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町丁（通学区域）
川崎区 大師中学校 浮島町、江川1、2丁目、小島町、塩浜4丁目12～14番、大師河原1、2丁目、大師本

町、田町1～3丁目、出来野6～8、12番、殿町1～3丁目、中瀬1～3丁目、東門前1、3
丁目

南大師中学校 塩浜1～3丁目、塩浜4丁目1～11番、昭和1、2丁目、大師公園、大師町、台町、千鳥
町、出来野1～5、9～11番、東門前2丁目、日ノ出1、2丁目、夜光1～3丁目、四谷上
町、四谷下町

川中島中学校 池上新町2、3丁目、伊勢町13～26番、川中島1、2丁目、観音1、2丁目、大師駅前
1、2丁目、東扇島、藤崎1丁目1～3、9～32番、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目5
～8、17、18、34、35番、水江町、港町13番

桜本中学校 浅野町、池上新町1丁目、池上町、桜本1、2丁目、浜町3、4丁目、藤崎4丁目19～33
番

臨港中学校 追分町、扇島、扇町、小田栄2丁目、鋼管通1丁目3～27番、鋼管通2～5丁目、田島
町、浜町1、2丁目、南渡田町

田島中学校 小田1～3丁目、小田4丁目1～11番、小田5～7丁目、京町2丁目14～24番
京町中学校 浅田1～4丁目、大川町、小田4丁目12～39番、京町3丁目、白石町、田辺新田
渡田中学校 大島1～5丁目、大島上町、小田栄1丁目、鋼管通1丁目1、2番、藤崎4丁目1～4、9～

16番、渡田1～4丁目、渡田新町1～3丁目、渡田東町、渡田向町
富士見中学校 旭町1、2丁目、砂子1、2丁目、伊勢町1～12番、駅前本町、榎町、貝塚1、2丁目、

境町、新川通、鈴木町、中島1～3丁目、東田町、藤崎1丁目4～8番、富士見1、2丁
目、堀之内町、本町1、2丁目、港町1～12番、宮前町、宮本町

川崎中学校 池田1、2丁目、小川町、京町1丁目、京町2丁目1～13、25番～、下並木、堤根、日
進町、南町、元木1、2丁目、渡田山王町

幸区 南河原中学校 大宮町、河原町団地13～15号棟、幸町1～4丁目、神明町1丁目1～27番、31～36番、
55番の一部、64、65番、神明町2丁目1～32番、中幸町1～4丁目、堀川町、南幸町1
～3丁目、都町1～39番、柳町

御幸中学校 遠藤町、河原町2～4番、河原町団地1～9号棟、12号棟、小向、小向町、小向東芝
町、小向仲野町、小向西町1、2丁目、小向西町3丁目1～98、108番～、小向西町4丁
目1～94、109番～、紺屋町、神明町1丁目28～30番、37～63番、55番の一部、66番
～、神明町2丁目33～96番、253番、戸手1～4丁目、戸手本町1、2丁目、都町40番～

塚越中学校 小倉1～199番、400～630番（住居表示前の番地を含む）、鹿島田1038、1054～
1056、1073、1075～1079、1082、1084、1085、1090、1091、1119、1122～1125、
1153、1154番、新川崎7番、新小倉1～2番、小向西町3丁目99～107番、小向西町4丁
目95～108番、下平間3番～、新塚越、塚越1～4丁目、東小倉1～22番、古川町

日吉中学校 鹿島田1～37、41、46～99、101～995、997、999～1003、1005～1010、1012、
1015、1016、1018～1022、1024、1026、1027、1031、1033、1034、1037、1039、
1049～1053、1057～1072、1074、1081、1083、1086～1089、1092～1118、1120、
1121、1126～1148番、新川崎1～6番、北加瀬、北加瀬1～3丁目、矢上

南加瀬中学校 小倉200～399番、631番～、南加瀬1～5丁目
中原区 平間中学校 鹿島田38～40、42～45、100、996、998、1004、1011、1013、1014、1017、1023、

1025、1028～1030、1032、1035、1036、1040～1048、1080番、下平間1、2番、田尻
町、東古市場、古市場、古市場1、2丁目、上平間171～217、300～309、333～368、
370、371、377、379～1999番

玉川中学校 市ノ坪408～428、430～446、448、450、452～458、460～486、488～491、499、
581、600番～、上平間1～170、218～299、310～332、372～376、378、2000番～、
北谷町、下沼部、中丸子

住吉中学校 市ノ坪1～407、429、447、449、451、459、487、492、500～580、582～599番、大
倉町、苅宿、木月2丁目、木月4丁目、木月住吉町、西加瀬

井田中学校 井田1～3丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、木月3丁目
今井中学校 今井上町1～52、55、58～228番、今井仲町、今井西町、今井南町、木月1丁目、木

