
平成 24 年度中野区立中学校

教育環境および施設・設備の
改善要望書

中野区立中学校 PTA連合会



平成２４年 7 月吉日
中野区立中学校 PTA 連合会

会長 山田 隆

中野区立中学校の教育環境および施設・設備の改善に関する要望

日ごろより、中野区立中学校ＰＴＡ連合会の活動にご理解とご協力をいただき、誠
にありがとうございます。

本年も、会長による中野区内の全１１校の施設を見学する「学校訪問」を５月２９
日と６月５日の２日間で実施しました。この「学校訪問」は学校施設の状況を見る
のはもちろんですが、それ以外にも各校の雰囲気や生徒の様子など自分たちの目で
見て肌で感じ取り、校長先生や副校長先生と直接お話しすることにより、その学校
が抱える問題点や課題を認識できる、とても重要な事業となっています。訪問に際
しては、教育委員会ならびに各校のご協力をいただき、今回も大変意義のある訪問
となりました。学校を支える皆様のご尽力に感謝申し上げます。

本年度は中野中学校が開校して、前期に予定されていた再編も完了し中学校は再
編前の１４校から１１校となりました。また、「再編計画の改定」も近々発表になる
と聞いており、再編に関して大きく動く時と思います。再編計画に関しては、これ
までの検証をしっかりやっていただき、子どもたちの環境がより良くなるように中
野区立中学校ＰＴＡ連合会としても協力していきたいと考えています。

この要望書に記載している項目は、多くの要望の中のほんの一部であり、もっと
も重要でかつ緊急性のある項目に絞ったものであります。今後、今後、関係者各位
の皆様と懇談の機会をいただくにあたり、率直に現状を見据えた意見交換をさせて
いただきたく思います。そして、私たちの願いをご理解いただき、中野区の子ども
たちのために皆様のお力添えを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます
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いよいよ中学校でも新学習指導要領が全面実施となりました。その理念である「生
きる力」を育むことは、教育の目的ということに留まらずすべての大人たちの願い
でもあります。子どもたちが笑顔にあふれ、心身ともにすくすくと成長していける
環境づくりが大切と考えます。次代を担う子どもたちこそ、社会の宝であり最大の
財産です。自らを律し、また、異なる個性を互いに認め合うことのできる自立した
人間の育成を目指し、私たちはとくに以下の点を要望いたします。

１．区立学校の再編について・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年度、中野中学校が開校し、「中野区立小中学校再編計画」は前期の

工程を完了したことになります。社会状況が様々変化する中で、着実にま
ず第一歩を踏み出したわけですが、その歩みはまだ始まったばかりです。
再編計画は中野区全体、その全行程が完了してはじめて本来の目的を達す
るものと考えます。つい最近、「中野区立小中学校再編計画改定における
基本的な考え方」として現時点の方向性をお示しいただきましたが、私た
ちはさらにスピーディに、そしてより具体的に計画の全容を開示いただき
たいと願っております。学校再編は「再編」が目的ではなく、その先に中
野区の目指す教育ビジョンがあるのだと承知しています。しかし、計画の
スタートから時間も経過し、今一度、明確なご提示が望まれるところです。

また、上記の「基本的な考え方」にも触れられてはいますが、学校を取
り巻く環境は今も変化していますし、前期の再編を実施した結果としてこ
れまで見過ごしていた課題も表出していると思います。とくに現実の再編
統合によって浮かび上がった課題は、良い点ばかりではなく、むしろマイ
ナス面に注目して今後の計画に反映していただきたいと思います。学校再
編は地域再編でもあります。「学校・地域・家庭」が一体となって子育て
を推進していくためにも、再編課題はもっとも重要な事項だと理解してい
ます。

◇ 再編計画の進捗についてタイムリーな情報提供を
◇ 再編結果の検証を
◇ 中後期再編計画発表後の対応
◇ 統合委員会のありかた

一 教育制度の充実について
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２．特別支援教育について・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別支援教育が正式に導入されて５年が経過しました。制度が定着しつ

