
小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
高砂小学校 浦和区岸町４－１－２９ 岸町１丁目 全　部

（８２９－２７３７） 岸町２丁目 全　部
岸町３丁目 全　部
岸町４丁目 全　部
高砂１丁目 全　部
高砂２丁目 １番 

６番             ～    ８番
１２番           ～    １３番

東高砂町 全　部
仲町１丁目（浦和区） 全　部
南本町１丁目 全　部
南本町２丁目 全　部
神明１丁目 全　部
神明２丁目 １番             ～    ２番

８番             ～    １１番
１７番           ～    ２３番１０号
２３番１２号    ～  　２３番最終号
２４番１６号       
２５番         

常盤小学校 浦和区常盤９－３０－９ 常盤３丁目 全　部
（８３１－２３４９） 常盤９丁目 全　部

常盤１０丁目 全　部
北浦和４丁目 全　部
北浦和５丁目 １番             ～    ８番

木崎小学校 浦和区領家４－１９－４ 上木崎６丁目 １番             ～    １６番
（８３１－２２８１） ２６番           ～    ２７番

３８番           ～    最終番
木崎１丁目 １番             ～    ８番
木崎２丁目 全　部
木崎３丁目 全　部
木崎４丁目 １番             ～    ２８番

３１番           ～    最終番
領家1丁目 ４番             ～    ６番

８番             ～    １２番
１６番           ～    最終番

領家２丁目 ８番             ～    最終番
領家３丁目 全　部
領家４丁目 全　部
領家５丁目 ８番             ～    最終番
瀬ヶ崎２丁目 ５番             ～    １２番

１７番           
大東１丁目 全　部
大東２丁目 １番

４番             ～    １１番
大字三崎 全　部
皇山町 全　部

谷田小学校 南区太田窪５－１０－６ 大字太田窪 １２７２番地    ～    １２８８番地
（８８２－２９８０） １６９５番地    ～    １７４２番地

１８３４番地　　～　　１８６２番地
１９４０番地    ～    ２３３０番地
２８０４番地    ～　　２８４３番地１
７２３９番地    ～    ７２４５番地

太田窪２丁目 全　部
太田窪４丁目 全　部
太田窪５丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
仲本小学校 浦和区本太２－１２－３１ 前地１丁目 全　部

（８８２－３００８） 前地２丁目 全　部
前地３丁目 全　部
本太１丁目 １番             ～    ３６番

３９番           ～    最終番
本太２丁目 １番    

９番             ～    １７番
本太５丁目 １番             ～    ２番    

１５番           ～    ２５番
東仲町 全　部

本太小学校 浦和区本太２－２６－２５ 領家１丁目 １番             ～    ３番
（８８２－３００７） 駒場１丁目 全　部

本太１丁目 ３７番           ～    ３８番
本太２丁目 ２番             ～    ８番

１８番           ～    最終番
本太３丁目 全　部
本太４丁目 全　部
本太５丁目 ３番             ～    １４番

２６番           ～    最終番
元町１丁目 全　部
元町２丁目 １番

６番             ～    最終番
三室小学校 緑区三室１９９４ 大字三室 １番地          ～    ７番地

（８７４－１２０７） ９５番地        ～    １７９番地
５３５番地      ～    １１０５番地
１２０８番地    ～    １８３６番地
１８３８番地    ～    １８４３番地
１８５９番地    ～    ２７０９番地
２７１４番地    ～    ２８０１番地
２８１２番地    ～    ３０２５番地
３０５７番地    ～    最終番地

馬場１丁目 １番地          ～    ３８番地
松木１丁目 １番地          ～    １３番地

２１番地        ～    ２４番地
尾間木小学校 緑区東浦和８－１１－５ 大字大間木 １番地          ～  １５０５番地

（８７３－６０００） １５４５番地
大間木２丁目 全　部
大間木３丁目 全　部
大字大牧 １番地   　　　～ 　　３５９番地

１３３６番地　　～　１３５２番地
東浦和１丁目 全　部
東浦和３丁目 全　部
東浦和４丁目 全　部
東浦和８丁目 全　部
東浦和９丁目 全　部

南浦和小学校 南区白幡１－１－２０ 白幡１丁目 全　部
（８６１－３７８１） 白幡３丁目 ２番             ～    ８番

１０番           ～    １２番
根岸１丁目 全　部
根岸２丁目 全　部
根岸３丁目 全　部
根岸４丁目 全　部
根岸５丁目 全　部
神明２丁目 ３番             ～    ７番

１２番           ～    １６番
２３番１１号    
２４番           ～    ２４番１５号
２４番１７号    ～　　２４番最終号



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
浦和別所小学校 南区別所２－５－３４ 高砂４丁目 全　部

（８６２－２７７５） 白幡４丁目 １３番           ～    最終番
白幡５丁目 １番             ～    １５番１３号

１５番３０号    ～    最終番
白幡６丁目 １７番           ～    最終番
別所２丁目 全　部
別所３丁目 全　部
別所４丁目 全　部
別所５丁目 全　部
別所６丁目 １番             ～    １３番

１番   
３番
６番             ～    １０番

沼影１丁目 １１番　　　　　 ～　　１４番
鹿手袋１丁目 全　部

北浦和小学校 浦和区北浦和２－１８－３ 北浦和１丁目 全　部
（８３１－２４６３） 北浦和２丁目 全　部

北浦和３丁目 全　部
領家１丁目 ７番    

１３番           ～    １５番
領家２丁目 １番             ～    ７番
領家５丁目 １番             ～    ７番
領家６丁目 １番             ～    ２番

１５番           ～    ２１番
元町2丁目 ２番             ～    ５番
元町３丁目 全　部

仲町小学校 浦和区常盤８－１８－４ 仲町２丁目（浦和区） 全　部
（８３１－４７８１） 仲町３丁目（浦和区） 全　部

仲町４丁目（浦和区） 全　部
常盤１丁目 全　部
常盤２丁目 全　部
常盤４丁目   全　部
常盤５丁目 全　部
常盤６丁目 全　部
常盤７丁目 全　部
常盤８丁目 全　部

上木崎小学校 浦和区上木崎３－４－３ 上木崎１丁目 全　部
（８３１－３８７９） 上木崎２丁目 全　部

上木崎３丁目 全　部
上木崎４丁目 １番             ～    ５番

７番             ～    ９番
上木崎５丁目 全　部
上木崎６丁目 ３２番           ～    ３５番
上木崎７丁目 全　部
上木崎８丁目 全　部
大原１丁目 全　部
大原２丁目 全　部
大原３丁目 全　部
大原４丁目 全　部
大原５丁目 全　部
大原６丁目 全　部
大原７丁目 全　部

岸町小学校 浦和区岸町５－２０－４ 岸町５丁目 全　部
（８６１－４３２０） 岸町６丁目 全　部

岸町７丁目 全　部
高砂２丁目 ２番             ～    ５番

９番             ～    １１番
１４番           ～    最終番    

高砂３丁目 全　部
白幡２丁目 全　部
白幡３丁目 １番             

９番
１３番           ～    最終番

別所１丁目 全　部
別所７丁目 ２番

別所７丁目



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
大谷場小学校 南区南浦和１－１８－３ 東岸町 全　部

（８８２－２５５５） 大谷場１丁目 全　部
大谷場２丁目 全　部
南浦和１丁目 全　部
南浦和２丁目 １番             ～    ３６番

土合小学校 桜区西堀７－２１－１ 西堀１丁目 全　部
（８６２－５１５６） 西堀２丁目 全　部

西堀３丁目 全　部
西堀４丁目 ３番             ～    ６番
西堀５丁目 全　部
西堀６丁目 全　部
西堀７丁目 全　部
西堀８丁目 全　部
田島４丁目 １番             ～    １６番
町谷１丁目 １番             ～    １６番
南元宿1丁目 全　部

大久保小学校 桜区大字五関２１ 大字白鍬 ２０５番地      ～    ２１６番地
（８５４－７６３６） ２１８番地　　  ～    ２３１番地

２３２番地１
２３３番地
２３４番地１
２３４番地５　　～　　２３４番地１０
２３５番地１
２３５番地５　　～　　２３５番地７
２３６番地１
２３６番地３　　～　　２３６番地４
２３７番地　　　～　　２４３番地
２６１番地      ～    ５６４番地
５９０番地　　　～　　６１６番地
７１１番地　　　～　　７１５番地
７１７番地　　　～　　７２０番地
７２３番地　　　～　　７３３番地
７３６番地      ～    ７５７番地

