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市民のみなさまのご意見をお聞かせください！

まちだの新たな学校づくりに関するご意見を募集します
～未来の町田っ子に新たな夢をつなぐために～
町田市教育委員会は、2020 年 5 月に「まちだの新たな学校づくり審議会」を設置して、学校
統廃合を含めた新たな通学区域と、学校統廃合を行う場合などにおいて新校舎を建設する際の新た
な学校づくりのあり方を考えてつくる「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」
（以下「推進計
画」）を策定するための議論を開始しました（2 ページ参照）。
審議会で議論する新たな通学区域は、児童・生
徒数の減少や学校施設の老朽化などの環境変化
「未来の町
（図 1、図 2 参照）に対応しながら、
田っ子」により良い教育環境をつくるために、学
校統廃合を含めた通学区域の見直しという「将
来の現実」を見据えた議論をしていきます。
その一方で、新たな学校づくりのあり方は、学
校統廃合時に建設する「未来のまちだの学校」を
どのような学校にしていくのかという「将来の
夢」を語る議論をしていきます。
その夢は、新たな学校で学ぶ「未来の町田っ
子」とその保護者の夢であることはもちろんの
こと、町田市立学校を核として地域で生きる市
民の皆様や卒業した町田っ子とその保護者にと
っても新たな夢となるものであり、その夢はさらに次の世代へとつないでいくものになるはずです。
この 2 つの議論をより丁寧に行うために、小学校 2 年生、中学校 2 年生の保護者を対象に実施
するアンケート調査だけではなく、アンケート調査の対象としていない学年の保護者や、市民の皆
様にも「新たな通学区域（アンケート調査案）
」
（3 ページ参照）をご覧いただいたうえで、アンケー
ト調査と同様の方法でご意見をうかがうことにいたしました。
まちだの新たな学校づくりのあり方について、ぜひ皆様のご意見をお寄せください。

2020 年 6 月
まちだの新たな学校づくり審議会
■ご意見を提出するうえでの注意点
① 意見募集は、Web フォーム（Google フォーム）を使用します。
ご意見の提出方法は、4 ページの「まちだの新たな学校づくりに関する意見募集 Web
フォームからの意見提出方法」をご確認ください。
② Web フォームにアクセスすることができない場合や、ご意見を自由な形式で提出されたい
場合には、下記の担当に電子メールまたは郵送でご意見をご提出ください。
③ ご意見は 7 月 10 日（金）までに提出をお願いします。
【問い合わせ先】
町田市森野 2-2-22 町田市役所
町田市教育委員会 学校教育部教育総務課総務係
電子メール：mcity4500@city.machida.tokyo.jp
電話：042-724-2172
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みんなで考えよう！
新しいまちだの学校！

「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」ってなんだろう？
まちだの新たな学校づくり審議会（町田市立学校適正規模・適正配置等審議会）では、2019
年度に「町田市立学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方」と呼んでいる学校統廃合を含め
た通学区域を見直すためのルールについて、議論を重ねてきました。
その議論では、「学校統廃合の議論について、学校統廃合を目的とするのではなく、未来の町田
っ子により良い教育環境をつくるために新たに教育環境をデザインし直す、学校と地域の連携体
制を強化する絶好の機会と考えよう」と前向きな議論を交わしてきました。
特に新たな教育環境のデザインについては、様々な教育活動や児童・生徒数の増減に対応する
ための教室数の確保や体育館や校庭の広さの確保といったハード面だけではなく、教員の負担軽
減のための支援人材の配置といったソフト面も含めたゆとりある教育環境づくりにまで議論が及
びました。
今回の審議会では、教育委員会から 2019 年度の議論の経過を受けて、学校統廃合を含めた通
学区域の見直しの議論のみならず、学校統廃合時に建設する未来の町田市立学校における
「学校教育の場としてのあり方（未来の学校教育の変化に対応できる学校施設のあり方）」
「市民生活の拠点（例：防災、地域活動、スポーツや生涯学習の拠点）としてのあり方」
「放課後活動の拠点（例：学童保育、放課後子ども教室、部活動など）としてのあり方」
を見据えた新たな学校づくりのあり方を検討し、学校統廃合を契機とした新たな学校づくりを
計画的に推進するために策定する「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」について議論を開
始しています。
「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」の議論は、未来の町田っ子とその保護者はもちろ
んのこと、市民の皆様にとっても大切な議論です。まちだの新たな学校づくりに期待することに
ついて、ぜひご意見をお寄せください。
（参考）町田市公共施設再編計画における町田市立学校のイメージ
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町田市立学校新たな通学区域（アンケート調査案）について
今回お示しする「町田市立学校の新たな通学区域（アンケート調査案）
」は、未来の町田っ子によ
り良い教育環境をつくるために、今から 20 年先（2040 年度）を見据えて検討を行う、学校統廃
合を含めた町田市立小・中学校の通学区域について、広くご意見をお聞きしながら審議会での検討
に着手するためにお示しするアンケート調査案になります。
学校統廃合（通学区域の統合）を行った場合の学校の位置は、子ども達の通学環境（通学時間、
登下校時の安全など）にとって重要な要素であることから、地域の実情を把握するためにアンケー
ト調査とこの意見募集でご意見をお聞きしたうえで、2020 年 10 月以降の審議会において検討す
ることにしました。そのため、通学区域統合の検討対象校の組み合わせを「○○小学校＋○○小学
校」という形でお示ししています。
また、通学区域統合の検討対象校以外に、通学区域の見直しを検討する箇所については、4 ペー
ジでご案内している町田市ホームページにアンケート調査案をお示ししています。学校統廃合を含
めた通学区域の見直しをすすめるうえでどのような配慮が必要か、ぜひご意見をお寄せください。
町田市立学校の新たな通学区域案（2040 年度）一覧表
（注）地区の区分は、原則として各校の母体校が所在する地区で区分しています。ただし、通学区域統合の検討対象校が地区をまたが
る場合、母体校が所在する地区とは異なる地区に掲載している場合があります。

