
修正履歴
修正内容 ページ 項目 修正前 修正後

平成27年11月 「施設整備方法の変更」に伴う修正 大規模改修 改築
・統合時の校舎の使用期間等の変更
　中野神明小・新山小の統合新校が新山小校舎を
使用する期間

平成29･30年度 平成29年度～平成32年度夏頃まで

　多田小・新山小の統合新校が現多田小学校校舎
を使用する期間

平成29･30年度 平成29年度～平成32年度

　多田小・新山小の統合新校が新山小校舎を使用
する期間

平成31･32年度 平成33･34年度

　大和小・若宮小の統合新校が若宮小校舎を使用
する期間

平成29･30年度 平成29年度～平成32年度夏頃まで

・第四中・第八中の統合新校が統合時に使用する
校舎の位置

若宮小 第四中（平成33・34年度）、平成35年度からは若宮
小

・以下文言修正 15 （2）① 大規模改修 改築
15 ② 大規模改修 改築
15 ④ 大規模改修 改築
16 ⑦ 　統合新校は、大和小学校と若宮小学校の統合・移転

後、現在の若宮小学校の位置に統合新校の校舎を改
築し、設置します。

　統合新校は、大和小学校と若宮小学校の統合・
移転後、現在の若宮小学校の位置に設置します。
　なお、統合の時点では、第四中学校(仮校舎)の位
置とし、統合新校の校舎の改築工事が終了した
後、新校舎へ移転します。

17 （1）① 大規模改修 改築
20 （2）① 大規模改修 改築
29 （3）① 　統合新校の設置場所は、大和小学校と若宮小学校

が統合した後、統合新校の通学区域のほぼ中央にあ
る若宮小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。

　統合新校の通学区域のほぼ中央にあり、大和小
学校と統合する若宮小学校の位置としますが、統
合の時点では、現在の第四中学校（仮校舎）とし、
統合新校の校舎の改築工事が終了した後、新校舎
へ移転します。

30 ④ 　統合新校の校舎は、大和小学校と若宮小学校の統
合後、若宮小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33年3月末に第四中学校、第八
中学校を閉校し、同年4月に統合新校を開校します。