大字在家 全　部
大字宿 全　部
大字五関 全　部
大字塚本（桜区） 全　部

原山小学校 緑区原山１－３０－１２ 太田窪１丁目 全　部
（８８２－７９０７） 太田窪３丁目 全　部

原山１丁目 全　部
原山４丁目 全　部

針ヶ谷小学校 浦和区領家７－２－１ 針ヶ谷１丁目 全　部
（８３１－９０４０） 針ヶ谷２丁目 全　部

針ヶ谷３丁目 全　部
上木崎４丁目 ６番   

１０番           ～    最終番
上木崎６丁目 １７番           ～    ２５番 

２８番           ～    ３１番
３６番           ～    ３７番

領家６丁目 ３番             ～    １４番
２２番           ～    最終番

領家７丁目 全　部
大谷場東小学校 南区大谷場２－１３－５４ 南浦和２丁目 ３７番           ～    最終番

（８８２－４６１８） 南浦和３丁目 全　部
大門小学校 緑区大字大門１１８９ 大字大門 全　部

（８７８－００２４） 大字北原 全　部
大字間宮 全　部
大字下野田 全　部
大字玄蕃新田 全　部
東大門１丁目 全　部
東大門２丁目 全　部
東大門３丁目 全　部

野田小学校 緑区大字上野田１６ 大字大崎 全　部
（８７８－０００３） 大字南部領辻 全　部

大字中野田 全　部
大字上野田 全　部
大字高畑 全　部
大字代山 全　部
大字寺山 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
西浦和小学校 南区曲本１－３－５ 田島１丁目 全　部

（８６２－３５１０） 田島２丁目 全　部
田島３丁目 全　部
田島６丁目 ２番             ～    最終番
曲本１丁目 全　部
曲本２丁目 全　部
曲本３丁目 全　部
内谷２丁目 全　部
内谷３丁目 全　部
四谷１丁目 全　部
四谷２丁目 全　部
四谷３丁目 全　部

辻小学校 南区辻６－３－２８ 白幡４丁目 １番             ～    １２番
（８６２－１０７２） 白幡６丁目 １番             ～    １６番

辻４丁目 全　部
辻５丁目 全　部
辻６丁目 全　部
内谷６丁目 全　部
内谷７丁目 全　部

大東小学校 浦和区大東３－１４－１ 木崎１丁目 ９番             ～    最終番
（８８６－７２９６） 木崎４丁目 ２９番           ～    ３０番

木崎５丁目 全　部
瀬ヶ崎３丁目 ２番             ～    ８番

１７番           ～    最終番
大字三室 ８番地          ～    ９４番地

１８０番地      ～    ５３４番地
１１０６番地    ～    １２０７番地

道祖土２丁目 全　部
大東２丁目 ２番             ～    ３番

１２番           ～    最終番
大東３丁目 全　部
山崎１丁目 全　部

文蔵小学校 南区文蔵５－１６－２９ 南浦和４丁目 全　部
（８６３－０７２１） 文蔵１丁目 全　部

文蔵２丁目 全　部
文蔵３丁目 全　部
文蔵４丁目 全　部
文蔵５丁目 全　部

沼影小学校 南区沼影２－８－３６ 沼影１丁目 １番             ～    ７番
（８６３－０７７７） ８番２１号      ～    ８番２２号

１５番           ～    最終番
沼影２丁目 全　部
沼影３丁目 全　部
曲本４丁目 全　部
曲本５丁目 全　部
内谷４丁目 全　部
内谷５丁目 全　部
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学校名 所在地 町名 　　通学区域
大谷口小学校 南区大字広ヶ谷戸２４ 大字太田窪 ３１５５番地    ～    ３１７２番地

（８８７－２７３１） 大字大谷口 １番地          ～    １４６７番地
１４６８番地　　～　　１４６８番地１
１４７０番地　　～　　１４７０番地１
１４７０番地３  ～　　１４７０番地最終枝番
１４７１番地　　～　　１４７１番地１
１４８２番地
１４８３番地１  ～    １４８３番地２
１４８３番地４  ～    １４８３番地最終枝番
１４８４番地　　～    １５１９番地
１５６１番地    ～    １５８５番地
１５８６番地２  ～    １５８６番地３
１５９９番地    ～    １６０２番地
１６４５番地    ～    １６７５番地
１６７６番地　　～　　１６７６番地１
１７０９番地　　～　　１７５９番地
１７６０番地１  ～    １７６０番地２
１７６０番地４  ～　　１７６０番地５
１７６８番地    ～    １７７０番地
２３３１番地    ～    ２３３５番地
２４７１番地１
２４７１番地３　～　　２４７１番地最終枝番
２４７２番地　  ～    ２５５７番地
２５５８番地２
３０４５番地    ～    ３１７０番地
３２３３番地    ～    ５１７５番地

大字広ヶ谷戸 １番地          ～    ２８２番地
２８９番地２    ～    ２９０番地１
２９０番地３    ～    ２９１番地１
２９１番地３    ～    最終番地

栄和小学校 桜区栄和１－７－１ 大字道場 全　部
（８５３－４０２２） 道場１丁目 全　部

道場２丁目 全　部
道場３丁目 全　部
道場４丁目 全　部
道場５丁目 全　部
町谷２丁目 全　部
町谷３丁目 全　部
町谷４丁目 全　部
中島４丁目 全　部
栄和１丁目 全　部
栄和２丁目 全　部
栄和３丁目 全　部
栄和４丁目 全　部
栄和５丁目 全　部
栄和６丁目 全　部

道祖土小学校 緑区道祖土１－１－１ 瀬ヶ崎１丁目 全　部
（８８５－２５１２） 瀬ヶ崎２丁目 １番             ～    ４番

１３番           ～    １６番
瀬ヶ崎３丁目 １番

９番             ～    １６番
瀬ヶ崎４丁目 全　部
瀬ヶ崎５丁目 全　部
駒場２丁目 全　部
原山２丁目 全　部
原山３丁目 全　部
道祖土１丁目 全　部
道祖土３丁目 全　部
道祖土４丁目 全　部

田島小学校 桜区田島１０－１２－１ 田島５丁目 全　部
（８６３－８１２２） 田島６丁目 １番             

田島７丁目 全　部
田島８丁目 全　部
田島１０丁目 全　部
松本１丁目 全　部
松本２丁目 全　部
松本３丁目 全　部
松本４丁目 全　部
内谷１丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
大久保東小学校 桜区大字大久保領家３３１ 大字上大久保 １番地         　～    ９０４番地９

（８５２－３０６５） ９０４番地１１   ～    最終番地
大字下大久保 全　部
大字大久保領家 全　部
大字神田 １２００番地    ～    １２０３番地

浦和大里小学校 南区別所７－１４－２８ 白幡５丁目 １５番１４号    ～    １５番２９号
（８６４－６７３１） 別所６丁目 １４番           ～    最終番   

別所７丁目 １１番           ～    最終番
沼影１丁目 ８番             ～    ８番２０号

８番２３号      ～    １０番
関１丁目 全　部
関２丁目 全　部
鹿手袋２丁目 全　部
鹿手袋３丁目 全　部
鹿手袋４丁目 全　部
鹿手袋５丁目 全　部
鹿手袋６丁目 全　部
鹿手袋７丁目 全　部

新開小学校 桜区新開２－１８－１ 西堀４丁目 １番             ～    ２番
（８６４－６７４１） ７番             ～    最終番

田島４丁目 １７番           ～    最終番
田島９丁目 全　部
大字町谷 全　部
新開１丁目 全　部
新開２丁目 全　部
新開３丁目 全　部
新開４丁目 全　部
桜田１丁目 全　部
桜田２丁目 全　部
桜田３丁目 全　部

神田小学校 桜区大字神田５４１－１ 大字上大久保 ９０４番地１０
（８５３－４３７７） 大字神田 １番地          ～    １１９９番地

１２０４番地    ～    最終番地
大字白鍬 １番地          ～    ２０４番地

２１７番地
２３２番地２    ～    ２３２番地最終枝番
２３４番地２　  ～    ２３４番地４
２３４番地１１  ～    ２３４番地最終枝番
２３５番地２　　～　　２３５番地４
２３５番地８    ～  　２３５番地最終枝番
２３６番地２
２３６番地５    ～  　２３６番地最終枝番
２４４番地      ～    ２６０番地
５６５番地      ～    ５８９番地
６１７番地      ～    ７１０番地
７１６番地
７２１番地　　　～　　７２２番地
７３４番地　　　～　　７３５番地
７５８番地      ～    最終番地