つある一方で解決すべき課題も残っているのが現状です。幼児期からの段
階的な個別指導、人的配置、適切な教室の設置など、更なる充実をお願い
いたします。

子どもたちが本当に必要な支援を適切な形で受けられるよう、また、こ
れまでの現場での努力が報われるよう、現状に即した対応をお願いいたし
ます。

◇ 生徒・保護者に向けて特別支援教育に対する理解の更なる浸透、啓発を
◇ 就学相談窓口の充実

◇ 個別指導の必要な生徒に対し、人的配置と施設の整備を
◇ 通級学級を１校増設し、バランスのよい配置を
◇ 巡回相談員の更なる充実を

障害に対する本人と保護者の理解・認識を促すために、「軽度発達障害」の
幼児期における早期発見と、対処システムの確立を
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中野区立中学校の教育環境をより良いものにするために以下の要望をいたします。

１．教育相談室等の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現状の制度・施策の継続・維持及び更なる充実を要望します。

◇ 教育相談室への直通回線の開設を
◇ スクールカウンセラーの現状維持
◇ 心の教室相談員の時間数の増加を

２．学校図書館の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子どもたちにとって読書は、創造性・表現力を高め、豊かな感性を育む

大切な活動です。子どもたちを取り巻く環境は常に変化しており、また、
心の栄養ともなる読書と子どもたちをつなぎ、常に新しい情報を収集し、
把握するためにも、学校図書館の持つ意義は重要で、その充実は欠かせま
せん。

図書館指導員という素晴らしい制度を今後も維持していただき、学校図
書館の生きた活用を図るとともに、コンピュータ管理の全校実施によって
連携と効率的運用の推進をお願いいたします。

◇ 図書館指導員の現状維持
◇ 全校にコンピュータ管理システムの導入
◇ 図書館の蔵書数の充実を

直通回線とは：相談員へ直接予約を取るための据置き型の携帯電話もしくは固
定電話。職員室を通さずに（先生等に知られることなく）相談したいニーズが
ある。保護者の相談件数も多い。発信しないので、経費は基本料金のみ。

二 教育環境の確保について
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３． 部活動の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中学校の部活がなぜ必要不可欠なのか・・・それは、部活動を通しての

縦社会の学び。心の健康の育成。今、この年齢での先輩後輩の関係でしか
学べない、後輩を思いやる心、先輩を尊敬する気持ち。また、レギュラー
に入れなかった時の心の傷つき、そして目標を持っての頑張り。その繰り
返しこそが心の健康の「元」になると思っています。

これからの時代を担う子どもたちにとって部活動の充実は必要不可欠で
あると考えます。 

現在、部活動は顧問教師と外部指導員のボランティア精神で成り立って
います。行政として部活動を推進していく姿勢を明確に示し、顧問教師と
外部指導員の処遇の改善をお願いします。

◇ 外部指導員の現状維持
◇ 部活動に必要な備品、用具等の充分な経費の補助を

４． 宿泊施設の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇ 冬季利用に備えた安全な設備の保障を
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毎年実施している学校訪問時の視察において、各学校とも施設・設備の改善は急
務であると認識いたします。授業に支障が出る内容、事故・ケガのおそれのあるも
の、老朽化・経年変化により当初の目的を果たさなくなっているもの、立地環境か
ら地盤沈下によるもの、計画的な維持補修がなされていないために、機能不全になっ
ているもの等多数あります。

生徒のより良い学習環境づくりは望むところですが、不都合な施設・設備は早急
に対処をお願いします。

１． 特別教室に空調機器の設置を・・・・・・・・・・・・・・・
少人数授業や特別教室での授業は、季節によって厳しい状況下で行なわ

れています。各学校の実情に合わせて、空調化の促進をお願いいたします。

２．生徒に健康被害及び危険をもたらす恐れのある施設、
　　また授業に影響を及ぼす設備の改善・・・・・・・・・・・・・

◇ 雨漏りしている施設の早期改善を
◇ 授業に支障をきたす黒板の早期改善
◇ トイレの改善と適切なトイレ個数確保
◇ カビの発生が予測される施設の調査と対応
◇ 危険が伴う施設、老朽化した教室・体育館の改善
◇ 施設整備の計画的・定期的なメンテナンスを

廊下に雨漏り：滑るので危険

水
溜
り
が
で
き
て
い
る 継ぎはぎ目がササクレている体育館床

三 学校施設・設備の改善について
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３．学校間の施設・設備格差の是正・・・・・・・・・・・・・・
施設・設備の学校間格差が大きくなっています。統合新校に合わせてほ

