
明桜中学校サブファミリーブロック小学校

適正配置検討協議会がスタートしました！ 
平成26年 6月 24日（火）豊島ふれあい館にて、明桜中学校サブファミリーブロック

小学校適正配置検討協議会（以下「協議会」という。）が発足しました。第１回協議会では、

以下の事項を決定しました。 

平成24年２月に教育委員会が策定した「東京都北区立学校適正配置計画」に基づき、小学校の適正配置、

新しい学校づくりなどについて協議する組織です。 

本協議会の適正配置検討対象校は、王子第一小学校、豊川小学校、柳田小学校、としま若葉小学校です。 

今後は、ブロック内の学校数や学校の配置、適正配置の実施時期、新しい学校づくりに向けた協議体制な 

どについて協議します。 

協議会とは・・・ 

明桜中学校サブファミリーブロック 

小学校適正配置検討協議会 
第１号（平成26年 7月発行） だより

第2回協議会につきましては、日程及び場所が決まり次第、お知らせい 

たします。傍聴はどなたでも可能です。 

１ 協議会の設置要綱を定め、委員の構成は、ブロック内の町会・自治会等推薦委員15
名、小中学校ＰＴＡ推薦委員14名、小中学校長5名及び教育委員会事務局職員２
名の計36名としました。 

２ 互選により、座長には、豊島三丁目町会の鈴木委員、副座長には、王子一丁目町会
の長岡委員がそれぞれ選出されました。 

３ 協議会は公開とし、どなたでも傍聴できることとしました。 
また、傍聴に関し必要な事項も定めました。 

４ 協議会を円滑に運営するための論点整理や資料精査等を行うため、幹事会を設置す
ることとしました。構成は、座長及び副座長、町会・自治会等推薦委員から2名、
小学校ＰＴＡ推薦委員から 4 名、小学校長 4 名及び教育委員会事務局職員 2 名の
計14名としました。 