中尾小学校 緑区大字中尾２５９６－１ 大字大谷口 ２９４３番地    ～    ２９８６番地
（８７３ー０２１６） 大字中尾 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
善前小学校 南区大字太田窪２５００－１ 大字太田窪 １番地　　　    ～    １２７１番地

（８８２－７８７１） １２８９番地　　～　　１６９４番地
１７４３番地　　～　　１８３３番地
１８６３番地　　～　　１９３９番地
２３３１番地　　～　　２８０３番地
２８４３番地２  ～    ３１５４番地
３１７３番地    ～    ７２３８番地
７２４６番地    ～    最終番地

大字大谷口 １４６８番地２  ～    
１４６９番地
１４７０番地２  
１４７１番地２  ～　　１４７１番地最終枝番
１４７２番地　  ～    １４８１番地
１４８３番地３
１５２０番地    ～    １５６０番地
１５８６番地１
１５８６番地４  ～    １５８６番地最終枝番
１５８７番地    ～    １５９８番地
１６０３番地    ～    １６４４番地
１６７６番地２  
１６７７番地　  ～    １７０８番地
１７６０番地３
１７６０番地６  ～　　１７６０番地最終枝番
１７６２番地　　～　　１７６７番地
１７７１番地    ～    １８２０番地
１８３０番地２　～　　１８３０番地最終枝番
１８３１番地　  ～    １９３４番地
１９９３番地
１９９７番地    ～    １９９８番地
１９９９番地２ 
２０１０番地２
２０３６番地    ～    ２１６１番地
３１７１番地　　～　　３２０８番地
５６６７番地    ～    最終番地

大字円正寺 全　部
大牧小学校 緑区東浦和６－１２－３ 大字大間木 １５０６番地    ～  １５４４番地

（８７４－３４５６） １５４６番地    ～    最終番地
大字大牧 ３６０番地　　　～　１３３５番地

１３５３番地    ～  　最終番地
東浦和５丁目 全　部
東浦和６丁目 全　部
東浦和７丁目 全　部
大字下山口新田 全　部
大字蓮見新田 全　部

中島小学校 桜区中島１－２８－１ 西堀９丁目 全　部
（８５４－９９００） 西堀１０丁目 全　部

町谷１丁目 １７番           ～    最終番
南元宿２丁目 全　部
中島１丁目 全　部
中島２丁目 全　部
中島３丁目 全　部
山久保１丁目 全　部
山久保２丁目 全　部

芝原小学校 緑区芝原２－５ 大字三室 １８３７番地    
（８７３－４１３３） １８４４番地    ～    １８５８番地

２７１０番地    ～    ２７１３番地
２８０２番地    ～    ２８１１番地
３０２６番地    ～    ３０５６番地

宮本１丁目 全　部
宮本２丁目 全　部
芝原１丁目 全　部
芝原２丁目 全　部
芝原３丁目 全　部
大字見沼 全　部
馬場１丁目 ３９番地        ～    最終番地
馬場２丁目 全　部
松木１丁目 １４番地        ～    ２０番地

２５番地        ～    最終番地
松木２丁目 全　部
松木３丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
常盤北小学校 浦和区針ヶ谷４－２－１２ 北浦和５丁目 ９番             ～    最終番

（８２５－６３３６） 針ヶ谷４丁目 全　部
向小学校 南区大字大谷口５４３７ 大字大谷口 １８２１番地１  ～    １８２１番地７

（８７４－１１５０） １８２２番地    ～    １８２９番地
１８３０番地１
１９３５番地　　～　　１９９０番地
１９９４番地    ～    １９９６番地
１９９９番地１
１９９９番地３　～　　１９９９番地最終枝番
２０００番地　  ～    ２００９番地
２０１０番地１
２０１０番地３　～　　２０１０番地最終枝番
２０１１番地　　～　　２０３５番地
２１６２番地    ～    ２３３０番地
２３３６番地    ～    ２４７０番地
２４７１番地２
２５５８番地１
２５５８番地３　～　　２５５８番地最終枝番
２５５９番地　　～　　２９４２番地
２９８７番地    ～    ３０４４番地
３２０９番地　　～　　３２３２番地
５１７６番地    ～    ５６６６番地

大字広ヶ谷戸 ２８３番地      ～    ２８９番地１
２９０番地２    
２９１番地２    

東浦和２丁目 全　部
辻南小学校 南区辻８－７－３２ 辻１丁目 全　部

（８３９－３００１） 辻２丁目 全　部
辻３丁目 全　部
辻７丁目 全　部
辻８丁目 全　部

美園小学校 緑区美園５－３３ 美園５丁目 全　部
（８１２－６６１１） 美園６丁目 全　部

美園北小学校 緑区美園２－１２-１１ 美園１丁目 全　部
（８１２－２２７７） 美園２丁目 全　部

美園３丁目 全　部
美園４丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
大宮小学校 大宮区大門町３－３ 浅間町１丁目 全　部

（６４１－７０５１） 天沼町１丁目 １番地          ～    ３２９番地
高鼻町１丁目 １番地          ～    ２９番地
宮町１丁目 全　部
大門町１丁目 全　部
大門町２丁目 全　部
大門町３丁目 全　部
仲町１丁目（大宮区） 全　部
仲町２丁目（大宮区） 全　部
仲町３丁目（大宮区） 全　部
下町１丁目 全　部
下町２丁目 全　部
下町３丁目 全　部
東町１丁目 全　部
東町２丁目 全　部

大宮東小学校 大宮区堀の内町３－１４５ 堀の内町１丁目 １番地          ～    ５５２番地１
（６４４－０３１１） ５５４番地

５５６番地      ～    ５５７番地
５６１番地      ～    ５７３番地
５７４番地２    ～    ５７４番地最終枝番
５７５番地２    ～    ５８０番地
５８３番地２    ～    ５８３番地最終枝番
５８４番地２    ～    ６０２番地
６０３番地２    ～　　６０３番地最終枝番
６０７番地      ～    ６０９番地１
６１１番地２    ～    ６２６番地
６２７番地２    ～    ６２７番地最終枝番
６２９番地３    ～    ６３１番地
６４９番地      ～    ６５０番地
６５４番地      ～    ６５５番地
６５８番地      ～    ６５９番地
６６１番地      ～    ６９２番地
６９３番地３    ～    ６９３番地最終枝番
６９４番地２
６９４番地４    ～    最終番地

堀の内町２丁目 全　部
堀の内町３丁目 全　部
寿能町１丁目 全　部
寿能町２丁目 全　部
高鼻町２丁目 全　部
高鼻町４丁目 全　部
見沼１丁目 全　部

大宮南小学校 大宮区吉敷町３－８７ 北袋町１丁目 全　部
（６４１－０３６８） 北袋町２丁目 全　部

吉敷町１丁目 全　部
吉敷町２丁目 全　部
吉敷町３丁目 全　部
吉敷町４丁目 全　部
浅間町２丁目 全　部
天沼町２丁目 １番地          ～    ８５５番地

大宮北小学校 大宮区宮町３－８４ 高鼻町１丁目 ３０番地        ～    最終番地
（６４４－０１２３） 高鼻町３丁目 全　部

土手町１丁目 全　部
土手町２丁目 全　部
土手町３丁目 全　部
宮町２丁目 全　部
宮町３丁目 全　部
宮町４丁目 全　部
宮町５丁目 全　部
植竹町１丁目 １番地          ～    ５５番地

桜木小学校 大宮区桜木町４－３２８－９ 桜木町１丁目 全　部
（６４１－０２７６） 桜木町２丁目 全　部

桜木町３丁目 全　部
桜木町４丁目 全　部
錦町 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
三橋小学校 大宮区三橋２－２０ 三橋１丁目 全　部

（６４１－０７９１） 三橋２丁目 全　部
三橋４丁目 １番地          ～    ５４９番地

６６３番地      ～    ７９６番地
８８９番地      ～    ９４５番地

上小町 １番地          ～    ３０２番地
４２６番地      ～    ４６２番地

大成小学校 大宮区大成町２－２８２ 大成町１丁目 全　部
（６６３－１００７） 大成町２丁目 全　部

大成町３丁目 全　部
櫛引町１丁目 全　部

東大成小学校 北区東大成町２－１２ 東大成町１丁目 全　部
（６６３－３２１０） 東大成町２丁目 全　部

日進小学校 北区日進町２－９１１ 大成町４丁目 １番地　　　　  ～　  ６２９番地
（６６３－６９４２） 日進町１丁目 ３１６番地      ～    ３８６番地