月伊勢町、木月大町、木月祗園町、小杉町3丁目
中原中学校 上丸子、上丸子山王町1、2丁目、上丸子天神町、上丸子八幡町、小杉、小杉陣屋町

1、2丁目、小杉町1、2丁目、新丸子町、新丸子東1～3丁目、等々力1番1号、19番～
20番1号、丸子通1、2丁目

宮内中学校 今井上町53、54、56、57番、1628番～、上小田中2丁目2番8～10号、3番1～4号、7
～9号、11号、13～16号、6番、上小田中6丁目5～15番、21～51番8号、上小田中7丁
目、小杉御殿町1、2丁目、等々力1番2号～3番、4番、5番、6番～18番、宮内1～4丁
目

西中原中学校 上小田中1丁目、上小田中2丁目1番、2番3号、3番6号、3番17、18、20、25、27号、
4番、5番、7～42番、上小田中3～5丁目、上小田中6丁目1～4番、16～20番、51番
16、18、22～24、27～28号、52～60番、上新城1、2丁目、下小田中1～6丁目、下新
城1～3丁目、新城1～5丁目、新城中町、坂戸2丁目18番17号～

中学校区



町丁（通学区域）中学校区
高津区 東橘中学校 明津、蟹ヶ谷、子母口、子母口富士見台、久末

橘中学校 新城、新作1～6丁目、末長97、99～104、149、150、152～226《226番3号は宮崎
中》、247～249、255、257～287、289～465、506～1261、1262番2、4号～、1263番
1～3号、1264、1265番1、2、4号～、1266番1、3号～、1267～1269、1270番1、3～
5、7号～、1271、1272番1、2、5号～、1273番1～3、5号～、1274番1号、1275番1、
2号、1276～1293、1294番1、2、4、13号～、1295、1296番1、2、4、9、12、13号、
1297番1～4号、1298、1299番1号、1301～1353《1312と1316番の南武線の南側》、
1458番2、5号、1590番～、千年、千年新町

高津中学校 坂戸1丁目1～17番、19番～、坂戸3丁目1番、下作延12番2号～31番、31番2号～32番
1、3、4、6号～、33、36、37、38番1、2、4号～、39、40、59、60番1、3、5号～、
61～70、104番2号～、105番2号～、106番1、3、4、6号～、107、112～114、170番1
号、174～226、228～240、243～461、466～481、491番4～9、12号、492～504、505
番1、6号、507番2～4号、589～591、593、594、596、598、599、603～606、641、
665～668、740～744、751～761、814、815番　〔国道246号線の東側〕（住居表示
前の番地を含む）、下作延2丁目1～30番、31番1、5、7、10、12、15、17、33、
48、49、50、51、54、55号、諏訪1～3丁目、瀬田、久本1～3丁目、二子3～6丁目、
溝口1丁目、溝口321～344番、溝口3丁目1～3番

東高津中学校 北見方1～3丁目、坂戸1丁目18番、坂戸2丁目1番～18番1～16号、19番～、坂戸3丁
目2番～、下野毛1～3丁目、末長1262番1、3号、1263番4号、1265番3号、1266番2
号、1270番2、6号、1272番3、4号、1273番4号、1274番2～5、7号、1275番3号、
1294番3、5、6号、1296番3、5～7号、1297番5、6号、1299番2～6号、1300番1～5
号、1354～1457番、1458番1、3、4、6号～、1459～1589番（1312、1316番の南武線
の北側）

西高津中学校 宇奈根、久地、久地1～4丁目、下作延2～12番1号、31番1号、32番2、5号、34番、
35番、38番3号、41～58番、60番2、4号、71～103、104番1号、105番1号、106番2、
5号、108～111、115～170、171～173、227、241、242、483～490、491番1～3、
10、11、13～17、21、22号、505番2～5、7号～、506、507番1、5号～、508～588、
592、595、597、600～602、607～640、642～664、669～681、682～739、947番～
(国道246号線の西側)（住居表示前の番地を含む）、下作延1丁目、下作延4丁目、
下作延5丁目、二子1、2丁目、溝口2丁目、溝口3丁目4番～、溝口4～6丁目、溝口
941、966番～

宮前区 宮崎中学校 梶ヶ谷1～6丁目、下作延462～465、482、745～750、762～813、816～946番（住居
表示前の番地を含む）、下作延2丁目31番38号、32番～37番、下作延3丁目、末長1
～96、98、105～148、151、226番3号、227～246、250～254、256、288、466～505
番、有馬2丁目、有馬3丁目1～21、23、24、29番～、梶ヶ谷1～5番、東有馬1丁目、
東有馬2丁目1～13番、14番1、23～31、37号～、15番1、27号～、16～29番、31～35
番、馬絹、宮崎67～180番、251～299番

