
（１）豊橋市立小・中学校通学区域審議会の主な経過について 

            NO１ 

年 月 日 経          過 

 昭和43．３．30 ・通学区域審議会条例制定 
   43．４．１ 
   43．６．10 
   43．12．23 

・同条例施行 
・「市立小・中学校通学区域について」諮問 
・同上 中間答申 

   45．６．17 ・同上 答申 
 「通学区域の三原則」 １．学校規模の適正化 ２．通学の 
 安全確保 ３．通学区域の明確化 

   48．８．２ ・学校新設について 
   50．２．18 ・「昭和５４年度を目途とする豊橋市立小中学校全体計画の在  

 り方について」諮問 
   50．９．29 ・同上 答申（東部地区、南部地区に小中学校の新設を）  
   52．７．13 
 
   53．２．８ 

・「豊橋市立小・中学校通学区域について」（東部地区、南部  
 地区の小中学校の適正化について）諮問 
・同上 答申 

   55．11．４ ・大規模校解消案審議 
   56．９．28 
   56．11．17 

・過大規模校解消基本計画審議 
・過大規模校解消基本計画審議 

   57．９．28 ・過大規模校解消について審議 
   59．２．３ 
   59．３．30 

・「福岡地区新設小学校の通学区域について」諮問  
・同上 答申 

   60．10．４ ・豊岡中学校の過大解消について審議 
   62．１．27 ・豊岡中学校分離新設中学校の通学区域について審議  
   62．８．31 
   62．11．２ 

・牟呂小学校の過大解消について 
・牟呂小学校の状況報告について 

   63．７．15 
   63．９．２ 
 平成元．２．13 

・過大規模校の解消経過について 
・牟呂小学校の分離について 
・福岡東部地区新設小学校について 

   元．８．８ 
   元．９．22 
   元．11．11 
   元．12．12 
   ２．１．12 
   ２．２．14 

・過大規模校、小規模校の現状について 青陵中学校分離新設中学校の通学区域(諮問) 
・通学区域の再編成について 
・野依台、富士見台地区の現地視察 
・青陵中学校の過大規模校解消について 
・野依小学校の通学区域について 
・青陵中学校の現地視察 

   ２．７．18 
   ２．８．27 
 
   ２．９．20 
   ２．11．13 
 
   ３．１．16 

・過大規模校の解消、過大規模校・小規模校の現状について  
・青陵中学校の過大規模校解消、福岡東部地区新設小学校につ  
 いて 
・青陵中学校、福岡東部地区新設小学校の現地視察  
・青陵中学校の過大規模校解消、福岡東部地区新設小学校につ  
 いて 
・野依小学校の移転用地、青陵中学校の過大規模校解消、福岡  
 東部地区新設小学校について 

   ３．７．２ 
 
   ３．９．７ 
 
   ４．２．７ 

・岩西地区新設小学校、青陵中学校の過大規模校解消、野依小  
 学校の移転用地について 
・岩西地区新設小学校、青陵中学校の過大規模校解消、野依小  
 学校の移転用地視察 
・曙町字松並地区の通学区域の再編成、青陵中学校の現地説明  
 について 

   ４．６．30 
 
 
   ４．９．５ 

・岩西地区新設小学校、東部地区新設中学校、青陵中学校の分  
 離新設、小島町字西縄口地区の通学区域の変更、草間町・南  
 栄町通学区域の暫定措置について（諮問） 
・青陵中学校分離新設中学校用地、岩西地区新設小学校用地  
 東部地区新設中学校用地の視察 

 



    

                                    NO２ 

年 月 日 経          過 

 平成４．11．20 
 
 
   ５．２．24 

・青陵中学校の過大規模校解消、岩西地区新設小学校・東部地  
 区新設中学校の経過、草間町・南栄町に係る通学区域の暫定  
 措置について 
・草間町・南栄町に係る通学区域の暫定措置、岩西地区新設小  
 学校の通学区域について 

   ５．７．13 
 
 
   ５．９．28 
 
   ５．11．30 

・青陵中学校の分離新設、新西浜町、神野西町一丁目、神野ふ  
 頭町の通学区域、草間町・南栄町通学区域の暫定措置につい  
 て 
・つつじが丘小学校用地、青陵中学校分離新設中学校用地の視  
 察、青陵中学校分離新設中学校の通学区域について  
・青陵中学校分離新設中学校の通学区域について 

   ６．７．４ 
 
 
   ６．９．19 
 
   ６．11．25 
   ７．１．30 

・青陵中学校分離新設中学校の通学区域、草間町・南栄町通学  
 区域の暫定措置、東七根町字西宝地道の通学区域の変更につ  
 いて 
・青陵中学校分離新設中学校の通学区域（答申）、つつじが丘  
 小学校建設状況視察、青陵中学校分離新設中学校用地視察  
・草間町・南栄町通学区域の暫定措置について 
・草間町・南栄町通学区域の暫定措置解除（答申）  

   ７．７．18 
 
 
   ７．10．30 
   ８．２．14 

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成１３年度  
 までの児童生徒数見込み、過大規模校・小規模校の現状につ  
 いて 
・つつじが丘小学校区、東陵中学校用地視察 
・花田町字荒木、字中ノ坪、字絹田地区の通学区域再編成につ  
 いて 

   ８．７．15 
 
 
   ８．11．25 

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成１４年度  
 までの児童生徒数見込み、過大規模校・小規模校の現状、つ  
 つじが丘小学校通学区域内の中学校通学区域について  
・東陵中学校校舎等建設状況視察 