４０５番地      ～    ４０９番地
５２３番地      ～    ８９９番地
９０１番地      ～    最終番地

日進町２丁目 ０番地   　　　 ～    ４８番地
４７２番地      ～    ５１３番地
８９２番地      ～    １０１１番地
１１６２番地    ～    １２５９番地
１３２７番地    ～    １４０４番地

櫛引町２丁目 全　部
日進北小学校 北区日進町３－１７８ 日進町２丁目 ８０４番地

（６６３－１８４２） １１２５番地１　～　 １１２５番地６
１１２５番地９　～　 １１２５番地１０
１１２５番地１３～　 １１２５番地２１
１１２５番地２３～　 １１２５番地最終枝番
１４０７番地    ～    １８６３番地

日進町３丁目 全　部
大字内野本郷 全　部

宮原小学校 北区宮原町４－１０２－６ 宮原町２丁目 １番地          ～    ５０番地
（６６４－５１５３） ５１番地１　    ～　　５１番地４

５１番地６　    ～　　５１番地５８
５１番地６２    ～　　５１番地最終枝番
５２番地        ～    ５９番地
７８番地        ～    ９７番地
１３６番地      ～    最終番地

宮原町４丁目 全　部
吉野町１丁目 ７番地          ～    １０番地

１８番地        ～    ２３番地
２９番地        ～    ４０番地
５４番地         
５８番地        ～    ３９９番地
４０７番地      ～    最終番地

吉野町２丁目 全　部
植竹小学校 北区植竹町２－１ 宮原町１丁目 ８５１番地　　 ～     最終番地

（６６３－７６２７） 植竹町１丁目 ５６番地        ～    最終番地
植竹町２丁目 全　部
盆栽町 全　部
土呂町 ４２１番地      ～    １５４７番地
土呂町２丁目 １番地          ～    １０番地

１６番地        ～    ５１番地
大砂土小学校 北区本郷町１ 宮原町１丁目 １番地       　 ～  　８５０番地

（６６３－７００５） 宮原町２丁目 ５１番地５
５１番地５９    ～　　５１番地６１
６０番地        ～    ７７番地
１１４番地      ～    １２２番地

土呂町 １番地          ～    ４２０番地
１５４８番地    ～    最終番地

土呂町１丁目 全　部
土呂町２丁目 １１番地        ～    １５番地

５２番地　　　　～　　最終番地
本郷町 １番地          ～    ５８８番地

１３９８番地    ～    １７６６番地
見沼２丁目 全　部
見沼３丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
大砂土東小学校 見沼区大和田町２－９９８ 大和田町１丁目 全　部

（６８４－８００３） 大和田町２丁目 全　部
堀崎町 １２番地３６　　～　　１２番地３９

１３番地　　　　～　　２１番地
２４番地　　　　～　　２６番地
３０番地　　　　～　　３６番地
１２８番地
４６４番地      
４７１番地      ～    １１０１番地
１１５５番地    ～    １１６６番地
１２７８番地    ～    １３２１番地
１３４３番地    ～    １３４５番地
１６２６番地    ～    最終番地

東大宮１丁目 全　部
東大宮７丁目 ４２番地         

５６番地        ～    ５７番地
６５番地          
６７番地        ～    最終番地

見沼小学校 見沼区東大宮２－４５ 砂 １０３９番
（６６３－７３４２） 砂町２丁目 全　部

東大宮２丁目 全　部
東大宮３丁目 全　部
東大宮４丁目 全　部

指扇小学校 西区西大宮１－４９－６ 大字指扇 ９５４番地２    ～    ９５４番地３
（６２３－０１３３） １０４６番地２  ～    １０６１番地２

１０６１番地４
１０６１番地６  ～　　１０６１番地最終枝番
１０６２番地２  ～    １０６２番地３
１０６２番地６  ～　　１０６２番地最終枝番
１０７３番地３
１０７４番地３  ～    １０７５番地
１０７６番地３  ～    １０７６番地最終枝番
１０８２番地    ～    １０８４番地２
１０８４番地４  ～    １０８５番地２
１０８５番地４  ～    １０８５番地最終枝番
１２１９番地２  ～    ２２２４番地
２３２９番地    ～    ２３９６番地
２３９８番地    ～    最終番地

大字指扇領別所 全　部
大字宝来 ７６０番地      ～    ８６０番地

９２９番地      ～    最終番地
大字中釘 ２３１３番地    ～    ２３２６番地

２３２８番地    ～    ２３３６番地
２３３８番地２  ～    ２３７１番地

大字高木 １番地          ～    ２７番地１
３１番地２        
３２番地        ～    ３６番地１
３７番地２
４２番地        ～    ４２番地１
４３番地        ～    ５８番地
５９番地２       
６０番地１
６１番地        ～    １２３番地１
１２６番地       
２６２番地
２８８番地      ～    ２９５番地
３４９番地      ～    ３７１番地１
３７２番地      ～    ３９７番地１
３９８番地１
４０２番地２      
４０３番地１
４０４番地１
４０５番地      ～    ４０６番地１
４０７番地      ～    ４１３番地
４２１番地      ～    ４３０番地

西大宮１丁目 １番地      　　～    ３番地
６番地
８番地      　　～    ５６番地

西大宮２丁目 １番地      　　～    １０番地
西大宮３丁目 ４番地     　　 ～    １１番地



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
馬宮東小学校 西区大字西遊馬１８９－１ 大字西遊馬 １番地          ～    ４０５番地

（６２４－４４６６） ４７９番地      ～    最終番地
大字土屋 １番地          ～    ２８９番地

３１０番地      ～    ３２９番地
３４０番地      ～    最終番地

大字二ツ宮 １番地          ～   １０３５番地
１０３８番地　　～　　１０５６番地
１０５９番地　　～　　最終番地

馬宮西小学校 西区大字飯田新田１８９－２ 大字飯田新田 全　部
（６２４－４０４１） 大字塚本（西区） 全　部

大字植田谷本村新田 全　部
湯木町１丁目 全　部
湯木町２丁目 全　部
塚本町１丁目 全　部
塚本町２丁目 全　部
塚本町３丁目 全　部

植水小学校 西区大字中野林２２５－１ 大字島根 全　部
（６２４－４２３５） 大字三条町 全　部

大字植田谷本 全　部
大字中野林 全　部
大字飯田 １番地          ～    ７１０番地

７９４番地      ～    ８０６番地
８０８番地　　  ～    ８０９番地
８１１番地      ～    ８１４番地
８２９番地      ～    最終番地

大字水判土 全　部
大字昭和（西区） 全　部

片柳小学校 見沼区大字東新井２４４－１ 大字片柳 全　部
（６８３－３１７４） 片柳１丁目 全　部

片柳２丁目 全　部
片柳東 全　部
大字山 全　部
大字染谷 全　部
染谷１丁目 全　部
染谷２丁目 全　部
染谷３丁目 全　部
大字東新井 １番地          ～    ５１３番地

５４２番地      ～    ５５５番地
５６５番地      ～    ５７９番地
６９１番地      ～    ６９４番地
７４６番地      ～    ７５０番地
９４７番地      ～    ９４９番地
９５１番地      ～    ９５３番地
９５８番地        
９５９番地２      
９６１番地      ～    最終番地

大字笹丸 全　部
大字御蔵 １番地          ～    １９番地

２２番地        ～    ２４番地２
２４番地４      ～    １３４５番地
１３５８番地    ～    １３６５番地
１３６７番地    ～    １４１６番地
１４３４番地    ～    １４４３番地
１４４５番地    ～    １４５４番地
１４５６番地     
１４５８番地
１５３５番地    ～    最終番地



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
片柳小学校 大字南中野 ８３９番地      ～    ９１８番地
（続き） ９２１番地２    ～    ９２１番地４

９２１番地６    ～    ９２４番地
９２６番地２      
９２７番地      ～    ９３１番地
９３３番地２      
９３８番地２     
９９５番地      ～    ９９８番地
１０００番地２  ～  　１０００番地４
１００１番地２
１００３番地３  ～    １００３番地７
１００４番地４  ～    １０５６番地
１２４７番地    ～    ２９９９番地

大字西山村新田 全　部
大字加田屋新田 全　部
加田屋１丁目 全　部
加田屋２丁目 全　部
大字西山新田 全　部
大字見山 全　部

七里小学校 見沼区大字東宮下３１２ 大字風渡野 １番地          ～    ５３番地
（６８３－３５１３） 大字東宮下 １番地          ～    ２０２４番地