野川中学校 宮前区梶ヶ谷〔尻手黒川道路南側〕、野川、東有馬2丁目14番2～22、32～36号、15
番2～26号、41番27～38号

有馬中学校 有馬1丁目、有馬3丁目22、25～28番、有馬4～9丁目、鷺沼1～4丁目、東有馬2丁目
30番、36～40番、41番1～26号、39号～、東有馬3～5丁目

宮前平中学校 小台1丁目1～20番、小台2丁目、土橋1～7丁目、宮崎1～6丁目、宮崎604～610、646
～674、693～697番、宮前平1～3丁目

向丘中学校 上作延、けやき平、神木1、2丁目、神木本町1～5丁目、平6丁目、向ヶ丘
平中学校 五所塚1、2丁目、平1～3丁目、平4丁目1～5、7番～、平5丁目、東生田3、4丁目
菅生中学校 犬蔵3丁目8番1～26号、28号～、9番1～17号、21号～、潮見台、菅生1～4丁目、菅

生5丁目1～22番、23番30号～、菅生6丁目33、34番、35番17、18号、36番39～43
号、菅生ヶ丘、初山1丁目、初山2丁目1～8番、9番1～9、23号～、10番1～20号、10
番50号、23番1～44号、24～26番、28番、水沢1～3丁目

犬蔵中学校 犬蔵1～2丁目、犬蔵3丁目1～7番、8番27号、9番18～20号、10番～、白幡台1、2丁
目、菅生5丁目23番1～29号、菅生6丁目1～32番、35番38～40号、36番21～23号、37
番、平4丁目6番、南平台、初山2丁目9番10～22号、10番21号～49号、10番51号～22
番、23番45号～、27番、29番



町丁（通学区域）中学校区
多摩区 稲田中学校 宿河原1～7丁目、堰1～3丁目、長尾1～7丁目、登戸1998-1、2000、2043～2076、

2102～2107、2515～2519、2572～2580、2585～3408、3427～3438、3442～3815、
3821番（2746、3657番は枡形中）

枡形中学校 生田2、3丁目、生田8丁目13～26番、登戸1～1992、2001～2042、2077～2101、2108
～2514、2520～2571、2581～2584、2746、3409～3426、3439～3441、3657、3816～
3820番、登戸新町、枡形1、2丁目

中野島中学校 和泉、菅1丁目7～15番、菅稲田堤3丁目、菅北浦1丁目3～12番、菅北浦2丁目4～26
番、菅北浦5丁目1～5番、菅馬場1丁目、菅馬場2丁目1～19番、中野島、中野島1～6
丁目、布田

南菅中学校 菅北浦4丁目、菅北浦5丁目6～8番、菅仙谷1～4丁目、菅馬場2丁目20～30番、菅馬
場3、4丁目、寺尾台1、2丁目

菅中学校 菅1丁目1～6番、菅2～6丁目、菅稲田堤1、2丁目、菅北浦1丁目1、2番、菅北浦2丁
目1～3番、菅北浦3丁目、菅城下、菅野戸呂

生田中学校 生田1丁目、生田4～7丁目、生田8丁目1～12番、27～29番、西生田1、2丁目、東生
田1、2丁目、東三田1～3丁目、枡形3～7丁目、三田1～5丁目

南生田中学校 栗谷1～4丁目、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目1～17番、21番～、西生田3～5丁
目、南生田1丁目、南生田2丁目1～20、28番、南生田3丁目、南生田4丁目1～18番、
南生田5～8丁目

麻生区 西生田中学校 高石1～4丁目、高石5丁目1～5番、16～22番、多摩美1、2丁目、細山1～7丁目、百
合丘1、2丁目

金程中学校 金程1～4丁目、千代ヶ丘1～9丁目、細山、細山8丁目、万福寺4丁目13、14、21～23
番、万福寺5丁目20番、向原1～3丁目

長沢中学校 長沢3丁目18～20番、長沢4丁目、南生田2丁目21～27、29～31番、南生田4丁目19～
25番、王禅寺西1丁目1～14、18～21、30、35～46番、王禅寺西2、3丁目、王禅寺西
4丁目2番28～36号、3～13番、15番、王禅寺東1丁目1～16番、17番14～16号、18番
24号、19番1～8、13～17号、34番4号、35～38番、王禅寺東2丁目1～12番、13番1～
12号、14番、王禅寺東4丁目1番、高石5丁目6～15、23～28番、高石6丁目、東百合
丘1～4丁目、百合丘3丁目

麻生中学校 王禅寺西1丁目15～17、22～29、31～34番、王禅寺西4丁目1、2番1～25号、38～48
号、14番、王禅寺西5丁目1～5番、王禅寺西6丁目1～18番、19番1～12号、上麻生1
～4丁目、上麻生5丁目1～3、7～14番、古沢、万福寺1～3丁目、万福寺4丁目1～12
番、15～20番、万福寺5丁目1～18番、万福寺6丁目

