
統  合

年月日 設置者名 統合学校名 統  合  し  た  学  校 設置者名 統合学校名 統  合  し  た  学  校
長谷村 長谷小 伊那里小、三和小 中川村 中川中 中川西中、中川東中
美麻村 美麻小 美麻南小、美麻北小
信州新町 犀明小 信級小、日原小
南牧村 南牧南小 南牧小の板橋野辺山と平沢分
御代田町 御代田北小 御代田小の一部、小沼小 美麻村 美麻中 美麻南中、美麻北中

御代田南小 御代田小の一部、伍賀小
立科町 立科小 立科南小、立科西小、立科東小 栄村 栄中 北信中、堺中、秋山中
栄村 東部小 東部小、東部小の志久見と北野分
高山村 高山小 高井小、山田小、奥山田小
中条村 中条小 中条小、中条小長井分、御山里小

日野下小
栄村 北信小 水内小、豊栄小、堺小、堺小中央分

秋山小 秋山小、秋山小上原分
飯山市 戸狩小 常磐小照里分、太田小、温井小、

一山小、柏尾小
高遠町 高遠北小 長藤小、藤沢小 小海中 小海中、北相木中
阿智村 阿智第一小 会地小、智里西小
生坂村 生坂小 生坂中央小、生坂南小、生坂北小 小谷村 小谷中 南小谷中、北小谷中、中土中

戸隠村 戸隠中 戸隠中、柵中
八千穂村 八千穂小 八千穂北小、八千穂南小
飯山市 東小 瑞穂小、犬飼小 野沢温泉村 野沢温泉中 野沢温泉中、市川中
小海町 北牧小 北牧小、北牧小松原分
信州新町 新町小 新町小、新町小柳沢分
佐久市 佐久城山小 平賀小、内山小
鬼無里村 鬼無里小 鬼無里の東小、西小、中央小
大鹿村 大鹿小 鹿塩小、大河原小 大鹿村 大鹿中 鹿塩中、大河原中
豊田村 永田小 永田小、永田小西分
野沢温泉村 市川小 市川小、市川小明石冬期分
浅科村 浅科小 御牧小、中津小
信州新町 信州新町中央小信州新町小、牧郷小
佐久市 野沢小 野沢小、大沢小 小海中 小海中、南相木中

高遠町 高遠小 高遠小、河南小
信州新町 信州新町中央小信州新町中央小、水内小

S60.4.1 開田村 開田小 東小、西小 飯田市 旭ケ丘中 伊賀良中、山本中
S61.4.1 八坂村 八坂小 八坂第一小、八坂第二小

飯山市 泉台小 柳原小、柳原小五郷分、富倉小
外様小

S63.4.1 上田市 川西小 小泉小、室賀小 上田市 第六中 川西中、第四中の一部
佐久市 東小 三井小、志賀小
泰阜村 泰阜南小 泰阜南小、泰阜南小川端分

H4.4.1 信州新町 信州新町中央小信州新町中央小、津和小
H5.4.1 泰阜村 泰阜中 泰阜南中、泰阜北中
H8.4.1 上田市 塩田西小 西塩田小、別所小、中塩田小の一部

木曽福島町 福島小 福島小、黒川小
南木曽町 読書小 読書小、妻籠小
長野市 加茂小 加茂小、小田切小の一部

松ケ丘小 松ケ丘小、小田切小の一部
天龍村 天龍小 福島小、福島小坂部分、向方小、平岡小 長野市 西部中 西部中、小田切中の一部

 (休)      (休)       (休) 裾花中 裾花中、小田切中の一部
長野市 信田小 信田小、信田小高野分
信州新町 信州新町小 信州新町中央小、犀明小

H15.4.1 大桑村 大桑小 須原小、大桑小、野尻小
H16.4.1 上松町 上松小 上松小、荻原小、

小谷村 小谷小 南小谷小、中土小、北小谷小
長野市 戸隠小 戸隠小、宝光社分校、柵小
塩尻市 楢川小 楢川小、贄川小　　　　　　　　
南木曽町 南木曽小 読書小、蘭小、田立小          
野沢温泉村 野沢温泉小学校野沢小、市川小

H20.4.1 佐久市 望月小 本牧小、布施小、春日小、協和小
H21.4.1 飯田市 遠山中 遠山中、上村中
H22.4.1 泰阜村 泰阜小 泰阜北小、泰阜南小　　　　　　　     飯山市 第一中 第二中（半分）と第一中

木島平村 木島平小 南部小、中部小、北部小　　　　　　　 第三中 第二中（半分）と第三中　　　　　
富士見町 富士見中 富士見高原中、南中

H23.4.1 栄村 栄小 北信小、東部小　　　　　　　　　　　 阿智村 阿智中 阿智中、浪合中、清内路中、平谷中
H24.4.1 信濃町 信濃小中（仮称） 野尻湖小、古海小、柏原小、古間小、富士里小 長野市 西部中 西部中、芋井中

木曽町 福島小 上田小、福島小
小海町 小海小 小海小、北牧小
佐久穂町 佐久中央小 佐久東小、佐久中央小
富士見町 富士見小、境小 落合小を閉校(H24.3.31)として富士見小、境小へ

(H25.3.31)長野市 後町小閉校
H25.4.1 松本市 四賀小（仮称） 錦部小、会田小、五常小、中川小 
H27.4.1 佐久穂町 佐久穂小(仮称) 佐久西、佐久中央、八千穂小 佐久穂町 佐久穂中(仮称)佐久中、八千穂中

佐久市 岩村田小 過大規模校解消のため2校に分離新設

       
統合状況／各種データ

その他情報
長野市（鍋屋田小、山王小） 阿南町（阿南第一中、第二中）時間をかけて検討中
南牧村（南牧北小、南牧南小）（6/26現在　統合見送り）
松川町（松川中央小、松川東小）時間をかけて検討中

（出典：長野県教育委員会）
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１５　　公  立  小  中  学  校  の  統  合  状  況

小海町北相木
村南相木村中
学校組合

(48.9.27付け 文初財第431号 文部省初等中等教育局長、管理局長通達以降)
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