２０４２番地    ～    最終番地
東宮下１丁目 全　部
東宮下２丁目 全　部
東宮下３丁目 全　部
大字東門前 ４１６番地　　～　　４５６番地
大字新堤 全　部

春岡小学校 見沼区春岡２－２９－１ 大字深作 １番地          ～    １２２６番地
（６８３－３２８１） ２８６２番地    ～    ３９０７番地

３９２８番地    ～    最終番地
深作１丁目 全　部
深作３丁目 １番地          ～    ２５番地

１５３番地
大字丸ヶ崎 １番地          ～    １０６２番地

１０６８番地    ～    １０７５番地
１０７８番地    ～    １０７９番地
１０８１番地    ～    １０８２番地
１０８４番地
１０８６番地
１０８８番地    ～    １０８９番地    
１０９１番地    ～    １０９５番地
１０９９番地    ～    １１０３番地
１１９９番地    ～    １２４１番地
１２４６番地    ～    １２４８番地
１２５２番地    ～    １２５５番地
１３００番地    ～    １３１７番地
１３１９番地    ～    １３２１番地
１３２３番地    ～    １３２８番地
１３７９番地    ～    １３９６番地
１３９８番地    ～    １４０７番地
２９０１番地    ～    ２９０２番地
２９１５番地      
２９１９番地
２９２４番地    ～    ２９２６番地
２９２８番地    ～    ２９２９番地
２９３８番地    ～    ２９３９番地
２９７７番地
３０７５番地    ～    最終番地

丸ヶ崎町 全　部
大字宮ヶ谷塔 全　部
宮ヶ谷塔１丁目 全　部
宮ヶ谷塔２丁目 全　部
宮ヶ谷塔３丁目 全　部
宮ヶ谷塔４丁目 全　部
大字小深作 全　部
春岡１丁目 １番地　        ～    ２８番地５

２８地番７　　  ～    最終番地
春岡２丁目 全　部
春岡３丁目 全　部
島町１丁目 ８番地６         ～    ８番地７

１１番地３９



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
大宮西小学校 西区三橋５－１３５９ 三橋５丁目 全　部

（６２４－００３５） 三橋６丁目 全　部
大字指扇 １番地          ～    ６２８番地

６３０番地      ～    ６８２番地
６８４番地      ～    ６９１番地
６９２番地２    ～    ６９８番地
１０８７番地
１１８０番地    ～    １１８４番地
１１８７番地    ～    １２１９番地１

大字佐知川 １番地          ～    ４３５番地
４３６番地２    ～    ４３６番地９
４３７番地      ～    ４３８番地
４４０番地      ～    ４８５番地
５０１番地      ～    ６０１番地
６４６番地      ～    ６５９番地
６８０番地      ～    ７２７番地
９１７番地７   ～   　９１７番地最終枝番
９２０番地      ～    ９２３番地
１０１７番地    ～    １１６５番地
１１６９番地    ～    １１７２番地
１１７４番地    ～    １１７６番地
１１８５番地    ～    １１９７番地１
１１９８番地    ～    １２００番地

栄小学校 西区大字飯田８１１ 大字指扇 ６２９番地        
（６２３－０７７５） ６８３番地        

６９２番地      ～    ６９２番地１
６９９番地      ～    ９５４番地１
９５４番地４    ～    １０４６番地１
１０６１番地３
１０６１番地５
１０６２番地    ～    １０６２番地１
１０６２番地４  ～    １０６２番地５
１０６３番地    ～    １０７３番地２
１０７３番地４  ～    １０７４番地２
１０７６番地 1   ～   １０７６番地２
１０７７番地    ～    １０８１番地
１０８４番地３    
１０８５番地３
１０８６番地
１０８８番地    ～    １１７９番地
１１８５番地    ～    １１８６番地
２２２５番地    ～    ２３２８番地
２３９７番地      

大字西遊馬 ４０６番地      ～    ４７８番地
大字土屋 ２９０番地      ～    ３０９番地

３３０番地      ～    ３３９番地
大字二ツ宮 １０３６番地    ～  １０３７番地

１０５７番地　　～　１０５８番地
プラザ 全　部
大字飯田 ７１１番地      ～    ７９３番地

８０７番地
８１０番地       
８１５番地      ～    ８２８番地

大字佐知川 ４３６番地      ～    ４３６番地１
４３６番地１０  ～    ４３６番地最終枝番
４３９番地
４８６番地      ～    ５００番地
６０２番地      ～    ６４５番地
６６０番地      ～    ６７９番地
７２８番地      ～    ９１７番地６
９１８番地      ～    ９１９番地
９２４番地      ～    １０１６番地
１１６６番地    ～    １１６８番地
１１７３番地     
１１７７番地    ～    １１８４番地
１１９７番地２  ～    １１９７番地最終枝番
１２０１番地    ～    最終番地



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
大宮別所小学校 北区別所町４２－１ 別所町 全　部

（６６７－３６３３） 奈良町 全　部
芝川小学校 大宮区天沼町２－１０７７ 天沼町１丁目 ３３０番地      ～    最終番地

（６４４－７５４４） 天沼町２丁目 ８５６番地      ～    最終番地
堀の内町１丁目 ５５２番地２    ～    ５５３番地

５５５番地
５５８番地      ～    ５６０番地
５７４番地１
５７５番地      ～    ５７５番地１
５８１番地      ～    ５８３番地１
５８４番地      ～    ５８４番地１
６０３番地      ～    ６０３番地１
６０４番地      ～    ６０６番地
６０９番地２    ～    ６１１番地１
６２７番地      ～    ６２７番地１
６２８番地      ～    ６２９番地２
６３２番地      ～    ６４８番地
６５１番地      ～    ６５３番地
６５６番地      ～    ６５７番地
６６０番地
６９３番地      ～    ６９３番地２
６９４番地      ～    ６９４番地１
６９４番地３

大字南中野 ６番地          ～    １４番地
９２番地２      ～    ９２番地３
９２番地６      ～    ９４番地
９５番地２      
９８番地       
１１５番地      ～    １８３番地
１８６番地      ～    ２０４番地
２２１番地      ～    ２３８番地
２４５番地       
３６７番地      ～    ３７６番地
３８１番地      ～    ３８２番地
３８３番地２        
３８９番地      ～    ３９１番地
５２４番地      ～    ５２８番地
６７１番地      ～    ７４０番地
３０００番地    ～    ３０１１番地
３０３１番地    ～    最終番地

大字南中丸 １番地　　　　 ～　　３９０番地
４６２番地      ～    ６５０番地
７２２番地      ～    ７３３番地
７３５番地      ～    ７４２番地
７５４番地      ～    ７９７番地

大字中川 ８番地          ～    １０番地
２９番地        ～    １０６番地
１０９番地２    ～    １１３番地
１３５番地      ～    １３６番地
１３７番地３    ～    １４０番地２
２４９番地      ～    ２５６番地
２６４番地      ～    ２６４番地１
２６４番地３
２６４番地５    ～    ２７０番地
３０６番地      ～    ３１１番地
３１３番地      ～    ３１５番地 
３１６番地２    ～    ７４４番地
７４５番地２    ～    ７４７番地
７４８番地２    
７４９番地２    ～    最終番地

大字上山口新田 全　部
大字新右ェ門新田 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
蓮沼小学校 見沼区大字蓮沼１０７０ 堀崎町 １番地　　　　　～　　１１番地

（６８４－３６７８） １２番地２　　　～　　１２番地３５
１２番地４０　　～　　１２番地最終枝番
２２番地　　　　～　　２３番地
２７番地　　　　～　　２９番地
３７番地        ～ 　 １２７番地
１２９番地      ～    ４６３番地
４６５番地      ～    ４７０番地

大字蓮沼 ２０３番地２      
２６８番地      ～    ２６８番地１
２６９番地      ～    ２６９番地１
２７０番地２    ～　　２７０番地最終枝番
２７１番地２    ～    ２７１番地最終枝番
２７２番地２      
２９５番地２    ～    ２９５番地最終枝番
２９６番地２    ～    ２９６番地６
２９６番地９    ～    ２９６番地１１
３０１番地２      
３０２番地      ～    ３０４番地
３０５番地２      
３０５番地５　　～　　３０５番地６
４７８番地      ～    ４８３番地
４８４番地２     
４８５番地      ～    ４８５番地１
４８５番地３    ～    ４８７番地
４８８番地２    ～    ４８８番地３
５１１番地２    ～　　５１１番地最終枝番
５１２番地２    ～    ５１３番地１
５１４番地      ～    ５４０番地１
５４１番地２      
５５０番地２      
５５１番地２    ～    ５５２番地１
５５２番地３    ～    ５５２番地５
５５２番地７    ～    １２６５番地
１２６８番地    ～    １２７９番地
１２９３番地    ～    １３１７番地
１３２６番地    ～    １３３４番地
１３３６番地    ～    １３４６番地
１３５０番地２  ～    １３５０番地最終枝番
１３５２番地    ～    １３９９番地１
１３９９番地３  ～    １４０５番地

