田小の位置） 移転（新山小の位置）

　　　　 移転

基本構想・基本計画        基本設計・実施計画校舎　　　　　新築工事（多田小校舎） （多田小の位置）

【第三中・第十中通学区域】

統合の準備 （第三中改修）

●統合（第三中の位置）

　　 移転

　　　　　基本構想・基本計画　　　基本設計・実施計画     校舎新築工事（第十中校舎） （第十中の位置）

統合の準備 （向台小改修）

●統合（向台小の位置）

　　　　 移転

基本構想・基本計画　　　基本設計・実施計画 　　校舎新築工事（桃園小校舎） （桃園小の位置）

【第五中通学区域】

統合の準備 （上高田小改修）

●統合（上高田小の位置）

　　 移転

　　　　　　　 基本構想・基本計画　　　　　　基本設計・実施計画　 校舎新築工事（新井小校舎） （新井小の位置）

【第四中・第八中通学区域】

統合の準備 （第四中改修）

●統合（第四中の位置）

　　 移転

　　　　　　　 基本構想・基本計画 　　基本設計・実施計画 校舎新築工事（若宮小校舎） （若宮小の位置）

統合の準備 （若宮小改修）

●統合（若宮小の位置）

　　　　　移転

基本構想・基本計画　　基本設計・実施計画　　　　　　校舎新築工事（大和小校舎）　　 （大和小の位置）

　　　　　　　統合の準備

　　 ●統合

　　　　　　　 　 基本構想・基本計画 　　　　　　基本設計・実施計画 　校舎新築工事（第八中校舎） （第八中の位置）

通学区域変更

中野神明小学校
新山小学校

多田小学校
新山小学校

第三中学校
第十中学校

桃園小学校
向台小学校

上高田小学校
新井小学校

第四中学校
第八中学校

大和小学校
若宮小学校

鷺宮小学校
西中野小学校



中野区立小中学校再編計画（第２次）【案】現行計画からの変更点

【現行計画】 【素案】
<３３ページ>
５．第四中学校、第八中学校の通学区域内の再編

（７）鷺宮小学校、西中野小学校の統合

①～③ （略）

④統合の時期

統合新校の校舎は、第四中学校と第八中学校の統合後、第八中学校の校舎を
改築して設置します。改築工事が完了する平成35年 3月末に鷺宮小学校、
西中野小学校を閉校し、同年4月に統合新校を開校します。

<３４ページ>
【図１４】鷺宮小、西中野小周辺の通学区域

（鷺宮小、西中野小の統合、平成35年（2023年）4月以降）

＜資料１「統合と通学区域変更のスケジュール」＞
【南中野中学校通学区域】 （略）

【第三中学校・第十中学校通学区域】 （略）

【第五中学校通学区域】 （略）

【第四中学校・第八中学校通学区域】

<３３ページ>
５．第四中学校、第八中学校の通学区域内の再編

（７）鷺宮小学校、西中野小学校の統合

①～③ （略）

④統合の時期

統合新校の校舎は、第四中学校と第八中学校の統合後、第八中学校の校舎を
改築して設置します。改築工事が完了する令和 6年 3月末に鷺宮小学校、西
中野小学校を閉校し、同年 4月に統合新校を開校します。

<３４ページ>
【図１４】鷺宮小、西中野小周辺の通学区域

（鷺宮小、西中野小の統合、令和6年（2024年）4月以降）

＜資料１「統合と通学区域変更のスケジュール」＞
【南中野中学校通学区域】 （略）

【第三中学校・第十中学校通学区域】 （略）

【第五中学校通学区域】 （略）

【第四中学校・第八中学校通学区域】

35年度
第四中学校
第八中学校

（略）

大和小学校
若宮小学校

（略）

鷺宮小学校
西中野小学校

●統合
（第八中学校の位置）

令和５年度 令和6年度
第四中学校
第八中学校

（略） （略）

大和小学校
若宮小学校

（略） （略）

鷺宮小学校
西中野小学校

●統合
（第八中学校の位置）