   ９．８．18 
 
 
 
   10．２．24 

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成１５年度  
 までの児童生徒数見込み、過大規模校・小規模校の現状、全  
 市通学区分図、つつじが丘小学校通学区域内の中学校通学区  
 域について 
・つつじが丘小学校の中学校通学区域について、西浜町（豊橋  
 前芝西部土地区画整理内）に係る告示改正について、新川小  
 学校改築計画について 

   10．７．14 
 
 
 
   10．８．19 
 
 
 
   11．２．16 

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成１６年度  
 までの児童生徒数見込み、大模校・小規模校の現状、全市の  
 通学区分、つつじが丘小学校の中学校通学区域改編について  
・つつじが丘小学校の中学校通学区域改編の答申について、通  
 学区域制度の運用に関する事例について（浜松市小規模特認  
 校制度、札幌市小規模特認校制度、埼玉県宮代町通学区域の  
 弾力的運用） 
・通学区域制度の弾力的運用について（他市の通学区域制度の  
 弾力的運用について、中央教育審議会の答申について、校区  
 外通学許可基準について） 

11．７．19 
 
 

12．２．23 
 

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成１７年度  
 までの児童生徒数見込み、大模校・小規模校の現状、全市の  
 通学区分について  
・他市町村の通学区域制度運用について、豊橋前田南土地区画  
 整理に係る告示改正について 

12．7．17 
 
 

 13．2．22 

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成１８年度  
 までの児童生徒数見込み、大模校・小規模校の現状、全市の  
 通学区分について  
・豊橋牟呂土地区画整理事業に係る告示改正について  



                               

                                    NO３ 

年 月 日 経          過 

    13．7．12 
 
   

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成１９年度  
 までの児童生徒数見込み、大模校・小規模校の現状、全市の  
 通学区分について 

   14．7．10 
 
 
   15．2．17 
    

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成２０年度  
 までの児童生徒数見込み、過大規模校・小規模校の現状につ  
 いて 
・吉田方小・中学校整備について、通学区域に係る課題につい  
て 

   15．7． 9 
 

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成２１年度  
 までの児童生徒数見込み、大模校・小規模校の現状について  

   16. 7. 13 
 
 

17. 3. 28 

・通学区域審議会の主な経過、分離新設の経過、平成２２年度 
 までの児童生徒数見込み、過大規模校・小規模校の現状につ  
 いて  
・通学区域に係る課題について、平成１７年度の取り組みについて  
 

17. 6. 27 
 
 
 

18. 1. 30 
 

18. 2. 14 
18. 2. 21 
18. 2. 28 
18. 3. 15 
18. 3. 30 

・通学区域審議会の主な経過、平成２３年度までの児童生徒数見  
込み、過大規模校・小規模校の現状について  

・通学区域に係る課題について  
・通学区域に関する市民意識調査について  
・通学区域に関するアンケート結果報告について  
 「通学区域のあり方について」諮問  
・通学区域のあり方について検討  
・通学区域のあり方について検討  
・通学区域のあり方について検討  
・答申案の検討  
・「通学区域のあり方について」答申  
 

18.10.10 
 

・通学区域審議会の主な経過、平成２4年度までの児童生徒数見込
みについて  

・通学区域の見直しについて 
 

19. 9.25 
 

・通学区域審議会の主な経過、平成２５年度までの児童生徒数見込
み、過大規模校・小規模校について  

・通学区域の見直しについて 
・豊橋市立小・中学校の通学区域等を定める規定の一部改正について 
 

20. 7.22 
 
 

21. 3.26 

・通学区域審議会の主な経過、平成２６年度までの児童生徒数見込
みについて  

・特認校に関するアンケート結果報告  
・学校別児童生徒数・学級数の将来予測について  

21. 8.31 
 
 

22. 3.29 
 

・通学区域審議会の主な経過、平成２７年度までの児童生徒数見込
みについて  
・通学区域の見直しについて 
・地域の課題について  

22. 8.25 
 
 

 
 

23. 3.29 
 

・通学区域審議会の主な経過  
・平成２８年度までの児童生徒数見込みについて  
・特定地域隣接校選択制、特認校制について 
・課題地域について  
 
・特定地域隣接校選択制、特認校制について 
・学校規模の適正化に向けた他都市の状況と本市の今後について  



 

年 月 日 経          過 

23.9.8 
 
 
 
 

24.3.12 

・通学区域審議会の主な経過について 
・平成２９年度までの児童生徒数見込みについて 
・特定地域隣接校選択制、特認校制について 
・教育課題検討会議の設置について 
 
・特定地域隣接校選択制アンケート結果について 
・学校規模の適正化に関する基本方針への提言(中間報告)について 
 

24.8.29 
 
 
 
 

24.12.6 
 
 

25.1.25 
 
 
 

25.2.26 
 
 

・通学区域審議会の主な経過について 
・平成３０年度までの児童生徒数見込みについて 
・特定地域隣接校選択制、特認校制について 
・ 教育課題検討会議の設置について 
 
・特定地域隣接校選択制度の現状等について 
・岩田小学校区における選択制度の今後について 
 
・岩田小学校区における特定地域隣接校選択制度の今後のあり方について
（諮問） 
・特定地域隣接校選択制度の廃止を検討する条件について（諮問） 
 
・岩田小学校区における特定地域隣接校選択制度の今後のあり方等につい
て（答申） 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


