
■南白糸台小学校 
・校舎面積：5,869㎡ 
・児童数：660人 
・学級数：20 
・余裕教室率：23% 
・余裕教室数：6室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 8.9㎡/人 
 

■小柳小学校 

・校舎面積：5,831㎡ 
・児童数：656人 
・学級数：22 
・余裕教室率：30% 
・余裕教室数：8室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 8.9㎡/人 
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・校舎面積：6,727㎡ 
・児童数：449人 
・学級数：17 
・余裕教室率：43% 
・余裕教室数：10室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 15.0㎡/人 

■第九小学校 

・校舎面積：4,407㎡ 
・児童数：315人 
・学級数：12 
・余裕教室率：33% 
・余裕教室数：6室 
・児童一人あたりの 
  校舎面積： 14.0㎡/人 
 

■新町小学校 

・校舎面積：5,577㎡ 
・児童数：744人 
・学級数：23 
・余裕教室率：21% 
・余裕教室数：6室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 7.5㎡/人 
 

■第六小学校 

・校舎面積：6,966㎡ 
・児童数：735人 
・学級数：22 
・余裕教室率：19% 
・余裕教室数：5室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 9.5㎡/人 
 

■第十小学校 

・校舎面積：7,408㎡ 
・児童数：1,056人 
・学級数：34 
・余裕教室率：3% 
・余裕教室数：1室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 7.0㎡/人 
 

■第二小学校 

■白糸台小学校 
・校舎面積：4,375㎡ 
・児童数：493人 
・学級数：16 
・余裕教室率：16% 
・余裕教室数：3室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 8.9㎡/人 
 

・校舎面積：6,360㎡ 
・児童数：645人 
・学級数：19 
・余裕教室率：21% 
・余裕教室数：5室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 9.9㎡/人 
 

■住吉小学校 

■四谷小学校 

・校舎面積：5,637㎡ 
・児童数：610人 
・学級数：19 
・余裕教室率：17% 
・余裕教室数：4室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 9.2㎡/人 
 

■第一小学校 

・校舎面積：8,412㎡ 
・児童数：919人 
・学級数：26 
・余裕教室率：7% 
・余裕教室数：2室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 9.2㎡/人 
 

■第四小学校 

・校舎面積：4,605㎡ 
・児童数：437人 
・学級数：17 
・余裕教室率：24% 
・余裕教室数：4室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 10.5㎡/人 
 

■第五小学校 

・校舎面積：5,618㎡ 
・児童数：649人 
・学級数：24 
・余裕教室率：5% 
・余裕教室数：1室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 8.7㎡/人 
 

■第三小学校 

・校舎面積：7,183㎡ 
・児童数：805人 
・学級数：23 
・余裕教室率：30% 
・余裕教室数：10室 
・児童一人あたりの 
  校舎面積： 8.9㎡/人 
 

■第七小学校 

・校舎面積：4,910㎡ 
・児童数：360人 
・学級数：12 
・余裕教室率：33% 
・余裕教室数：6室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 13.6㎡/人 
 

■第八小学校 

・校舎面積：7,555㎡ 
・児童数：881人 
・学級数：27 
・余裕教室率：4% 
・余裕教室数：1室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 8.6㎡/人 
 

■武蔵台小学校 

・校舎面積：5,129㎡ 
・児童数：312人 
・学級数：11 
・余裕教室率：39% 
・余裕教室数：7室 
・児童一人あたりの校舎 
  面積：16.4㎡/人 

■本宿小学校 

・校舎面積：5,732㎡ 
・児童数：737人 
・学級数：22 
・余裕教室率：15% 
・余裕教室数：4室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 7.8㎡/人 
 

■矢崎小学校 
・校舎面積：4,988㎡ 
・児童数：351人 
・学級数：12 
・余裕教室率：20% 
・余裕教室数：3室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 14.2㎡/人 
 

■若松小学校 
・校舎面積：4,898㎡ 
・児童数：707人 
・学級数：22 
・余裕教室率：15% 
・余裕教室数：4室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 6.9㎡/人 
 

・校舎面積：5,539㎡ 
・児童数：484人 
・学級数：19 
・余裕教室率：16% 
・余裕教室数：3室 
・児童一人あたりの 
  校舎面積： 11.4㎡/人 
 

■南町小学校 

■日新小学校 

・校舎面積：4,918㎡ 
・児童数：486人 
・学級数：16 
・余裕教室率：20% 
・余裕教室数：4室 
・児童一人あたりの 
 校舎面積： 10.1㎡/人 
 