柿生中学校 王禅寺西6丁目19番13～21号、20～28番、王禅寺西7丁目1～19番、王禅寺西8丁目、
王禅寺東5丁目47番21～28号、48～51番、52番3号、18～31号、53～55番、王禅寺東
6丁目、岡上、上麻生、上麻生5丁目4～6、15～52番、上麻生6、7丁目、下麻生11
番、下麻生1丁目、下麻生2丁目1～11、15～48番、下麻生3丁目、早野（1150番除
く）

王禅寺中央中学校 王禅寺、王禅寺西5丁目6～25番、王禅寺西7丁目20～30番、王禅寺東1丁目17番1、5
号、18番1号、19番10、12号、20～33番、34番1～3号、5～8号、王禅寺東2丁目13番
18～27号、15～49番、王禅寺東3丁目、王禅寺東4丁目2～35、36番1～37号、41号、
37番7、8号、10～25号、王禅寺東5丁目1～46、47番10～20号、52番12号、下麻生2
丁目12～14番、下麻生978、1135～1136番、虹ヶ丘1～3丁目、白山1～5丁目、早野
1150番

白鳥中学校 片平、片平1～5丁目、片平6～8丁目、栗木、栗木1～3丁目、栗木台1～5丁目、栗平
1、2丁目、五力田、五力田1～3丁目、白鳥1～4丁目

はるひ野中学校 黒川、南黒川、はるひ野1～5丁目



町丁（通学区域）
川崎区 殿町小学校 浮島町、江川1、2丁目、小島町、塩浜4丁目12～14番、田町1～3丁目、殿町1～3丁

目、日ノ出1、2丁目
四谷小学校 塩浜1～3丁目、塩浜4丁目1～11番、千鳥町、夜光1～3丁目、四谷上町、四谷下町
東門前小学校 大師河原1、2丁目、出来野6～8番、12番、中瀬1～3丁目、東門前3丁目
大師小学校 昭和1、2丁目、大師公園、大師町、大師本町、台町、出来野1～5番、9～11番、東

門前1、2丁目
川中島小学校 伊勢町13～26番、川中島1、2丁目、観音1丁目3～6番、17～19番、観音2丁目6～12

番、21～23番、大師駅前1、2丁目、東扇島、藤崎1丁目9～12番、23～29番、藤崎3
丁目7～15番、港町13番

藤崎小学校 池上新町2、3丁目、観音1丁目1、2、7～16番、観音2丁目1～5番、13～20番、藤崎1
丁目1～3番、13～22番、30～32番、藤崎2丁目、藤崎3丁目1～6番、藤崎4丁目5～8
番、17、18、34、35番、水江町

さくら小学校 浅野町、池上町、池上新町1丁目、桜本1、2丁目、浜町3、4丁目、藤崎4丁目19～33
番

大島小学校 追分町、扇町、鋼管通2丁目、浜町1、2丁目
渡田小学校 扇島、小田栄2丁目、鋼管通1丁目3～27番、鋼管通3～5丁目、田島町、南渡田町
東小田小学校 小田1丁目22～33番、小田2丁目14番7～18号、15番、16番、小田3丁目、小田5～7丁

目
小田小学校 小田1丁目1～21番、小田2丁目1～13番、14番1～6号、19～24号、17～21番、小田4

丁目、京町3丁目1～20番
浅田小学校 浅田1～4丁目、大川町、京町3丁目21～32番、白石町、田辺新田
東大島小学校 大島3、5丁目、藤崎4丁目1～4番、9～16番
向小学校 大島1、2、4丁目、中島3丁目
田島小学校 大島上町、鋼管通1丁目1、2番、渡田1、2丁目、渡田3丁目1番、2番1～3号、17、18

号、6、7番、13番1～3号、16、17号、14番1～5号、16号、渡田東町、渡田向町1、2
番、3番1、2、4、5、15号～、4～11番、15～29番

新町小学校 小田栄1丁目、渡田3丁目2番4～16号、3～5番、8～12番、13番4～15号、14番6～15
号、15～19番、渡田4丁目、渡田新町1～3丁目、渡田向町3番3、6～14号、12～14番

旭町小学校 旭町1、2丁目、伊勢町1～12番、鈴木町、中島1、2丁目、藤崎1丁目4～8番、港町1
～12番

宮前小学校 砂子1、2丁目、駅前本町、榎町、貝塚1、2丁目、境町、新川通、東田町、富士見
1、2丁目、堀之内町、本町1、2丁目、宮前町、宮本町

川崎小学校 池田1丁目、小川町、下並木、堤根、日進町、南町、元木1、2丁目
京町小学校 池田2丁目、京町1、2丁目、渡田山王町

幸区 幸町小学校 大宮町、河原町団地4～6号棟、幸町1～4丁目、中幸町1～4丁目、堀川町
南河原小学校 河原町団地13～15号棟、神明町1丁目1～27番、31～36番、55番の一部、64、65番