通学区域(中学校区)
1 堺中学校
堺
＋武蔵岡中学校
地
区 2 小山中学校

忠
生
地
区

3 忠生中学校
＋小山田中学校

4 木曽中学校
5 鶴川中学校

鶴 6 鶴川第二中学校
川
地
区 7 真光寺中学校
8 金井中学校
＋薬師中学校
9 町田第一中学校

町
田
地
区

南
地
区

10

町田第二中学校

11

南大谷中学校

12

町田第三中学校
＋山崎中学校

13

南中学校

14

つくし野中学校

15

成瀬台中学校

16

南成瀬中学校

通学区域(小学校区)
1 相原小学校
＋大戸小学校
2 小山ヶ丘小学校
3 小山小学校
4 小山中央小学校
5 忠生小学校
＋山崎小学校
＋図師小学校
6 小山田小学校
＋小山田南小学校
7 忠生第三小学校
＋木曽境川小学校
8 鶴川第一小学校
＋大蔵小学校
9 鶴川第二小学校
＋鶴川第三小学校
10 三輪小学校
11 鶴川第四小学校
12 金井小学校
＋藤の台小学校
13 町田第一小学校
14 町田第四小学校
15 町田第二小学校
16 町田第六小学校
＋高ヶ坂小学校
＋南大谷小学校
17 町田第五小学校
18 町田第三小学校
＋本町田東小学校
＋本町田小学校
19 七国山小学校
20 南第一小学校
21 南第三小学校
＋南第四小学校
22 つくし野小学校
＋南つくし野小学校
23 鶴間小学校
24 成瀬台小学校
＋成瀬中央小学校
25 南第二小学校
＋南成瀬小学校
26 小川小学校

通学区域となる町区域
相原町
小山ヶ丘6丁目、小山ヶ丘4～5丁目の一部、小山町の一部
小山町の一部
小山ヶ丘1～3丁目、小山ヶ丘4～5丁目の一部、小山町の一部
図師町、忠生1～4丁目、根岸1～2丁目、根岸町、矢部町

小山田桜台1～2丁目、上小山田町、下小山田町、常盤町
木曽西1～5丁目、木曽東1～4丁目、木曽町
大蔵町、小野路町、野津田町の一部
鶴川1～2、6丁目、能ヶ谷1～7丁目、広袴町
三輪町、三輪緑山1～4丁目
真光寺1～3丁目、真光寺町、鶴川3～5丁目、広袴1～4丁目
金井1～8丁目、金井町、金井ヶ丘1～5丁目
藤の台3丁目、野津田町の一部、薬師台1～3丁目
原町田5～6丁目、中町1～4丁目
旭町1～3丁目、森野1～6丁目
原町田1～4丁目
高ヶ坂1～7丁目、東玉川学園3～4丁目、南大谷

玉川学園1～8丁目
藤の台1～2丁目、本町田

山崎1丁目、山崎町
金森4～5丁目、南町田1～5丁目
金森1～3、6～7丁目、金森東1～4丁目
小川6～7丁目、つくし野1～4丁目、南つくし野1～4丁目
鶴間1～8丁目
成瀬台1～4丁目、成瀬1～4丁目、西成瀬1～3丁目、
東玉川学園1～2丁目
成瀬5～8丁目、南成瀬1～8丁目
小川1～5丁目、成瀬が丘1～3丁目
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本意見募集にご協力いただきありがとうございます。Web フォームから下記の 3 つの手順で
ご意見をお寄せください。意見提出の期限は 2020 年 7 月 10 日（金）です。

Web フォームからの意見提出手順（手順１～3）
手順 1：まちだの新たな学校づくりに関する情報の確認
スマートフォンなどから下記の QR コードを読み取って町田市ホームページにアクセスし、「町田市立学
校の新たな通学区域（アンケート調査案）
」や新たな学校づくりに関する情報を確認します。
【町田市ホームページの QR コード】

※QR コードが読み取れない場合や、PC から
アクセスする場合は、インターネット上で
下記のキーワードで検索してください。

【検索キーワード】

読み取り！

町田市 新たな学校づくり 意見募集

検索

手順 2：意見募集 Web フォームにアクセス
スマートフォンなどから下記の QR コードを読み取って Web フォーム(Google フォーム)にアクセスします。
【Web フォーム QR コード】

読み取り！
※QR コードが読み取れない場合や、PC からアクセスする場合は、
下記の URL アドレスをアプリやブラウザに入力してアクセスしてください。
■URL アドレス： https://forms.gle/3gL8JVwGvfjgWuC16
※Web フォームにアクセスすることができない場合や、ご意見を自由な形式で提出されたい場合には、1 ページの
「ご意見を提出するうえでの注意点」の②でご案内している方法でご意見をご提出ください。

手順 3：Web フォームの設問に回答
表示される設問に回答し、すべての設問の回答が終わると表示される画面で「送信」をタップ（クリッ
ク）します。
「送信」をタップ（クリック）すると
回答が完了します。
※送信した回答は変更することができません。

「回答を記録しました。
」と表示されたら回答完了です。

【ご注意ください！】
「
（必須）
」と表示されている設問の回答欄を空欄のま
ま「次へ」をタップ（クリック）すると、空欄の設問
に戻り、右図のとおり「この質問は必須です」と表示
されます。必ず回答を入力してください。
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