　平成33年3月末に第四中学校、第八中学校を閉
校し、同年4月に統合新校を開校します。

31 （4）① 大規模改修 改築
39 図18 下図【図18修正前】のとおり 下図【図18修正後】のとおり

【図18修正前】

【図18修正後】　網掛けが修正部分

大規模改修 改築
中野神明小学校・新山小学校の新校舎への移転時期
平成31年度

平成32年の夏頃

多田小学校・新山小学校の新校舎への移転時期
平成33年度

平成35年度

大和小学校・若宮小学校の新校舎への移転時期
平成31年度

平成32年の夏頃

第四中学校・第八中学校の統合
平成33年度に若宮小の位置

統合時の校舎は第四中学校
平成35年度に若宮小の位置に移転

平成28年11月 「特別支援教室にかかる巡回指導拠点校（上高田
小学校）の変更」に伴う修正

39 図18 下図【図18修正前】のとおり 下図【図18修正後】のとおり

【資料1】統合
と通学区域変

更のスケ
ジュール

種別 特別支援学級名 現在設置校
統合時の設置校
（学校の位置）

校舎改修等終了後

ひまわり学級 桃園小学校
桃園小・向台小統合新校
（仮校舎・向台小の位置）

桃園小の位置へ移転

神明学級 中野神明小学校
中野神明小・新山小統合新校
（仮校舎・新山小の位置）

中野神明小の位置へ移転

こだま学級 新井小学校
上高田小・新井小統合新校
（仮校舎・上高田小の位置）

新井小の位置へ移転

やまと学級 大和小学校
大和小・若宮小統合新校
（仮校舎・若宮小の位置）

大和小の位置へ移転

しらさぎ学級 西中野小学校
鷺宮小・西中野小統合新校
（第八中の位置）

―

四葉学級 第四中学校
第四中・第八中統合新校
（仮校舎・第四中の位置）

若宮小の位置へ移転

かみたかだ
通級指導学級

上高田小学校
平和の森小へ移転
（平成31年度）

―

はなみずき学級 若宮小学校
鷺宮小へ移転
（大和小・若宮小の統合時）

鷺宮小・西中野小統合新校
（第八中の位置）

知的
障害

情緒
障害
等

種別 特別支援学級名 現在設置校
統合時の設置校
（学校の位置）

校舎改修等終了後

ひまわり学級 桃園小学校
桃園小・向台小統合新校
（仮校舎・向台小の位置）

桃園小の位置へ移転

神明学級 中野神明小学校
中野神明小・新山小統合新校
（仮校舎・新山小の位置）

中野神明小の位置へ移転

こだま学級 新井小学校
上高田小・新井小統合新校
（仮校舎・上高田小の位置）

新井小の位置へ移転

やまと学級 大和小学校
大和小・若宮小統合新校
（仮校舎・若宮小の位置）

大和小の位置へ移転

しらさぎ学級 西中野小学校
鷺宮小・西中野小統合新校
（第八中の位置）

―

四葉学級 第四中学校
第四中・第八中統合新校
（若宮小の位置）

―

かみたかだ
通級指導学級

上高田小学校
平和の森小へ移転
（平成31年度）

―

はなみずき学級 若宮小学校
鷺宮小へ移転
（大和小・若宮小の統合時）

鷺宮小・西中野小統合新校
（第八中の位置）

知的
障害

情緒
障害
等



修正履歴
修正内容 ページ 項目 修正前 修正後

【図18修正前】

【図18修正後】　網掛けが修正部分

「第三中学校・第十中学校基本構想・基本計画策
定」に伴う新校舎（第十中の位置）への移転時期の
変更

平成32年度移転 平成33年度移転

平成29年4月 上高田小学校・新井小学校の統合時に併せた白
桜小学校への通学区域変更の取りやめについて

４．（３）上高田小学校、白桜小学校の通学区域変
更・・・・-２５-

「４．（３）上高田小学校、白桜小学校の通学区域変
更・・・・-２５-」を削除

13 ２（２）
①

通学区域の見直しをする学校①小学校～ 通学区域の見直しをする学校①小学校から「上高
田小学校」、「白桜小学校」を削除

13 ２（３） なお、上高田小学校と白桜小学校の通学区域変更
は、上高田小学校と新井小学校の統合にあわせて、
～

「上高田小学校と白桜小学校の通学区域変更は、
上高田小学校と新井小学校の統合にあわせて、」
を削除

14 ２（３） 通学区域変更と時期＜平成32年度実施＞①上高田
小学校、新井小学校

通学区域変更と時期＜平成32年度実施＞①上高
田小学校、新井小学校の項目を削除

24 4 なお、上高田小学校と白桜小学校の通学区域変更の
うち、西武新宿線以南の～変更します。

「なお、上高田小学校と白桜小学校の通学区域変
更のうち、西武新宿線以南の～変更します。」の一
文を削除

25 （２）② 通学区域
上高田五丁目

上高田二・三・四・五丁目

25 （３） 上高田小学校、白桜小学校の通学区域変更 上高田小学校、白桜小学校の通学区域変更の項
目を削除

26 図９ 下図【図９修正前】のとおり 下図【図９修正後】のとおり

　　　　【図９修正前】 　　　　　【図９修正後】

41 11（1） 統合する学校及び統合にあわせ通学区域変更する学
校

統合する学校及び統合にあわせ通学区域変更す
る学校から「白桜小」を削除

３２年度　通学区域変更
・上高田小と白桜小
※上高田小と新井小の統合にあわせて変更

全削除

Ｂ　平成32年度　上高田小から白桜小

【資料1】統合
と通学区域変

更のスケ
ジュール目次

【資料１】統合
と通学区域変
更のスケ
ジュール
【資料4】通学
区域変更の地

図

Ｂを削除
ＣをＢに変更

種別

情緒

障害

等

かみたかだ

通級指導学級
上高田小学校

平和の森小へ移転

（平成31年度）

知的

障害

四葉学級 第四中学校

はなみずき学級 若宮小学校
鷺宮小へ移転

（大和小・若宮小の統合時）

（仮校舎・第四中の位置）

しらさぎ学級
鷺宮小・西中野小統合新校

（第八中の位置）
西中野小学校

特別支援学級名

ひまわり学級

神明学級

こだま学級

やまと学級

統合時の設置校

（学校の位置）

桃園小・向台小統合新校

（仮校舎・向台小の位置）

中野神明小・新山小統合新校

（仮校舎・新山小の位置）

上高田小・新井小統合新校

（仮校舎・上高田小の位置）

大和小・若宮小統合新校

（仮校舎・若宮小の位置）

現在設置校

桃園小学校

中野神明小学校

新井小学校

大和小学校

校舎改修等終了後

桃園小の位置へ移転

中野神明小の位置へ移転

新井小の位置へ移転