大字風渡野 ５４番地        ～    最終番地
風渡野１丁目 全　部
風渡野２丁目 全　部
大字東門前 １番地          ～    ４１５番地

４５７番地　　　～　　最終番地
大字大谷 １７５０番地　　～　　１７５２番地

上小小学校 大宮区上小町１３３７－１ 三橋３丁目 全　部
（６４４－６２５１） 上小町 ３０３番地      ～    ４２５番地

４６３番地      ～    最終番地
宮前小学校 西区宮前町３４１ 日進町１丁目 ０番地          ～    ３１５番地

（６２３－８１２１） ３８７番地      ～    ４０４番地
４１０番地      ～    ５２２番地
９００番地

宮前町 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
大谷小学校 見沼区大字大谷１８ 大字南中野 ９１９番地      ～    ９２１番地１

（６８５－８５１１） ９２１番地５
９２５番地      ～    ９２６番地１
９２６番地３        
９３２番地      ～    ９３３番地１
９３３番地３    ～    ９３８番地１
９３８番地３    ～    ９９４番地
９９９番地      ～  　１０００番地１
１０００番地３  ～    １００１番地１
１００２番地１  ～    １００３番地２
１００３番地８  ～    １００４番地３
１０５７番地    ～    １２２８番地

大字南中丸 ３９２番地      ～    ４６１番地
８１３番地      ～    最終番地

大字大谷 １番地          ～    ９１６番地
９３１番地      ～    ９３２番地
１０３９番地    ～    １０４６番地
１１８４番地    ～    １７４９番地
１７５３番地    ～    １８０３番地
１８２１番地    ～    １８５５番地
１８６０番地    ～    １８７７番地

大字蓮沼 １番地          ～    ２０３番地１
２０３番地３    ～    ２６７番地
２６８番地２       
２６９番地２    ～    ２７０番地１
２７１番地      ～    ２７１番地１
２７２番地      ～    ２７２番地１
２７２番地３    ～    ２９５番地１
２９６番地      ～    ２９６番地１
２９６番地７    ～    ２９６番地８
２９６番地１２  ～    ３０１番地１
３０１番地３    ～　　３０１番地最終枝番
３０５番地１
３０５番地３    ～    ３０５番地４
３０５番地７　　～　　４７７番地
４８４番地      ～    ４８４番地１
４８４番地３    ～　　４８４番地最終枝番
４８５番地２      
４８８番地      ～    ４８８番地１
４８８番地４    ～    ５１１番地１
５１２番地      ～    ５１２番地１
５１３番地２        
５４０番地２    ～    ５４１番地１
５４１番地３    ～    ５５０番地１
５５０番地３    ～    ５５１番地１
５５２番地２    
５５２番地６     
１２６６番地    ～    １２６７番地
１２８０番地    ～    １２９２番地
１３１８番地    ～    １３２５番地
１３３５番地      
１３４７番地    ～    １３５０番地１
１３５１番地    
１３９９番地２    
１４０６番地　　～　　最終番地

島小学校 見沼区島町５３３－２ 堀崎町 １１０２番地    ～    １１５４番地
（６８５－０６０７） １１６７番地    ～    １２７７番地

１３２２番地    ～    １３４２番地
１３４６番地    ～    １６２５番地

島町 全　部
島町１丁目 １番地          ～    ８番地５

９番地　　　　～　　１１番地３８
１２番地　　　　～　　最終番地

島町２丁目 全　部
東大宮５丁目 全　部
東大宮６丁目 全　部
東大宮７丁目 １番地          ～    ４１番地

４３番地        ～    ５５番地
５８番地        ～    ６４番地
６６番地          

春岡１丁目 ２８番６号



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
指扇北小学校 西区大字中釘１５０６－１ 大字宝来 １番地          ～    ７５９番地

（６２２－４１３１） ８６１番地      ～    ９２８番地
大字峰岸 全　部
大字指扇領辻 全　部
大字中釘 １番地          ～    ２３１２番地

２３２７番地      
２３３７番地    ～    ２３３８番地１
２３７２番地    ～    最終番地

大字高木 ２７番地２      ～    ３１番地１
３１番地３      ～        
３６番地２      ～    ３７番地１
３７番地３      ～    ４１番地
４２番地２      ～    ４２番地最終枝番
５９番地１
５９番地３      ～　　５９番地最終枝番
６０番地２      ～    ６０番地最終枝番
１２３番地２    ～    １２５番地
１２７番地      ～    ２６１番地
２６３番地      ～    ２８７番地
２９６番地      ～    ３４８番地
３７１番地２    ～    ３７１番地最終枝番
３９７番地２    ～    ３９７番地最終枝番
３９８番地２    ～    ４０２番地１
４０２番地３    ～　　４０２番地最終枝番
４０３番地２    ～    ４０３番地最終枝番
４０４番地２    ～    ４０４番地最終枝番
４０６番地２    ～    ４０６番地最終枝番
４１４番地      ～    ４２０番地
４３１番地      ～    最終番地

大字清河寺 全　部
大字西新井 全　部
大字平方領々家 全　部
西大宮１丁目 ４番地　　      ～    ５番地

７番地
西大宮２丁目 １１番地     　 ～    ３８番地
西大宮３丁目 １番地      　　～    ３番地

１２番地      　～　  ６２番地
西大宮４丁目 全　部

東宮下小学校 見沼区大字東宮下２１５－１ 大字膝子 全　部
（６８５－３６５２） 大字大谷 ９１７番地      ～    ９３０番地

９３３番地      ～    １０３８番地
１０４７番地    ～    １１８３番地
１８０４番地    ～    １８２０番地
１８５６番地    ～    １８５９番地
１８７８番地    ～    最終番地

大字東宮下 ２０２５番地    ～    ２０４１番地
泰平小学校 北区今羽町６２８ 宮原町２丁目 ９８番地        ～    １１３番地

（６５１－５６３７） １２３番地      ～    １３５番地
吉野町１丁目 １番地          ～    ６番地

１１番地        ～    １７番地
２４番地        ～    ２８番地
４１番地        ～    ５３番地
５５番地        ～    ５７番地
４００番地      ～    ４０６番地

今羽町 全　部
本郷町 ５８９番地      ～    １３９７番地

１７６７番地    ～    最終番地



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
海老沼小学校 見沼区大字東新井７１０－５ 大字東新井 ５１４番地      ～    ５４１番地

（６８６－２１２５） ５５６番地      ～    ５６４番地
５８０番地      ～    ６９０番地
６９５番地      ～    ７４５番地
７５１番地      ～    ９４６番地
９５０番地       
９５４番地      ～    ９５７番地
９５９番地      ～    ９５９番地１
９５９番地３    ～    ９６０番地

大字御蔵 ２０番地        ～    ２１番地
２４番地３        
１３４６番地    ～    １３５７番地
１３６６番地      
１４１７番地    ～    １４３３番地
１４４４番地      
１４５５番地
１４５７番地
１４５９番地    ～    １５３４番地

大字南中野 １番地          ～    ５番地
１５番地        ～    ９２番地１
９２番地４      ～    ９２番地５
９５番地        ～    ９５番地１
９６番地        ～    ９７番地
９９番地        ～    １１４番地
１８４番地      ～    １８５番地
２０５番地      ～    ２２０番地
２３９番地      ～    ２４４番地5
２４６番地      ～    ３６６番地
３７７番地      ～    ３８０番地
３８３番地      ～    ３８３番地１
３８４番地      ～    ３８８番地
３９１番地      ～    ５２３番地
５２９番地      ～    ６７０番地
７４１番地      ～    ８３８番地
１２２９番地    ～    １２４６番地
３０１２番地    ～    ３０３０番地