〔国道1号線の東側〕、神明町2丁目1～32番〔国道1号線の東側〕、南幸町1～3丁
目、都町1～39番〔国道1号線の東側〕、柳町

御幸小学校 遠藤町、河原町2～4番、河原町団地1～3号棟、7～9号棟、12号棟、小向、小向町、
小向仲野町、紺屋町20番3号、31番、32番1、4号、35番1号、36番、39番、40番、42
～48番、54番、82番、83番1号、6号～、86～92番〔国道1号線の東側〕、戸手2～4
丁目

西御幸小学校 小向東芝町、小向西町1～3丁目、小向西町4丁目1～108番、146番～〔国道409号線
の北側〕、下平間250～283番、330～386番、戸手1丁目

戸手小学校 小向西町4丁目109～145番〔国道409号線の南側〕、紺屋町1～20番1号、4号～30
番、32番2号、33番、34番、35番2号～、37番、38番、41番、49～53番、55～81番、
83番2～5号、84番〔国道1号線の西側〕、神明町1丁目28～30、37～63、66番～、
（55の一部）〔国道1号線の西側〕、神明町2丁目33～96、253番〔国道1号線の西
側〕、戸手本町1、2丁目、都町40番～　〔国道1号線の西側〕

古川小学校 塚越1～4丁目、古川町
東小倉小学校 小倉1～199番、400～630番（住居表示前の番地を含む）、新川崎7番、新小倉1～2

番、東小倉1～22番
下平間小学校 鹿島田1038、1054～1056、1073、1075～1079、1082、1084、1085、1090、1091、

1119、1122～1125、1153、1154番、下平間3～248番、255番（国道409号線の南
側）、284～329番、387番～、新塚越

古市場小学校 東古市場、古市場、古市場1丁目
日吉小学校 鹿島田1～37、41、46～99、101～995、997、999～1003、1005～1010、1012、

1015、1016、1018～1022、1024、1026、1027、1031、1033、1034、1037、1039、
1049～1053、1057～1072、1074、1081、1083、1086～1089、1092～1118、1120、
1121、1126～1148番、新川崎1～6番、北加瀬、北加瀬1～3丁目、矢上

小倉小学校 小倉200～399、631番～
南加瀬小学校 南加瀬3丁目6番5～27号、9～11番、12番12～30号、13番13～29号、20番7号～、21

番～、南加瀬4丁目7～10番、13番～、南加瀬5丁目
夢見ヶ崎小学校 南加瀬1、2丁目、南加瀬3丁目1～6番4号、6番28号～8番、12番1～11号、31号～、

13番1～12号、30号～、14～19番、20番1～6号、南加瀬4丁目1～6、11、12番

学校区町丁対応一覧（小学校区）
平成22年10月1日現在

小学校区



町丁（通学区域）小学校区
中原区 下河原小学校 古市場2丁目、上平間431～1151番

平間小学校 鹿島田38～40、42～45、100、996、998、1004、1011、1013、1014、1017、1023、
1025、1028～1030、1032、1035、1036、1040～1048、1080番、下平間1、2番、田尻
町、上平間171～217、300～309、333～368、370、371、376、377、379～430、1152
～1999番

玉川小学校 市ノ坪408～428、430～446、448、450～458、460～486、488～491、499、581、600
番～、上平間1～170、218～299、310～332、372～375、378、2000番～、北谷町、
中丸子301～344、473～797、805～1154、1156～1180番

下沼部小学校 下沼部、中丸子1～300、345～472、798～804、1155、1181番～
苅宿小学校 市ノ坪284～372、377～407、429、487、492、500～580、582～599番、大倉町、苅

宿、木月住吉町19番5～19号、32～38号、西加瀬
木月小学校 木月2丁目、木月4丁目
東住吉小学校 市ノ坪1～283、373～376、447、449、459番、今井南町、木月伊勢町、木月住吉町1

～19番1号、22～31号、39号、20～36番
住吉小学校 木月1丁目、木月3丁目、木月大町、木月祗園町
井田小学校 井田1～3丁目、井田杉山町15番5号～、31番18号、20号、32番、井田中ノ町
今井小学校 今井上町1～52、55、58～228番、今井仲町、今井西町、小杉町3丁目
上丸子小学校 上丸子、上丸子山王町1、2丁目、上丸子八幡町、新丸子東1～3丁目、丸子通1丁目
西丸子小学校 上丸子天神町、小杉、小杉陣屋町1、2丁目、小杉町1、2丁目、新丸子町、等々力1

番1号、19番1号～20番1号、丸子通2丁目
中原小学校 今井上町53、54、56、57番、1628番～、上小田中6丁目5～15番、21～46番、48～51

番8号、上小田中7丁目、小杉御殿町1、2丁目、等々力1番2号～3番、6番1号～18番
宮内小学校 上小田中2丁目2番8～10号、3番1～4号、7～9号、11号、13～16号、6番、上小田中6