 小学校の学区エリア別児童数・配置図 
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学区ごと児童数色分け凡例 

※１：児童数・学級数は、特別支援学級を含む（平成29年5月1日現在） 
※２：余裕教室とは、普通教室のうち別の用途で使用している諸室を指す 
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■第七中学校 

・校舎面積：5,265㎡ 
・生徒数：259人 
・学級数：8 
・余裕教室率：47% 
・余裕教室数：7室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 20.3㎡/人 

■第四中学校 

・校舎面積：8,230㎡ 
・生徒数：630人 
・学級数：19 
・余裕教室率：20% 
・余裕教室数：4室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 13.1㎡/人 
 

■第五中学校 

・校舎面積：8,571㎡ 
・生徒数：498人 
・学級数：15 
・余裕教室率：25% 
・余裕教室数：5室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 17.2㎡/人 
 

■第二中学校 

・校舎面積：8,102㎡ 
・生徒数：675人 
・学級数：22 
・余裕教室率：14% 
・余裕教室数：3室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 12.0㎡/人 
 

■浅間中学校 

・校舎面積：6,136㎡ 
・生徒数：495人 
・学級数：14 
・余裕教室率：18% 
・余裕教室数：3室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 12.4㎡/人 
 

■第六中学校 

・校舎面積：7,259㎡ 
・生徒数：597人 
・学級数：17 
・余裕教室率：26% 
・余裕教室数：6室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 12.2㎡/人 
 

■第九中学校 

・校舎面積：6,183㎡ 
・生徒数：451人 
・学級数：13 
・余裕教室率：24% 
・余裕教室数：4室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 13.7㎡/人 
 

■第八中学校 

・校舎面積：6,786㎡ 
・生徒数：703人 
・学級数：19 
・余裕教室率：17% 
・余裕教室数：4室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 9.7㎡/人 

■第十中学校 

・校舎面積：5,690㎡ 
・生徒数：341人 
・学級数：10 
・余裕教室率：17% 
・余裕教室数：2室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 16.7㎡/人 
 

■第一中学校 

・校舎面積：7,272㎡ 
・生徒数：594人 
・学級数：19 
・余裕教室率：25% 
・余裕教室数：5室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 12.2㎡/人 

第七中学校 

第四中学校 

第一中学校 
第五中学校 

第二中学校 

第六中学校 

第九中学校 

浅間中学校 

第三中学校 

第十中学校 

第八中学校 

 中学校の学区エリア別生徒数・配置図 

■第三中学校 

・校舎面積：8,945㎡ 
・生徒数：634人 
・学級数：17 
・余裕教室率：6% 
・余裕教室数：1室 
・生徒一人あたりの 
 校舎面積： 14.1㎡/人 
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学区ごと生徒数色分け凡例 用途別凡例 

※階別に用途が異なる場合は 枠の色で表現 
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※１：生徒数・学級数は、特別支援学級を含む（平成29年5月1日現在） 
※２：余裕教室とは、普通教室のうち別の用途で使用している諸室を指す ２ 



