
花見川第一中学校・花見川第二中学校 
 

統合校説明会 

平成26年11月9日(日)10時～正午 

     花見川第二中学校  体育館 
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平成１６～１８年度     

  第一次学校適正配置(5地域) 

 ・花見川第四小と花見川第五小の統合  

 

平成１９年１０月「千葉市学校適正配置実施方針」策定                   

 

    全市的に第二次学校適正配置を推進  

      子どもたちのために   
   より良い教育環境の整備と 
   教育の質の充実を図る。 

目 的 
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先行地区での統合後の様子 

 １．児童生徒数の増加による効果 

 〇学習意欲が向上 

 〇学校行事や部活動が活性化 

２．学級数の増加による効果 

 〇クラス替えにより、新たな人間関係を構築 

 〇専科教員等が新たに配置 

３．教員数の増加による効果 

 〇より多くの目で、児童生徒の様子を把握 
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統合の合意に至るまでの経緯 

１ 地元説明会 
  平成２３年２月２５日（金）  花見川第二中学校                             
                     参加者 ５６人 
          ２６日（土）  花見川第一中学校                        
                                          参加者１１９人 

 ２ 地元代表協議会 
   平成２３年６月２６日（日）  設立 
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統合の合意に至るまでの経緯 

地元代表協議会とは 
 

  [構      成] 

  ・地域や保護者等の意見を幅広く吸い上げるため、 
    地域・学校に関連する主要な団体の代表者で構成 
 

  （１）地区町内自治会連絡協議会  会長（１人）  ※発起人 
  （２）青少年育成委員会        代表（２人）  ※発起人 

  （３）各小学校区内の自治会         代表（各小学校区１人）  
  （４）小・中学校の保護者          代表（各学校１人） 
  （５）小・中学校の学校評議員       代表（各学校１人）  
 
                                    

                                                   ※発起人から（３）～（５）に就任依頼 
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統合の合意に至るまでの経緯 

地元代表協議会の開催 
平成２３年度 設立会議及び第１回～第５回     

平成２４年度 第６回～第１１回       
平成２５年度 第１２回～第１７回      
平成２６年度 第１８回    

●第５回（平成２４年３月１０日） 合意 
 「適正配置は必要であり、第一小と第二小及び 
  第一中と第二中の統合について協議を進める」 

●第７回（平成２４年８月２２日） 合意 
 「小・中の統合時期を原則、平成２７年４月とする」 
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統合の合意に至るまでの経緯 

●第１４回（平成２５年９月４日） 合意 
 「花見川地区中学校の統合に関する要望書」  

●第１０回（平成２５年１月３０日） 合意 
 「中学校の統合場所を、第一中とする」 

   平成２５年９月１０日に教育長へ提出 
 
その後・・ 
小学校統合について協議が続き、統合時期を平成２９年４月、
統合場所を第一小とすることで合意し、小学校統合に関する要
望書を平成２６年３月２４日に教育長へ提出  
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統合に関する要望書の提出  

平成２５年９月４日  

要望書 
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「統合の要望書」の主な内容 

 

１ 組み合わせ 

  花見川第一中学校と花見川第二中学校の統合。 

２ 統合時期   

  平成２７年４月１日に開校する。 

３ 場所 

  現花見川第一中学校の位置とする。 

  改修工事は「居ながら施工」とする。 
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「統合の要望書」の主な内容 

４ 教室環境整備 

 ・施設設備面において、機能的に新設校と同等程度  

  の整備を行う。 

 ・県に教員の統合加配要望を行うとともに、統合に伴   

     う非常勤教員等も基準に沿って適正に配置する。 

５ 校名、校歌、校章等   

 ・地元の意見を十分尊重して決定する。 

６ 跡施設活用 

 ・本協議会において別途要望書として取りまとめ、 

  あらためて提出する。 
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千葉市立

柏井小

千葉市立

花見川第二小

千葉市立

花見川第二中

千葉市立

花見川第一中

通学区域 
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統合による生徒数・学級数の推計 
※１年生は３５人学級編制、他学年は３８人学級編制で算出 

※特別支援学級の生徒数は、推計に含まない 

        