しいとは申しませんが、不都合は早急に解消するよう要望します。

 

ある、良好、新しい、対処済み：１点　　ない、不良、古い、未対処：０点
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４．各校の要望事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇ ９ページからの各校の要望の一覧表を参照

５．ICT 機器の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇ ICT 支援委員の復活
◇ ICT 機器の定期的なメンテナンスを

三 学校施設・設備の改善について

私たちの要望は、『あったらなお良いね』という贅沢な
ものではなく、なくてはならない必要な事柄だけです。

要因ポイント集計 分類ポイント集計

「修理・改修」「老朽化」は計画的、定期的なメンテナ

ンスをしていれば出てこないもの。設備として『不可欠」

なものが無いために要望しているポイントも高いです。

「安心・安全」「環境・衛生」など学校生活に

欠かせないものばかりです。
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要望事項 要望のポイント 評価の分類 要因 分類

第
二
中

体育館 ( アリーナ ) 天井雨漏
り

体育館通路の壁のひび割れと、通路床にかなり大きな水溜りが出来て
いる、床が Pタイルの為、生徒が滑ってしまい危険である

安心 ･安全 工法 雨漏り

小体育館、壁面及び床の補修 小体育館の壁面から床にかけて、水が染み出し、カビが付着して、床
が腐りかけている。その為のカビ臭もかなりひどい

安心 ･安全 工法 雨漏り

廊下のＰタイル改修 廊下のＰタイルが老朽化し、補修も部分的な継ぎ接ぎになっている為、
生徒がつまづく事があり危険である。

安心 ･安全 老朽化 校内

トイレの入り口の扉　取り付
け

生徒トイレ入り口に扉がなく大変使いづらいと感じている生徒が多い。不要 /不適 改善 トイレ

特別教室の冷房化 夏場は教室内が暑く授業が難しい 環境・衛生 不可欠 エアコン

第
三
中

特別教室に冷房の導入 三中は川のそばにあり蚊が多く発生しており、窓を開けておけない。
夏場でも締め切っての授業は悲惨である。

環境・衛生 不可欠 エアコン

西側トイレ（1階～ 3階）の
改修

とても古く、掃除しても臭いが取れなく臭い。北側のトイレは改修さ
れたが、西側のトイレも改修を望む。

環境・衛生 修理・改修 トイレ

北側校舎 1階の各教室（第二
理科室・技術科室・被服室）
の常時換気

理科室、技術室、被服室は、中に入るとカビ臭いのが分かる。敏感な
人は中に入れない状況である。校舎の配置上から通気が良くなくカビ
臭い。以前、臭気の問題として要望したが常時換気扇を稼動させるよ
うに区から回答があった。しかし、該当教室に設置されている換気扇
は大型で常時換気には適していない。省電力タイプで小型の常時通気
タイプの設置を望む。

環境・衛生 修理・改修 異臭・
カビ

北側校舎 1階の被服室と芹澤
文庫の床の改修

被服室と芹澤文庫はすでに床下の根太が腐食している状態が考えられ
単に床材の張替えに留まらない。人が通るだけで床が沈み込む状況は
大変危険であり抜本的な改修が必要である。施設管理の方は見に来て
くれて状況は把握しているが改修のめどはたっていない。

環境・衛生 老朽化 教室内

第
四
中

不完全なオーバーフロー プールが設置上傾いており、満水時になっても水がオーバーフローし
ない。不完全な浄水状態のため、藻や苔が発生しやすい。全面改修か
頻繁な給水・薬品増加、清掃２回の対応等を要求したい。

環境・衛生 工法 プール

プールトイレの改修 トイレ内の設備が老朽化・旧式で使用出来ない。男女の個室天井部分
が吹き抜けで、精神的に使用不可。	
トイレのドアも朽ちて使用不可。不審者侵入の恐れもある。	
本校は、学校公開を積極的に行っているため、外トイレが 1箇所しか
なく、校内のトイレ使用となっている。校庭で使用出来るトイレが是
非必要である。

環境・衛生 改善 トイレ

新視聴覚室の冷暖房施設 昨年まで視聴覚室だった教室を多目的室として幅広く使用できるよう
に多目的室とした。視聴覚室は ICT 機器を常時設置しいつでも活用で
きる教室にした。暗幕を使用した授業は機器の保存を考慮すると、冷
暖房設備がないと積極的な活用とならない。是非、冷暖房設備の設置
をお願いします。