≪ 事務局 ≫

 北区教育委員会事務局 
  学校適正配置担当課 
  ℡ 3908-9271 

協議会だより、議事要録等は、北区ホームページ

に掲載します。また、王子地域振興室及び豊島地域

振興室並びに学校適正配置担当課（北区役所第二庁

舎２階）でも閲覧いただけます。 



平成26年9月4日（木）北とぴあにおいて、第2回明桜中学校サブファ

ミリーブロック小学校適正配置検討協議会（以下「協議会」という。）を開催

しました。 

協議会では、ブロック内の小学校数を協議するにあたり、幹事会で整理さ

れた『一定規模の確保』、『通学距離・通学上の安全確保』、『学校施設』、『地

域との関連性』、『防災面』の５つの論点などについて事務局からの説明後、

協議を行いました。 

協議の結果、今後の協議会では、通学区域や統合を想定した場合の学校の

組み合わせを考慮して、学校数について協議を行っていくこととしました。 

また、協議に先立ち、委員の変更と辞退の申出があり、協議会にて承認さ

れました。 

  【新委員】 明桜中学校ＰＴＡ   吉川 裕治 会長 

  【辞 退】 都営王子五丁目アパート自治会 

平成24年２月に教育委員会が策定した「東京都北区立学校適正配置計画（平成25年11月一部改訂）」 

に基づき、小学校の適正配置、新しい学校づくりなどについて協議する組織です。 

本協議会の適正配置検討対象校は、王子第一小学校、豊川小学校、柳田小学校、としま若葉小学校です。 

今後は、ブロック内の学校数や学校の配置、適正配置の実施時期、新しい学校づくりに向けた協議体制な 

どについて協議します。 

協議会とは・・・ 

明桜中学校サブファミリーブロック 

小学校適正配置検討協議会 
第２号（平成26年 9月発行） だより

第３回協議会につきましては、日程及び場所が決まり次第、お知らせします。 

傍聴はどなたでも可能です。 

≪ 事務局 ≫

 北区教育委員会事務局 
  学校適正配置担当課 
  ℡ 3908-9271 

協議会だより、議事要録等は、北区ホームページ

に掲載します。また、王子地域振興室及び豊島地域

振興室並びに学校適正配置担当課（北区役所第二庁

舎２階）でも閲覧いただけます。 



平成26年12月8日（月）北とぴあにおいて、第3回明桜中学校サブフ

ァミリーブロック小学校適正配置検討協議会（以下「協議会」という。）を開

催しました。 

協議会では、学校適正配置担当課長から、「本ブロックにおける児童数は東

京都の最新の児童数推計やブロック内の未就学児の居住状況などを考慮する

と今後も増加傾向にあり、各校の通学区域を変更することにより、ブロック

内の小学校数を４校としても各校で適正規模を確保することが可能となった

ために、学校適正配置計画の一部改訂を行った。」ことが説明されました。 

この改訂も踏まえた協議の結果、本ブロックの「小学校数」について、以

下のとおりまとまりました。 

今後は、『通学区域のあり方』や『実施時期』等について協議する予定です。

また、協議に先立ち、委員の変更の申出があり協議会にて承認されました。 

  【新委員】 王子第一小学校ＰＴＡ  佐藤 郁 副会長 

明桜中学校サブファミリーブロック 

小学校適正配置検討協議会 
第３号（平成26年 12月発行） だより

≪ 事務局 ≫

 北区教育委員会事務局 
  学校適正配置担当課 
  ℡ 3908-9271 

協議会だより、議事要録等は、北区ホームページ

に順次掲載します。また、王子地域振興室及び豊島

地域振興室並びに学校適正配置担当課(※)でも閲

覧いただけます。 

通学区域の変更を前提に、 
本ブロックの小学校数は、４校とする。 

協議会とは・・・ 

平成24年２月に教育委員会が策定した「東京都北区立学校適正配置計画（平成25年11月、平成26 

年 11月一部改訂）」に基づき、小学校の適正配置、新しい学校づくりなどについて協議する組織です。 

本協議会の適正配置検討対象校は、 

王子第一小学校、豊川小学校、柳田小学校、としま若葉小学校 です。 

協議会とは・・・ 

※ 学校適正配置担当課は、平成27年1月5日より滝野川分庁舎で業務を行います。 
  北区役所滝野川分庁舎 （滝野川2-25-10 旧滝野川中学校 ／ 電話番号は変わりません） 



平成 27 年 3 月 2 日（月）北とぴあにおいて、第 4 回明桜中学校サ

ブファミリーブロック小学校適正配置検討協議会を開催しました。 

協議会では、通学区域の変更について協議を行いました。 

協議の結果、平成 29 年 4 月に通学区域の変更を行うことを目途に、

平成27年10月までに協議会での通学 

区域案の決定を目指して、協議を進めて 

いくこととまとまりました。 

また、通学区域の変更案については、 

事務局から３案が示され、協議の結果、 

今後の協議のタタキ台として試案を一本 

化しました。 

第５回協議会については、日程及び場所が決まり次第、お知らせ

します。傍聴はどなたでも可能です。 

明桜中学校サブファミリーブロック 

小学校適正配置検討協議会 
第４号（平成27年 3月発行） だより

≪ 事務局 ≫ 

北区教育委員会事務局 
 学校適正配置担当課 
 ℡ 3908-9271 

協議会だより、議事要録等は、北区ホー

ムページに順次掲載します。また、王子地

域振興室及び豊島地域振興室並びに学校適

正配置担当課(北区役所滝野川分庁舎４階)