大和小の位置へ移転

―

第四中・第八中統合新校
若宮小の位置へ移転

―

鷺宮小・西中野小統合新校

（第八中の位置）

種別

平和の森小へ移転

知的

障害

ひまわり学級 桃園小学校
桃園小・向台小統合新校

（仮校舎・向台小の位置）
桃園小の位置へ移転

神明学級

こだま学級 新井小学校
上高田小・新井小統合新校

（仮校舎・上高田小の位置）
新井小の位置へ移転

情緒

障害
等

かみたかだ
通級指導学級

上高田小学校
江古田小へ移転
（上高田小・新井小の統合時）

四葉学級

鷺宮小・西中野小統合新校
（第八中の位置）

やまと学級 大和小学校
大和小・若宮小統合新校

（仮校舎・若宮小の位置）

しらさぎ学級 西中野小学校
鷺宮小・西中野小統合新校

（第八中の位置）

中野神明小学校
中野神明小・新山小統合新校

（仮校舎・新山小の位置）

若宮小の位置へ移転

特別支援学級名 現在設置校
統合時の設置校

（学校の位置）

第四中学校
第四中・第八中統合新校
（仮校舎・第四中の位置）

はなみずき学級 若宮小学校
鷺宮小へ移転
（大和小・若宮小の統合時）

大和小の位置へ移転

―

中野神明小の位置へ移転

校舎改修等終了後

統合新校の位置

新井小
上高田小

上高田小から白桜小へ変更

白桜小

統合新校の位置

新井小 上高田小



修正履歴
修正内容 ページ 項目 修正前 修正後

平成30年8月 平成３１年度通学区域の変更の一部見直し 小見出しの頁番号を削除。中見出しの字体を明朝
からゴシックに変更。中見出し、大見出しを太字に
変更。

５．第四中学校、第八中学校の通学区域内の再
編・・・・-２７-

「（６）鷺宮小学校、上鷺宮小学校の通学区域の変
更」を追加

（６）鷺宮小学校、西中野小学校の統合 （６）を（７）に変更
７．北中野中学校の通学区域内の再編・・・・-３５－ 「（２）鷺宮小学校、上鷺宮小学校の通学区域の変

更（再掲）」を追加
13 ２（２）

①
通学区域の見直しをする学校①小学校 通学区域の見直しをする学校①小学校に「鷺宮小

学校、上鷺宮小学校」を追加
14 ２（３） ＜平成31年度実施＞

①　谷戸小学校、桃花小学校
②　第四中学校、緑野中学校、中野中学校
③　第五中学校、中野中学校
④　第八中学校、北中野中学校

＜平成31年度実施＞
①　谷戸小学校、桃花小学校
②　鷺宮小学校、上鷺宮小学校
③　第四中学校、緑野中学校、中野中学校
④　第五中学校、中野中学校
⑤　第八中学校、北中野中学校
（※「②　鷺宮小学校、上鷺宮小学校」を追加）

14 ２（３） ④　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、鷺宮小学校、西中
野小学校の通学区域を第八中学校の通学区域に変
更します。・・・

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、西中野小学校
の通学区域と鷺宮小学校の通学区域のうち鷺宮四
丁目を第八中学校の通学区域に変更します。・・・

28 ５（２） (２)　第八中学校の通学区域変更
　北中野中学校の通学区域のうち、鷺宮小学校及び
西中野小学校の通学区域を第八中学校の通学区域
に変更します。・・・

(２)　第八中学校の通学区域変更
　北中野中学校の通学区域のうち、西中野小学校
の通学区域と鷺宮小学校の通学区域のうち鷺宮四
丁目を第八中学校の通学区域に変更します。・・・

29 図１１ 下図【図１１修正前】のとおり 下図【図１１修正後】のとおり
　　　　【図１１修正前】 　　　                      　【図１１修正後】

30 図１２ 下図【図１２修正前】のとおり 下図【図１２修正後】のとおり
　　　　【図１２修正前】 　　　　                      【図１２修正後】

32 ５ 「(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。

目次



修正履歴
修正内容 ページ 項目 修正前 修正後

32 ５（６） （６）を（７）に変更
33 ５（６）

②
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、上鷺宮一・二丁目となります。

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。
（※「上鷺宮一・二丁目」を削除）

34 図１４ 下図【図１４修正前】のとおり 下図【図１４修正後】のとおり
　　　　【図１４修正前】 　　　　                      【図１４修正後】

35 ７ 　北中野中学校の通学区域は、・・・。これを解消する
ため、北中野中学校の通学区域を変更します。

　北中野中学校の通学区域は、・・・。これを解消す
るため、北中野中学校の通学区域及び鷺宮小学校
の通学区域を変更します。

35 ７（１） （１）　北中野中学校の通学区域変更
　北中野中学校の通学区域のうち、鷺宮小学校及び
西中野小学校の通学区域を第八中学校の通学区域
に変更します。・・・

（１）　北中野中学校の通学区域変更
　北中野中学校の通学区域のうち、西中野小学校
の通学区域と鷺宮小学校の通学区域のうち鷺宮四
丁目を第八中学校の通学区域に変更します。・・・

35 ７ 「 (2)　鷺宮小学校、上鷺宮小学校の通学区域の変
更（再掲）
　　　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。」を追加

35 図１５ 下図【図１５修正前】のとおり 下図【図１５修正後】のとおり
　　　　【図１５修正前】 　　　　【図１５修正後】

41 １１
（２）

(２)　通学区域変更のみの学校
　　＜谷戸小、桃花小、第四中、第五中、第八中、北中
野中、緑野中、中野中＞

(２)　通学区域変更のみの学校
　　＜谷戸小、鷺宮小、上鷺宮小、桃花小、第四
中、第五中、第八中、北中野中、緑野中、中野中＞
（※鷺宮小、上鷺宮小を追加）

３１年度　通学区域変更 「・鷺宮小と上鷺宮小」
を追加

⑧北中野中から第八中へ変更 ⑧鷺宮小から上鷺宮小へ変更

【資料１】統合
と通学区域変
更のスケ
ジュール
【資料4】通学
区域変更の地

図