 小学校の児童数推移 

中央本線 

【H29年度】 1,056人 
【H34年度】 1,269人 
【H39年度】 1,231人 

第二小学校 

第一小学校 

【H29年度】    919人 
【H34年度】 1,112人 
【H39年度】 1,194人 

第四 
小学校 

【H29年度】   437人 
【H34年度】   501人 
【H39年度】   585人 

【H29年度】  744人 
【H34年度】  687人 
【H39年度】  521人 

第六小学校 

第七小学校 

【H29年度】  360人 
【H34年度】  323人 
【H39年度】  269人 

第八小学校 

【H29年度】  881人 
【H34年度】  754人 
【H39年度】  715人 

第九 
小学校 

【H29年度】  449人 
【H34年度】  464人 
【H39年度】  480人 

武蔵台 
小学校 

【H29年度】  312人 
【H34年度】  330人 
【H39年度】  363人 

住吉小学校 

【H29年度】  645人 
【H34年度】  439人 
【H39年度】  410人 

【H29年度】  315人 
【H34年度】  323人 
【H39年度】  287人 

新町 
小学校 

【H29年度】  737人 
【H34年度】  720人 
【H39年度】  779人 

本宿小学校 

矢崎小学校 

【H29年度】  351人 
【H34年度】  435人 
【H39年度】  445人 

【H29年度】  707人 
【H34年度】  684人 
【H39年度】  708人 
 

若松小学校 

【H29年度】  656人 
【H34年度】  584人 
【H39年度】  580人 

小柳小学校 

【H29年度】  610人 
【H34年度】  696人 
【H39年度】  673人 

四谷 
小学校 

南町小学校 

【H29年度】  484人 
【H34年度】  443人 
【H39年度】  381人 

日新 
小学校 

【H29年度】  486人 
【H34年度】  507人 
【H39年度】  457人 

【H29年度】  493人 
【H34年度】  480人 
【H39年度】  357人 

白糸台 
小学校 

南白糸台 
小学校 

【H29年度】  660人 
【H34年度】  662人 
【H39年度】  498人 

【H29年度】  735人 
【H34年度】  657人 
【H39年度】  585人 
 

第十小学校 

【H29年度】  649人 
【H34年度】  749人 
【H39年度】  814人 

第五小学校 

【H29年度】  805人 
【H34年度】  838人 
【H39年度】  907人 

第三小学校 

※１：平成29年度の児童数は特別支援学級を含む5月1日現在の数、平成34年度・39年度の児童数は推計値 
※２：東京都区・市・府中市平均との比較は東京都「東京都における小中学校施設の現状」文部科学省/「公立学校施設実態調査」より（平成28年5月1日現在） 
 

３ 

区平均 434 1.446667
市平均 475 1.583333
府中市平均 605 2.016667

区平均 市平均 

605人 

東京都区・市・府中市平均との比較  

434人 475人 

府中市 
平均 

平成29年度生徒数 

平成34年度生徒数 

平成39年度生徒数 

平成29～39年度で生徒数
が増加傾向の学校 

平成29～39年度で生徒数
が減少傾向の学校 

色・線種凡例 300人 

600人 
900人 

円の大きさ凡例 



 小学校の校舎・校地面積 

中央本線 

第一小学校 

校舎面積：  6,727㎡ 
校地面積：15,216㎡ 

第九小学校 

校舎面積：  8,412㎡ 
校地面積：17,031㎡ 

新町小学校 

校舎面積：  5,732㎡ 
校地面積：16,405㎡ 

本宿小学校 

校舎面積：  5,869㎡ 
校地面積：17,247㎡ 

南白糸台小学校 

校舎面積：  4,375㎡ 
校地面積：14,408㎡ 

白糸台小学校 

若松小学校 

校舎面積：  4,898㎡ 
校地面積：11,164㎡ 

校舎面積：  6,966㎡ 
校地面積：19,330㎡ 

第十小学校 

第四小学校 

校舎面積：  4,605㎡ 
校地面積：12,805㎡ 

校舎面積：  5,129㎡ 
校地面積：12,155㎡ 

武蔵台小学校 

校舎面積：  4,910㎡ 
校地面積：15,917㎡ 

第七小学校 

第八小学校 

校舎面積：  7,555㎡ 
校地面積：16,319㎡ 

校舎面積： 
   4,407㎡ 
校地面積： 
 12,895㎡ 

校舎面積：  5,637㎡ 
校地面積：17,993㎡ 

四谷小学校 

校舎面積：  4,918㎡ 
校地面積：17,256㎡ 

日新小学校 

校舎面積：  6,360㎡ 
校地面積：15,194㎡ 

住吉小学校 

校舎面積：  5,539㎡ 
校地面積：13,601㎡ 

南町小学校 
校舎面積：  7,183㎡ 
校地面積：26,017㎡ 

第三小学校 

第二小学校 

校舎面積：  7,408㎡ 
校地面積：15,796㎡ 

校舎面積：  5,577㎡ 
校地面積：18,029㎡ 

第六小学校 

校舎面積：  5,831㎡ 
校地面積：14,796㎡ 

小柳小学校 

第五小学校 

校舎面積：  5,618㎡ 
校地面積：19,442㎡ 

校舎面積：  4,988㎡ 
校地面積：12,060㎡ 

矢崎小学校 

４ 

区平均 8,988.3 1.79766 4,939.9 0.987973
市平均 15,643.0 3.128604 5,243.3 1.048654
府中市平均 16,213.7 3.242745 5,847.5 1.169491