環境・衛生 不可欠 エアコン

技術室・家庭科室・理科室・
美術室の冷房施設

技術は大きい音が出たり、家庭科は調理実習の授業があり、周囲への
騒音や調理器具（火気）使用時は授業が成り立たない。また、理科の
実験で火気を使用した時、暗幕などを使用するので、生徒の健康面も
心配である。美術は、窓前回で行うと画用紙や筆が散乱し授業になら
ないこともある。なるべく良い環境で授業をさせてあげたい。

環境・衛生 不可欠 エアコン

生徒昇降口に設置されている
下駄箱

生徒一人ひとりの下駄箱が小さく、外履きや上履きがきちんと下駄箱
に入らない現状がある。もっと大きめの下駄箱の改修をお願いしたい。

設備不適 工法 校内

樹木の管理作業員の人配・作
業等

本校は区内中学校の中でも樹木が多く緑豊かなとても素晴らしい環境
を持った学校です。この貴重な自然環境を是非保存維持させたいと切
望している。しかし、多くの樹木の管理や剪定、害虫等の駆除に大変
な労力・費用が必要となる。地域の方のボランティアで多少の支援を
して頂いているが、落ち葉や剪定後の枝葉の処分は校内予算だけでは
十分に対応することが難しいです。つきましては、作業員の人配・作
業等の予算面での配慮をお願いいたします。

環境・衛生 改善 樹木整備

第
五
中

体育館床の張替え、天井の補
強

床が滑りやすく危険だという指摘が生徒会から出された。建替えの要
望を出し続けているが、天井の補強だけでも早急に着手してほしい。

環境・衛生 老朽化 体育館

地盤沈下による校舎の傾きを
直してほしい

校舎の北側で地盤沈下している。校舎が傾いているようなので、調査
等対応してほしい。

環境・衛生 立地環境 敷地内

美術室及び第１・２理科室の
冷房化

冷房が無いので、６月～９月まで美術室や理科室を使用した授業が難
しい。

環境・衛生 不可欠 エアコン

教室の照明の改善（職員室を
含む）

普通教室は法的な照度をクリアしていない。明るさが不足していて授
業に支障がある。

環境・衛生 工法 照明

教室黒板の交換 老朽化のため、反射がひどく生徒が板書を判読できない。また、チョー
クがすべる。

設備不適 老朽化 黒板

第
七
中

和室の床の沈みこみの改善 長年の使用と湿気で床下が沈み込んでいる。ふすまが外れてしまう等、
部活動や学校開放の活動でも支障がでている。

設備不適 修理・改修 教室内

相談室の床の沈みこみの改善 床の沈み込みが激しく置かれとぃる棚は店頭が危惧され　使用できな
い。

設備不適 修理・改修 教室内

校庭排水機能改善のための校
庭改修

校庭の排水が悪く降雨の翌日には校庭に水たまりができ　授業や部活
動に支障がある。

設備不適 修理・改修 校庭

応接室、会議室等の新設 環境・衛生 改善 教室内
特別教室の冷房化 環境・衛生 不可欠 エアコン
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要望事項 要望のポイント 評価の分類 要因 分類

第
八
中

上校庭人工芝の張り替え 人工芝を設置して６年が経過、表面の色も，グリーンから青のくすん
だ色に変色し、表面が抜けはじめ、かなりの量のかすが標準服にこび
りつく。

環境・衛生 修理・改修 校庭

非常階段のペンキ塗り替え 剥がれた所から、腐食が進すんでいる。もし避難する事態が生じた場合、
現在の非常階段を使用する事は安全性に欠ける。

安心 ･安全 老朽化 校舎内

屋上の防水（３Ｆ雨漏り） 雨漏りにより、３階の天井が腐り始め近いうちに廊下の天井が腐り落
ちる可能性が高い、また雨漏りがする床も変色して、その部分腐り始
める可能性がある。

環境・衛生 修理・改修 雨漏り

１Ｆアルミサッシの交換 校舎の西側は暗く人通りが少ないところなので、このままの状況だと
校舎に侵入され安く、防犯上非常に危険であるためサッシの交換をし
て欲しい。