でも閲覧いただけます。 

平成 24年２月に教育委員会が策定した 「東京都北区立学校適正配置計画 

（平成 25年 11月、平成 26年 11月一部改訂）」に基づき、小学校の適 

正配置、新しい学校づくりなどについて協議する組織です。 

本協議会の適正配置検討対象校は、 

王子第一小学校、豊川小学校、柳田小学校、としま若葉小学校 です。 

協議会とは・・・ 



平成 27 年５月 2８日（木）北とぴあにおいて、第５回明桜中学校サ

ブファミリーブロック小学校適正配置検討協議会を開催しました。 

協議会では、事務局から第４回協議会で一本化した通学区域の変更案

や児童数及び学級数の動向などが示され、前回に引き続き、通学区域の

変更について協議を行いました。 

第６回協議会では、引き続き、通学区域の変更について協議していき

ます。 

また、協議に先立ち、委員の変更と辞退の申し出があり、協議会にて

承認されました。 

【新委員】 柳田小学校ＰＴＡ 島岡 圭司 副会長 

【新委員】 北区教育委員会事務局学校適正配置担当部長 木村 浩 

【辞 退】 王子六丁目国家公務員宿舎 

第６回協議会は、平成27年6月30日（火）午後７時より北とぴあ

カナリアホールで開催いたします。傍聴はどなたでも可能です。 

明桜中学校サブファミリーブロック 

小学校適正配置検討協議会 
第５号（平成27年６月発行） だより

≪ 事務局 ≫ 

北区教育委員会事務局 
 学校適正配置担当課 
 ℡ 3908-9271 

協議会だより、議事要録等は、北区ホー

ムページに順次掲載します。また、王子地

域振興室及び豊島地域振興室並びに学校適

正配置担当課(北区役所滝野川分庁舎４階)

でも閲覧いただけます。 

平成 24年２月に教育委員会が策定した 「東京都北区立学校適正配置計画 

（平成 25年 11月、平成 26年 11月一部改訂）」に基づき、小学校の適 

正配置、新しい学校づくりなどについて協議する組織です。 

本協議会の適正配置検討対象校は、 

王子第一小学校、豊川小学校、柳田小学校、としま若葉小学校 です。 

協議会とは・・・ 



平成 27 年 6月 30 日（火）北とぴあにおいて、第６回明桜中学校サブフ

ァミリーブロック小学校適正配置検討協議会を開催しました。 

協議会では、「通学区域の変更について」協議を行うとともに、これまでの

協議会での合意を踏まえ、以下のとおり協議会方針を決定いたしました。 

なお、平成28年度中に入学した児童は、入学した小学校で卒業できます。 

 明桜中ブロック   検索 

明桜中学校サブファミリーブロック 

小学校適正配置検討協議会 
【最終号】第６号（平成27年７月発行） だより

今回をもって、平成26年 6月から協議を行 

ってきました本協議会は解散いたしました。 

これまでご協力いただきました町会・自治会、

学校関係者の皆さまに心より感謝を申し上げま 

す。ありがとうございました。 

ご協力ありがとうございました 

≪ 事務局 ≫ 
 北区教育委員会事務局 
  学校適正配置担当課 
 ℡ 3908-9271 

※ 協議会だより、議事要録等は、北区ホームページに順次掲載します。また、王子地域振興室及び 
豊島地域振興室並びに学校適正配置担当課(北区役所滝野川分庁舎４階)でも閲覧いただけます。 

●明桜中学校サブファミリーブロックにおける小学校の数は４校とする。

●明桜中学校サブファミリーブロックにおける小学校の通学区域を平成 

２９年４月１日に変更することとし、通学区域は以下のとおりとする。 

・王子第一小学校の通学区域は、王子５丁目（１～４番を除く）、 

王子６丁目（２～６番を除く）、豊島８丁目とする。 

・豊川小学校の通学区域は、豊島３丁目、豊島４丁目、豊島６丁目１～７番、 

豊島７丁目とする。 

・柳田小学校の通学区域は、王子１丁目、王子６丁目２～６番、豊島１丁目、 

豊島２丁目とする。 

・としま若葉小学校の通学区域は、豊島５丁目、豊島６丁目（１～７番を除く） 

とする。 

※本協議会は協議会方針の決定をもって解散する。 

協議会方針 

明桜中学校サブフ
ァミリーブロック
小学校適正配置検
討協議会ホームペ
ージＱＲコード 