丁目47番、等々力4～5番、宮内1～4丁目
大戸小学校 上小田中5丁目、上小田中6丁目1～4番、16～20番、下小田中1、2丁目、下小田中3

丁目1～24、31番、下小田中4丁目、下小田中5丁目1～14番、下小田中6丁目1～10番
下小田中小学校 井田三舞町、井田杉山町1～14番、15番1～4号、16～30番、31番3、6、13、14、35

～53号、下小田中3丁目25～30番、32～35番、下小田中5丁目15～16番、下小田中6
丁目11～33番

新城小学校 上新城1、2丁目、下新城1～3丁目、新城1～5丁目、新城中町
大谷戸小学校 上小田中1丁目、上小田中2丁目1番、2番3号、3番6号、3番17、18、20、25、27号、

4番～5番、7番～42番、上小田中3丁目、上小田中4丁目、上小田中6丁目51番16、
18、22～24、27、28号、52番～60番、坂戸2丁目18番17号～



町丁（通学区域）小学校区
高津区 子母口小学校 明津、蟹ヶ谷、子母口、子母口富士見台

橘小学校 千年、千年新町
末長小学校 新城、新作3丁目4番12～22号、14番1～20号、15～21、23番～、新作4～6丁目、末

長1028、1028番2～7号、1029番3号、1034番2号、1035～1053、1054-1、1055、1057
番3、4号、1058～1060番1～3号、1062番2号、1063番2～4号、1064～1087、1088番
1、3号、1089～1179、1182～1185、1186番2、3号、1187、1189～1193、1196～
1261、1262番2、4号～1263番1～3号、1264、1265番1、2、4号～1266番1号、1266番
3号～1270番1号、1270番3～5、7号～1271番、1272番1、2、5号～1273番3号、1273
番5号～1274番1号、1275番1、2号、1276～1293、1294番、1294番1、2、4、10、13
～16、27、28、30、31号、1295、1296番1、2、4、9、12、13号、1297番1～4号、
1298、1299番1号、1301～1331番、1333～1430、1438～1475、1532～1536、1540番
～（末長1312、1316番の南武線の南側）

新作小学校 新作1、2丁目、新作3丁目1～3、4番1～11号、4番23号～13番、14番21号～、22番、
末長97、99～104、149、150、152～226番（226番3号は西梶ヶ谷小）、247～249、
255、257～287、289～465、506～1027、1028番1号、1029番1、2、4～8、14号、
1030～1034番1号、1054番2、3号、1056～1057番2、5号、1060番4～6号、1061、
1062番1号、1063番1、5号、1088番2、4号、1180、1181、1186番1、4、5号、1188
番、1194、1195番

東高津小学校 北見方2丁目1～9番、10番5～10号、11番～36番、北見方3丁目9～14番、下野毛1～3
丁目、諏訪1～3丁目、瀬田、二子3丁目、二子4丁目

坂戸小学校 北見方1丁目、北見方2丁目10番1～3号、北見方3丁目1～8番、坂戸1丁目1番1～2
号、11号～、2～5番、6番3号～30号、7番～、坂戸2丁目1～18番16号、19番～、坂
戸3丁目、末長1262番1、3号、1263番4号、1265番3号、1266番2号、1270番2、6号、
1272番3、4号、1273番4号、1274番2～6号、1275番3号、1294番3、5、6号、1296番
3、5～7号、1297番5、6号、1299番2～6号、1300番1～5号、1332番、1431～1437、
1476番1号～1531、1537～1539、（末長1312、1316番の南武線の北側）、久本3丁目
10番2、3、12号、二子5、6丁目、溝口1丁目22番24号～

久本小学校 坂戸1丁目1番3～10号、6番1、2号、31号～、下作延12番2号～31番、31番2号～32番
1、3、4、6号～33番、37～38番2号、38番4号～40番、59番、60番1、3、5号～70
番、104番、104番2号～105番、105番2号～106番1、3、4、6号～107番、112～114
番、170番1号、174～226番、228～240番、243～461番、466～481番、491番4～9、
12号、492～505番1、3、4、6号、507番2～4号 、589～591番、593番、594番、596
番、598番、599番、603～606番、641番、665～668番、740～744番、751～761番、
814番、815番、2111番～（住居表示前の番地を含む）、下作延2丁目1～30番、31番
1、5、7、10、12、15、17、33、48、49、50、51、54、55号、久本1、2丁目、久本3
丁目1～10番1号、10番4～11号、13号～、11～16番、溝口1丁目1～22番23号、溝口
321～344番、溝口3丁目1～3番

下作延小学校 下作延2～12番1号、31番1号、32番2、5号、34～36番、38番3号、41～58番、60番
2、4号、71～103番、104番1号、105番1号、106番2、5号、108～111番、115～170
番、170番2号～173番、227番、241番、242番、483～491番3、10、11、13～17、
21、22号、505番2、5、7号、506番、507番1、5号～、508～588番、592番、595番、
597番、600～602番、607～640番、642～664番、669～739番、947～2110番（住居表
示前の番地を含む）、下作延1丁目、下作延4丁目、下作延5丁目