不要 /不適 改善 校舎内

プールの改修 プールサイドの塗料がはがれ、ごつごつした状態で足の裏を切ったり、
炎天下の授業に於いては火傷等の怪我につながる。

安心 ･安全 修理・改修 プール

第
十
中

校舎の電気スイッチ 校舎内の部分的な場所のみでも点灯出来るようにはならないか。 設備不適 不可欠 校舎内
給食室のエレベーター内水漏
れ

漏電の恐れあり。　危険 安心 ･安全 老朽化 校舎内

北校舎の東側の避難階段（４
階）

災害時の生徒たちの安全確保のためにも。 安心 ･安全 不可欠 校舎内

１− Bのドア 生徒が開閉時に危険性あり 安心 ･安全 修理・改修 教室内
美術室の机　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　

デッサン等時に机のふたを立ち上げる際、彫刻刀などを置くスペース
( 溝 ) が、手指を怪我する可能性あり。

安心 ･安全 改善 教室内

共通学習室（３階）学習室（４
階）のエアコン

生徒たちの体調を考慮し、設置望む。 設備不適 不可欠 エアコン

渡り廊下１階及び３階の天井
雨漏り

パテで塗りこめてある程度なので補強。早急な改善希望。 環境・衛生 修理・改修 雨漏り

北
中
野

西校舎特別教室のエアコン設
置	
( 木工室、金工室、被服室、
調理室、など )

区の条例により周囲に 3階以上の建物がない為、西日のあたりが非常
に強い

環境・衛生 不可欠 エアコン

体育館の建て替え	 学校規模に対しての収容面積が少ない、また昔に比べ生徒の体格がよ
くなり、入学式、卒業式に全員参加できない

設備不適 改善 体育館

西校舎トイレ	 西側校舎にトイレがない。	
トイレが北側の校舎にしかない為、特に西北の北西の角に利用が集中
する

環境・衛生 不可欠 トイレ

教室内の改善 ･	ドア / はずれやすい	
･	木製の天窓 /西校舎→アルミサッシ、古すぎて落下の危険がある	
	･ パーテーション、古くなってつぎはぎだらけで , 汚く見える

安心 ･安全 修理・改修 教室内

カウンセリングルームに専用
の着信できる電話が欲しい

職員室に TEL しなければいけない 環境・衛生 不可欠 教室内

緑
野
中

校庭、安全マットの破損 校庭の電信柱にまいてある安全マットが破損し、生徒がぶつかった時、
危険である。

安心 ･安全 修理・改修 校庭

校庭から本校舎をつなぐイン
ターフォンの設置

校庭での体育授業や部活動の際、生徒の事故や怪我が発生した場合に、
本校舎から離れているために、他の職員に救援を求めにくい状況があ
る。

環境・衛生 改善 校庭

校舎−体育館渡り廊下の雨よ
け

雨天時風があるときは滑って危険である。また、渡り廊下の屋根の内
側がはがれかけている。

安心 ･安全 改善 雨漏り

校舎と校庭の移動通路 校舎から校庭に移動する際、一般道路を渡らなければならず、道路状
況によっては危険である。簡単なことではないが移動通路を希望する。

安心 ･安全 改善 敷地内

校庭外周のランニングロード 校庭外周ロードのアスファルトが壊れている箇所が多くあり、ランニ
ングロードとしては使用できない。

不要 /不適 修理・改修 その他

南
中
野
中

体育館屋根の雨漏り 激しい雨の後、３か所から雨がもっていてすべって転倒しているので
急いで修復して欲しい。

安心 ･安全 修理・改修 体育館

門扉の電子錠の不具合 修理しても１日で警報が鳴ってしまうため電源を切っている状態で役
に立たない。

安心 ･安全 修理・改修 敷地内

スクールカウンセラーへの直
通電話の設置

プライバシー配慮と共に、利用しやすくする為。 環境・衛生 不可欠 校舎内

非常階段が３月１１日の大震
災後、傾いている。

危険 安心 ･安全 老朽化 校舎内

中
野
中

体育館の天井から雨漏りする
箇所があり、早急な状況調査
と問題箇所の修繕を要望。

雨漏りにより体育館床面が濡れると、使用時に転倒の恐れがあり危険。
また式典、イベント等開催時にも支障が出る。屋内運動施設としての
用途を満たさないため、対策が急務です。

安心 ･安全 修理・改修 体育館
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