      ※ＬＤ等通級指導教室（第二中）も統合校へ存続する 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

３年生 154 158 169 145 155 130

２年生 158 169 145 155 130 132

１年生 169 145 155 130 132 123

計 481 472 469 430 417 385

３年生 5 5 5 4 5 4

２年生 5 5 4 5 4 4

１年生 5 5 5 4 4 4

普通学級 15 15 14 13 13 12

特別支援学級 1 1 1 1 1 1

計 16 16 15 14 14 13

生
徒
数

学
級
数
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 統合に伴う教育環境の整備 

１ 教員の加配 

 ・教員２名配置、期間は３年間 

２ 学校施設・設備の整備 

 ・機能的に新設校と同等程度の整備を実施  

 ・大規模改修を基本に、リニューアルを実施 
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統合に向けた準備の状況 

２ 委員の構成 
 （１）地域代表   
    青少年育成委員会会長 
 （２）学校代表   
    校長、教頭、教務主任 
 （３）保護者代表   
    ＰＴＡ会長、副会長 
 （４）教育委員会 所管課 
    総務課、学校施設課、学事課、教職員課、指導課 
    保健体育課、企画課 (事務局)  

〇統合準備会の設置 
１ 役割 
   統合による新設校への円滑な移行に向けて、検討内容に 

     ついて協議するとともに、情報の共有化を図る。 
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３ 統合準備会の開催 
     第１回：平成２５年 １２月 

  第２回：平成２６年  ２月 

  第３回：   〃    ７月 

  第４回：   〃   １０月    

  第５回：平成２７年  ２月（予定） 

※「統合準備会だより｣を、地域の小中学校、 

 幼稚園・保育所のお子様を通して保護者の皆様 

 に配布しています。また、千葉市教育委員会 

 企画課のホームページで公開しています。 

統合にむけた準備の状況 
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統合に向けた準備の状況 

○制服の決定 
小学生、保護者へのアンケートや、両中学校の 
生徒会役員の意見を 
参考に決定。 
  

（男子） 
ブレザータイプ 
 

（女子） 
セーラー襟の 

    ブレザータイプ  
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統合に向けた準備の状況 

○両校生徒の交流活動 

  ・部活動が合同練習を実施。また、野球部が 

  １年生大会で、合同チームを結成。 
 ・地域の行事に一緒に参加。 
 ・両校の生徒会役員が話し合い。 
 

 ○教育課程の編成 
 ・来年度の主な学校行事の日程が決定。 
  （３年修学旅行、２年自然教室、体育祭、 
   合唱コンクールなど） 
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統合に向けた準備の状況 

 
○諸団体の統合に向けた準備 
   
 ・ＰＴＡ、保護者会の統合 
 
 ・青少年育成委員会の統合 
 
 ・青少年相談員連絡協議会の統合 
 
 ・学校体育施設開放運営委員会の統合  など 
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 統合校の校名選定 

  校名アンケートの実施 
 

   １ 対象    
  花見川第一中学校・花見川第二中学校 
  花見川第一小学校・花見川第二小学校 
  花見川第三小学校・柏井小学校・花島小学校   

  小・中学校の保護者及び花見川地区住民 
 

 ２ 期間   平成２６年５月１２日～３０日 
 

 ３   回答者  ２０１人  
 

 ４   校名案  ２４６件   
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 学校名   

  千葉市立花見川中学校（仮称） 
アンケート結果  案数１８６件 

計

186

21

4

3

3

花見川中学校

花島中学校

花見ケ丘中学校

はなみがわ中学校

花見川桜中学校

校　名　案

統合校の校名選定 
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改修工事スケジュール(予定) 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

第一中
通常使用 通常使用 　　統合校の校舎として既存の校舎を使用

（設計期間）
業者選定

・契約等

準備期間

耐震・改修
工事

改修工事

第二中
通常使用 通常使用

跡施設

統
合
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１ 施設の耐震改修  
  ・耐震性のない校舎、体育館の耐震補強 

２ 施設のバリアフリー化 
    ・エレベーター設置、段差解消等 

３ 施設の機能改善 
  ・教室照度の改善、トイレ改修 (床ドライ化）      

４ 施設建物の老朽改修 
  ・老朽化した施設や設備機器の機能回復 

５ その他  
    ・防火シャッターの安全措置、換気設備の設置等 

   ・メモリアルスペースの整備        
 

主な改修内容 
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以上で、 

「花見川第一中学校と花見川第二中学校の統合校 」 

  の概要説明を終わりにします。 
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