大字南中丸 ６５１番地      ～    ７２１番地
７３４番地
７４３番地      ～    ７５３番地
７９８番地      ～    ８１２番地

大字中川 １番地          ～    ７番地
１１番地        ～    ２８番地
１０７番地      ～    １０９番地１
１１４番地      ～    １３４番地
１３７番地      ～    １３７番地２
１４０番地３    ～    ２４８番地
２５７番地      ～    ２６３番地
２６４番地２      
２６４番地４
２７１番地      ～    ３０５番地
３１２番地
３１６番地１
７４５番地１
７４８番地１
７４９番地１



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
春野小学校 見沼区春野１－１０－１ 大字深作 １２２７番地    ～    ２８６１番地

（６８５－３０５５） ３９０８番地    ～    ３９２７番地
深作２丁目 全　部
深作３丁目 ２６番地        ～    １５２番地

１５４番地　　  ～　　最終番地
深作４丁目 全　部
深作５丁目 全　部
春野１丁目 全　部
春野２丁目 全　部
春野３丁目 全　部
春野４丁目 全　部
大字丸ヶ崎 １０６３番地    ～    １０６７番地

１０７６番地    ～    １０７７番地
１０８０番地      
１０８３番地      
１０８５番地
１０８７番地
１０９０番地     
１０９６番地    ～    １０９８番地
１１０４番地    ～    １１９８番地
１２４２番地    ～    １２４５番地
１２４９番地    ～    １２５１番地
１２５６番地    ～    １２９９番地
１３１８番地    
１３２２番地      
１３２９番地    ～    １３７８番地
１３９７番地      
１４０８番地    ～    ２９００番地
２９０３番地    ～    ２９１４番地
２９１６番地    ～    ２９１８番地
２９２０番地    ～    ２９２３番地
２９２７番地     
２９３０番地    ～    ２９３７番地
２９４０番地    ～    ２９７６番地
２９７８番地    ～    ３０７４番地

卸町１丁目 全　部
卸町２丁目 全　部

つばさ小学校 北区宮原町３－９０２－４ 大成町４丁目 ６３０番地　　  ～　  最終番地
(６６１-０２８３） 日進町２丁目 ４９番地　　　  ～　　４７１番地

５１４番地　　  ～　　８０３番地
８０５番地　　  ～　　８９１番地
１０１２番地　  ～　　１１２４番地
１１２５番地７　～　 １１２５番地８
１１２５番地１１～　 １１２５番地１２
１１２５番地２２
１１２６番地　 ～　  １１６１番地
１２６０番地    ～    １３２６番地
１４０５番地    ～    １４０６番地
１８６４番地１０
１９１４番地    ～    １９１７番地

宮原町３丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
与野本町小学校 中央区本町東３－５－２３ 下落合５丁目 ７番             ～    １０番

（８５２－４４４４） 下落合６丁目 ８番             ～    １０番
下落合７丁目 ５番             ～    ７番
上峰１丁目 ３番             ～    最終号
上峰２丁目 全　部
上峰４丁目 全　部
本町西１丁目 全　部
本町西２丁目 全　部
本町西３丁目 １番５号        ～    １番９号

１番１１号
１番３０号      ～    ２番４号
２番６号          
２番２２号      ～    ２番２３号
３番４号          
３番２４号            
４番１号　      ～    ４番９号
４番２８号      ～    ４番２９号

本町東１丁目 全　部
本町東２丁目 全　部
本町東３丁目 全　部
本町東４丁目 １番             ～    ８番１２号

８番２５号      ～    ９番１２号
９番２４号      ～    ９番３１号
１１番           ～    ２５番
２６番７号      ～    ２６番１３号
２８番１号      ～    ２８番３号
２８番１３号    ～    最終番

上落合小学校 中央区上落合４－１４－２４ 大字上落合 ５１６番地      ～    最終番地
（８５２－５３８１） 上落合１丁目 １２番           ～    最終番

上落合２丁目 全　部
上落合４丁目 １番             ～    ８番

１１番           ～    最終番
上落合５丁目 全　部
上落合６丁目 全　部
上落合７丁目 全　部
上落合８丁目 全　部
上落合９丁目 全　部

大戸小学校 中央区新中里１－６－２８ 新中里１丁目 全　部
（８３１－３７９６） 新中里２丁目 全　部

新中里３丁目 全　部
新中里４丁目 全　部
新中里５丁目 全　部

下落合小学校 中央区上落合１－７－３３ 大字上落合 １番地          ～    ５１５番地    
（８５２－２２８０） 上落合１丁目 １番             ～    １１番

大字下落合 全　部
下落合２丁目 全　部
下落合３丁目 全　部
下落合４丁目 １番             ～    ４番

１６番           ～    最終番
下落合５丁目 １番             ～    ６番

１１番           ～    最終番
下落合６丁目 １番             ～    ７番

１１番           ～    最終番
下落合７丁目 １番             ～    ４番

８番　　　 　　　～　　最終番
新都心 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
与野西北小学校 中央区円阿弥４－３－７ 八王子１丁目 全　部

（８５３－０１０９） 八王子２丁目 全　部
八王子３丁目 全　部
八王子４丁目 全　部
八王子５丁目 全　部
円阿弥１丁目 全　部
円阿弥２丁目 全　部
円阿弥３丁目 全　部
円阿弥４丁目 全　部
円阿弥５丁目 全　部
円阿弥６丁目 全　部
円阿弥７丁目 全　部
桜丘１丁目 全　部
桜丘２丁目 全　部

鈴谷小学校 中央区鈴谷５－１－１ 鈴谷１丁目 ５１０番地      ～    最終番地
（８５２－５６７５） 鈴谷２丁目 全　部

鈴谷３丁目 全　部
鈴谷４丁目 全　部
鈴谷５丁目 全　部
鈴谷６丁目 全　部
鈴谷７丁目 全　部
鈴谷８丁目 全　部
鈴谷９丁目 全　部
上峰１丁目 １番             ～    ２番             
上峰３丁目 全　部

与野八幡小学校 中央区本町東５－２３－１４ 上落合３丁目 全　部
（８５４－５５６１） 上落合４丁目 ９番             ～    １０番

下落合４丁目 ５番             ～    １５番
本町西３丁目 １番             ～    １番４号

１番１０号
１番１２号      ～    １番２９号
２番５号          
２番７号        ～    ２番２１号
３番１　号      ～    ３番３号
３番５号        ～    ３番２３号
４番１０号      ～    ４番２７号
５番             ～    １６番

本町西４丁目 全　部
本町西５丁目 全　部
本町西６丁目 全　部
本町東４丁目 ８番１３号      ～    ８番２４号

９番１３号      ～    ９番２３号
１０番
２６番１号      ～    ２６番６号
２７番
２８番４号      ～    ２８番１２号

本町東５丁目 全　部
本町東６丁目 全　部
本町東７丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
与野南小学校 中央区大戸６－２－２５ 鈴谷１丁目 １番地          ～    ５０９番地

（８３１－０１５７） 大戸１丁目 全　部
大戸２丁目 全　部
大戸３丁目 全　部
大戸４丁目 全　部
大戸５丁目 全　部
大戸６丁目 全　部

三橋・上小小学校 三橋４丁目 ５５０番地　　　～　　６６２番地
７９７番地　　　～　　８８８番地
９４６番地　　　～　　最終番地

岩槻小学校 岩槻区本町５－６－４５ 本丸１丁目 全　部
（７５６-３３４１) 本丸２丁目 全　部

本丸３丁目 全　部
本丸４丁目 全　部
本町１丁目 全　部
本町３丁目 全　部
本町５丁目 全　部
西町１丁目 ４番１号　　　　～　６番
愛宕町 全　部
宮町１丁目（岩槻区） １番　　　　　　～　４番

１０番
宮町２丁目（岩槻区） １番１号　　　　～　２番

８番
太田小学校 岩槻区仲町１－１７－３ 太田１丁目 全　部

（７５６-０５１５) 太田２丁目 全　部
太田３丁目 全　部
城町１丁目 全　部
城町２丁目 全　部
本町２丁目 全　部
本町４丁目 全　部
本町６丁目 全　部
仲町１丁目（岩槻区） 全　部
仲町２丁目（岩槻区） 全　部
東町１丁目（岩槻区） 全　部
東町２丁目（岩槻区） 全　部
加倉４丁目 ５番　　　　　　　～　１４番

川通小学校 岩槻区大野島４２２－１ 南平野２丁目 全　部
（７９９-１０６０) 南平野３丁目 全　部

南平野４丁目 全　部
南平野５丁目 全　部
大字長宮 全　部
大字大野島 全　部
大字増長 全　部
大字大口 全　部
大字大谷 全　部
大字大戸 全　部
大字新方須賀 全　部
大字大森 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
柏崎小学校 岩槻区柏崎７６２ 城南３丁目 １番地