高津小学校 久地155～159番、872番、久地1丁目1～26番、27番10号～、28番10号～、29～35
番、久地2丁目、久地3丁目6番1号、二子1、2丁目、溝口2丁目、溝口3丁目4番～、
溝口4～6丁目、溝口941番、966番～

梶ヶ谷小学校 高津区梶ヶ谷3～6丁目、宮前区梶ヶ谷1～5番、馬絹531～534、588番1、10号、600
～643、711～747、750、751、826～896、913～1009、1021～1028、1047～1058、
1079～1084、1105、1480～1487、1496、1500、1506～1532、1575～1577、1587、
1588番、宮崎67～100番

西梶ヶ谷小学校 高津区梶ヶ谷1、2丁目、下作延462～465、482、745～750、762～813、882番2、5
号、883番（住居表示前の番地を含む）、下作延2丁目31番38号、32番～37番、末長
1～96、98、105～148、151、226番3号、227～246、250～254、256、288、466～505
番、宮崎101～180、251～299番

久末小学校 久末
上作延小学校 上作延136～210、392～461、492～708、899、900、907番～、下作延816～882番1、

3、4、6、7号、884～946番（住居表示前の番地を含む）、下作延3丁目、向ヶ丘1～
136番

南原小学校 上作延1～135、211～391、462～491、709～898、901～906番、神木本町2丁目7番、
神木本町4丁目21番4～6号、22番、23番1～24、36号、24番、向ヶ丘137～172番

久地小学校 宇奈根、久地160～178、232、250～252、506～608、618、769～781、816、843～
871、874～1119、1122番～、久地1丁目27番1～8号、28番1～8号、36～39番、久地3
丁目1～5番、6番8～10、12、13、16号、7～16番、久地4丁目、宿河原6丁目26番23
～26号、堰1丁目、堰2丁目2番～、堰3丁目2番～



町丁（通学区域）小学校区
宮前区 野川小学校 宮前区梶ヶ谷[尻手黒川道路南側]、野川1～1258、1260～1275、1280、1284～

1418、1420、1421、1428～1434、1437～1967、1978～2042、2246～2250、2252～
2285、2302～2313、2318～2320、2392～2481、2485～2590、2856～2903、2924～
2928、2936、2950、2997～2998、3053、3054、3058～3068、3123～3128、3145、
3150、3155～3157、3161、3162、3169～3170、3172～3180、3184～3191、3194、
3213、3215～3223、3225～3227、3230～3234、3255番23～84号、3259、3261～
3266、3268～3285、3287～3420、3422～3444、3450～3476、3499～3500、3518～
3524、3614～3886番

西野川小学校 野川1259、1276～1279、1281～1283、2917～2920、2929～2931、2935、2937～
2949、2966～2996、2999～3052、3055～3057、3069～3122、3129～3144、3146～
3149、3151～3154、3158～3160、3163～3168、3171、3192～3193、3195～3212、
3214、3421、3445～3449、3477～3498、3501～3517、3525～3613番、東有馬2丁目
14番2～22号、32～36号、15番2～26号

南野川小学校 野川1419、1422～1427、1435、1436、1968～1977、2043～2245、2251、2286～
2301、2314～2317、2321～2391、2482～2484、2591～2855、2904～2916、2921～
2923、2932～2934、2951～2965、3181～3183、3224、3228、3229、3235～3254、
3255番5～21号、3256～3258、3260、3267、3286、3887～4393番、東有馬2丁目41番
27～38号

宮崎小学校 有馬2丁目、有馬3丁目1～21、23、24番、東有馬1丁目、東有馬2丁目1～14番1号、
14番23～31号、37～41号、15番1号、15番27号～29番、31～35番、馬絹524～530、
535～588、588番2～9番、589、590～599、1010～1020、1029～1046、1065～1076、
1088～1096、1098、1102、1172～1479、1488～1495、1497～1499、1501～1505、
1592～2020、2032～2156、2421～2438、2440～2603、2613、2615、2680、2729～
2754、2806、2838～2899番

鷺沼小学校 有馬1丁目、鷺沼1～4丁目
有馬小学校 東有馬2丁目30番、36～40番、41番1～26号、39号～、東有馬3～5丁目
西有馬小学校 有馬3丁目22、25～28番、有馬4～9丁目
富士見台小学校 土橋1丁目、土橋5～7丁目、宮崎6丁目、宮前平2丁目
宮前平小学校 宮前平1、3丁目
宮崎台小学校 宮崎1～5丁目、宮崎604～610、646～674、693～697番
向丘小学校 五所塚1丁目12～21番、五所塚2丁目、神木本町1丁目1～4、16～20番、神木本町2丁