区平均 

校舎面積：5,243㎡ 
校地面積：15,643㎡ 

校舎面積：5,848㎡ 
校地面積：16,214㎡ 

東京都区・市・府中市平均との比較 

市平均 

校舎面積：4,940㎡ 
校地面積：8,988㎡ 

府中市 
平均 

校地面積 

校舎面積 

色凡例 

校舎面積 

校地面積 

※１：校地面積は借用地を含む 

※２：東京都区・市・府中市平均との比較は東京都「東京都における小中学校施設の現状」文部科学省/「公立学校施設実態調査」より（平成28年5月1日現在） 
 

5,000㎡ 

10,000㎡ 
15,000㎡ 

円の大きさ凡例 



 中学校の生徒数推移 

中央本線 

【H29年度】  594人 
【H34年度】  729人 
【H39年度】  805人 

第一中学校 

第九 
中学校 【H29年度】  451人 

【H34年度】  465人 
【H39年度】  452人 

第八中学校 

【H29年度】  703人 
【H34年度】  757人 
【H39年度】  761人 

浅間中学校 

【H29年度】  495人 
【H34年度】  703人 
【H39年度】  717人 

第三中学校 

【H29年度】  634人 
【H34年度】  646人 
【H39年度】  597人 

第五中学校 

【H29年度】  498人 
【H34年度】  441人 
【H39年度】  444人 

第二中学校 【H29年度】  675人 
【H34年度】  638人 
【H39年度】  646人 

第六中学校 

【H29年度】  597人 
【H34年度】  577人 
【H39年度】  559人 

第十 
中学校 

【H29年度】  341人 
【H34年度】  375人 
【H39年度】  378人 第四中学校 

【H29年度】  630人 
【H34年度】  613人 
【H39年度】  586人 

第七中学校 

【H29年度】  259人 
【H34年度】  254人 
【H39年度】  285人 

※１：平成29年度の生徒数は特別支援学級を含む5月1日現在の数、平成34年度・39年度の生徒数は推計値 
※２：東京都区・市・府中市平均との比較は東京都「東京都における小中学校施設の現状」文部科学省/「公立学校施設実態調査」より（平成28年5月1日現在） 
 

５ 

区平均 361 1.203333
市平均 431 1.436667
府中市平均 538 1.793333

区平均 市平均 
府中市 
平均 

東京都区・市・府中市平均との比較 

431人 361人 538人 

平成29年度生徒数 

平成34年度生徒数 

平成39年度生徒数 

平成29～39年度で生徒数
が増加傾向の学校 

平成29～39年度で生徒数
が減少傾向の学校 

色・線種凡例 300人 

600人 
900人 

円の大きさ凡例 



 中学校の校舎・校地面積 

中央本線 

第十中学校 

校舎面積：  5,690㎡ 
校地面積：16,680㎡ 

校舎面積：  7,259㎡ 
校地面積：19,703㎡ 

第六中学校 

第九中学校 

校舎面積：  6,183㎡ 
校地面積：19,711㎡ 

校舎面積：  6,786 ㎡ 
校地面積：17,417 ㎡ 

第八中学校 

校舎面積：  8,230㎡ 
校地面積：18,153㎡ 

第四中学校 

第七中学校 

校舎面積：  5,265㎡ 
校地面積：12,262㎡ 

校舎面積：  7,272㎡ 
校地面積：25,634㎡ 

第一中学校 

浅間中学校 
第二中学校 

校舎面積：  8,102㎡ 
校地面積：19,242㎡ 

校舎面積：  8,571㎡ 
校地面積：19,780㎡ 

第五中学校 

第三中学校 

校舎面積：  8,945㎡ 
校地面積：21,771㎡ 

校舎面積：  6,136㎡ 
校地面積：20,050㎡ 

※１：校地面積は借用地を含む 

※２：東京都区・市・府中市平均との比較は東京都「東京都における小中学校施設の現状」文部科学省/「公立学校施設実態調査」より（平成28年5月1日現在） 
 

６ 

区平均 12,133.5 2.426694 5,892.1 1.178415
市平均 19,963.5 3.992704 6,213.4 1.242686
府中市平均 19,127.5 3.825509 7,086.0 1.4172

区平均 
 
 

校舎面積：5,892㎡ 
校地面積：12,134㎡ 

市平均 

東京都区・市・府中市平均との比較 

校舎面積：6,213㎡ 
校地面積：19,964㎡ 

府中市 
平均 

校舎面積：7,086㎡ 
校地面積：19,128㎡ 

校地面積 

校舎面積 

色凡例 

校舎面積 

校地面積 

5,000㎡ 

10,000㎡ 
15,000㎡ 

円の大きさ凡例 