（７９８-３８３１) ２番３８号　　～　２番７９号
４番４号　　　～　４番９号
４番３８号　　～　８番

大字加倉 １番地１　　　～　１５０４番地
１９３６番地　～　７７４９番地

大字横根 全　部
大字真福寺 １番地　　　　～１４０３番地
大字柏崎 全　部
大字浮谷 １番地　　　　～２８１１番地４
大字谷下 全　部
加倉５丁目 全　部
原町 全　部

和土小学校 岩槻区黒谷１３５３ 大字飯塚 １番地　　　　～１０１１番地２
（７９８-０２０８) １１７０番地１～１５１２番地

大字黒谷 全　部
大字笹久保 １番地１

２番地　　　　～　３番地１
３番地３　　　～　４番地３
４番地５　　　～２１３７番地

大字笹久保新田全　部
大字南下新井 １番地１　　　～１０７６番地

１５８８番地１～１９２２番地１
大字村国 ６６７番地　　～　６６８番地

６７８番地　　～　６７９番地２
６９２番地　　～　７１０番地

大字野孫 ８７５番地１　～　８９９番地３
新和小学校 岩槻区尾ヶ崎１２５２ 大字笹久保 １番地２　　　～　１番地９

（７９８-０００３) ３番地２
４番地４

大字尾ヶ崎 全　部
大字尾ヶ崎新田全　部
大字釣上 全　部
大字釣上新田 全　部
大字野孫 １番地　　　　～　８７４番地

９００番地　　～　９７３番地
大字高曽根 全　部
大字末田 全　部
美園東１丁目 全　部
美園東２丁目 全　部
美園東３丁目 全　部

慈恩寺小学校 岩槻区慈恩寺２５９ 大字慈恩寺 全　部
（７９４-１１４０) 大字小溝 １７２番地　　～　８７４番地

１０５０番地　～１５４５番地
１５５２番地

大字表慈恩寺 ４７８番地　　～　４８６番地
６３３番地　　～　８２４番地
８３１番地　　～　８３４番地
８５２番地　　～　８５３番地
１０２７番地
１０３１番地　～１３２６番地
１３４０番地　～１５１６番地
１６０７番地　～１７７３番地

大字上野 ７４２番地　　～　７４４番地
８８７番地　　～　９８５番地
１０１１番地　～１０１２番地

大字古ヶ場 全　部
大字相野原 全　部
大字裏慈恩寺 １番地　　　　～１６６９番地

１７６７番地　～１７９８番地
大字鹿室 全　部
上野３丁目 全　部
上野４丁目 ５番地　　　　～　６番地
上野５丁目 全　部
上野６丁目 全　部
古ヶ場１丁目 全　部
古ヶ場２丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
河合小学校 岩槻区平林寺３５１ 大字岩槻 ３４６番地１　～　３５３番地

（７５６-２２４３) ３５３６番地　～３８３４番地
５０５１番地　～５０９４番地
５１７５番地　～５４３５番地
５４８４番地　～５６１６番地
７７９１番地　～７７９２番地

大字掛 １番地　　　　～　３３３番地
３３９番地
３４４番地　　～　３５０番地２
５７３番地１　～　５７３番地３
６０７番地　　～　６２２番地２
６２６番地　　～　６５９番地
６６３番地　　～　６８９番地
６９２番地
６９４番地
６９９番地　　～　７１０番地
７１２番地１　～　９８３番地

大字金重 全　部
大字本宿 ４５８番地１　～　４５９番地２

４６５番地１　～　４８６番地
大字箕輪 全　部
大字平林寺 １番地　　　　～１５２２番地９

１５２３番地
７７９１番地
７７９３番地　～７７９４番地

大字馬込 全　部
東岩槻小学校 岩槻区諏訪２－６ 大字表慈恩寺 ４番地　　　　～　４７７番地

（７９４-１５８４) ４８７番地　　～　６３２番地
１３２７番地　～１３３９番地
１５１７番地　～１５３５番地
１７７４番地　～１８０１番地

大字上野 ３１５番地　　～　３６５番地
大字裏慈恩寺 １６７０番地　～１６７４番地
上野２丁目 全　部
諏訪１丁目 全　部
諏訪２丁目 全　部
諏訪３丁目 全　部
諏訪４丁目 全　部
諏訪５丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
城北小学校 岩槻区岩槻６６１９ 大字岩槻 ４４５番地１　～１５２７番地

（７５７-５３９１) ５１１３番地　～５１７４番地
５４３６番地１～５４８３番地
６２０９番地　～６９５１番地
７７９７番地　～７９８６番地

西町４丁目 全　部
西町５丁目 全　部
日の出町 全　部
美幸町 全　部
宮町１丁目（岩槻区） ５番　　 　　　～　９番
宮町２丁目（岩槻区） ３番　　 　　　～　７番

９番　　 　　　～　２７番
大字南平野 ７９９番地　　～　８８４番地
大字南辻 １番地　　　　～　１３７番地
大字上野 １番地　　　　～　１７番地

１１８番地　　～　１２３番地
１５８番地　　～　１６０番地

大字掛 ３３４番地　　～　３３８番地１
３４０番地１　～　３４３番地２
３５１番地１　～　５７２番地
５７８番地　　～　５９７番地
６２３番地　　～　６２５番地
６６０番地　　～　６６２番地
６９０番地１　～　６９１番地１
６９３番地
６９５番地　　～　６９８番地２
７１１番地
７９１３番地１～７９６３番地

大字本宿 １番地　　　　～　４４５番地３
４６０番地　　～　４６４番地
４８７番地　　～７９１２番地

大字平林寺 １５２２番地１１～１５２２番地１２
１５２４番地　～１５２７番地

徳力小学校 岩槻区徳力１３６－４ 大字小溝 １番地　　　　～　１６３番地
（７９４-２３１８) ８７５番地　　～１０４９番地

１５４６番地　～１５５１番地
大字徳力 全　部
大字表慈恩寺 ８２５番地　　～　８３０番地

８３５番地　　～　８５１番地
８５２番地３
８５４番地　　～１０２６番地
１０２８番地　～１０３０番地

上里小学校 岩槻区上里２－２ 南平野１丁目 全　部
（７９４-２３１６) 大字南辻 ２２２番地　　～　３１１番地

大字上野 １８番地　　　～　１１７番地
１２４番地　　～　１２８番地
２２８番地　　～　２３３番地
４０６番地　　～　４１６番地

大字裏慈恩寺 １６８５番地　～１６８８番地
上野１丁目 全　部
上野４丁目 １番地　　　　～　３番地
上里１丁目 全　部
上里２丁目 全　部
東岩槻１丁目 全　部
東岩槻２丁目 全　部
東岩槻３丁目 全　部
東岩槻４丁目 全　部
東岩槻５丁目 全　部
東岩槻６丁目 全　部



小学校別通学区域一覧 令和４年４月１日～

学校名 所在地 町名 　　通学区域
西原小学校 岩槻区西原６－２５ 大字岩槻 ３１６８番地　～３５１９番地５

（７５７-２２７１) ４９３０番地　～５０５０番地
５０９５番地　～５１１２番地

並木１丁目 全　部
並木２丁目 全　部
西原 全　部
西原台１丁目 全　部
西原台２丁目 全　部
西町１丁目 １番　　　　　～　３番

７番地
西町２丁目 全　部
西町３丁目 全　部
大字加倉 １５２４番地　～１７１８番地
加倉１丁目 全　部
加倉２丁目 全　部
加倉３丁目 全　部
加倉４丁目 １番　　　　　～　４番

１５番　　　　～　３３番
城南小学校 岩槻区南下新井１１９１

－１
府内１丁目 全　部

（７９８-４８１１) 府内２丁目 全　部
府内３丁目 全　部
府内４丁目 全　部
城南１丁目 全　部
城南２丁目 全　部
城南３丁目 ２番１号　　　～　２番３６号

３番１号　　　～　４番３号
４番１０号　　～　４番３７号

城南４丁目 全　部
城南５丁目 全　部
大字真福寺 １４０６番地１～１５１５番地
大字浮谷 ２８１２番地１～２９５０番地
大字飯塚 １０１２番地　～１１６６番地１１

１５１３番地　～１９９４番地
大字南下新井 １０７７番地１～１５８７番地４
大字村国 １番地　　　　～　６６６番地

６６９番地　　～　６７７番地４
６８０番地　　～　６９１番地