目1、16番17号、平1～3丁目、平4丁目1～5、7～21番、平5丁目、東生田3、4丁目
平小学校 けやき平、神木1、2丁目、神木本町2丁目4～6、8番、神木本町3丁目、神木本町4丁

目1～21番3、7号～、23番25～35、37号～、神木本町5丁目、平6丁目
白幡台小学校 白幡台1、2丁目、平4丁目6番、南平台、初山2丁目9番10～22号、10番21号～49号、

10番51号～16番、23番60～63号
菅生小学校 犬蔵3丁目8番1～26号、28号～、9番1～17号、21号～、菅生1丁目、菅生2丁目1～

15、17～32番、菅生3丁目1番1～18号、3番1～21号、4番1～19号、菅生4丁目1～5、
7～12番、菅生5丁目1～22、23番30号～、菅生6丁目33、34番、35番17、18号、36番
39～43号、初山1丁目、初山2丁目1～9番9号、9番23号～10番20号、10番50号、23番
1～44号、24～26番、28番

稗原小学校 潮見台、菅生2丁目16番、菅生3丁目1番19号～2番、3番22号～、4番20号～53番、菅
生4丁目6、13～17番、菅生ヶ丘、水沢1～3丁目

犬蔵小学校 犬蔵1～2丁目、犬蔵3丁目1～7番、8番27号、9番18～20号、10番～、菅生5丁目23番
1～29号、菅生6丁目1～32番、35番38～40号、36番21～23号、37番、初山2丁目17～
22番、23番45～47号、27番、29番

土橋小学校 土橋2～4丁目、小台1、2丁目



町丁（通学区域）小学校区
多摩区 稲田小学校 宿河原3～5丁目、宿河原6丁目1～26番22号、26番27号～50番、宿河原7丁目、堰2丁

目1番、堰3丁目1番、長尾4、5丁目
長尾小学校 五所塚1丁目1～11番、神木本町1丁目5～15、21～28番、神木本町2丁目2、3、9～15

番、16番1～16号、16番18号～23番、長尾3丁目、長尾6、7丁目
宿河原小学校 宿河原1、2丁目、長尾1、2丁目、登戸1998-1、2000、2043～2076、2102～2107、

2515～2519、2572～2580、2585～3408、3427～3438、3442～3815、3821番～
（2746、3657番は登戸小）

登戸小学校 登戸1～1992、2001～2042、2077～2101、2108～2514、2520～2571、2581～2584、
2746、3409～3426、3439～3441、3657、3816～3820番、登戸新町

中野島小学校 和泉、中野島、中野島1丁目1～4番5号、5～27番、中野島2～5丁目
下布田小学校 菅稲田堤3丁目、菅馬場1丁目28～31番、中野島6丁目、布田
東菅小学校 菅1丁目7～15番、菅北浦1丁目3～12番、菅北浦2丁目4～26番、菅北浦5丁目1～5

番、菅馬場1丁目1～27番、菅馬場2丁目1～21番1～27、30号、27～30番、寺尾台1、
2丁目、中野島1丁目4番6号～

南菅小学校 菅北浦4丁目12～14番、菅仙谷3丁目、菅馬場2丁目21番28、29、31号～、22～26
番、菅馬場3、4丁目

西菅小学校 菅北浦4丁目1～11、15、16番、菅北浦5丁目6、7番、菅仙谷1丁目、菅仙谷2丁目、
菅仙谷4丁目

菅小学校 菅1丁目1～6番、菅2～6丁目、菅稲田堤1、2丁目、菅北浦1丁目1、2番、菅北浦2丁
目1～3番、菅北浦3丁目、菅城下、菅野戸呂

東生田小学校 生田2丁目19～21番、生田8丁目、東生田1、2丁目、東三田2丁目、枡形1～7丁目
三田小学校 東三田1、3丁目、三田1～5丁目
生田小学校 生田1丁目、生田2丁目1～18番、生田3～7丁目、栗谷1丁目1～7、9、11～13番、栗

谷3丁目、栗谷4丁目1～3、4番1、6、12号、10番6、10、13、28～34、36～45号、西
生田1、2丁目、西生田3丁目1～11番、西生田4丁目1～11、15～18番

南生田小学校 栗谷1丁目8、10番、栗谷2丁目、栗谷4丁目4番14号、5～9番、10番3、15、17、21～
27号、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目1～17番、21番～、西生田3丁目12～27
番、西生田4丁目12～14、19～24、25、26番、西生田5丁目、南生田1丁目、南生田2
丁目1～20、28番、南生田3丁目、南生田4丁目1～18番、南生田5～8丁目

麻生区 長沢小学校 長沢3丁目18～20番、長沢4丁目、南生田2丁目21～27番、29～31番、南生田4丁目19
～25番、王禅寺東1丁目1番1～4号、35～38番、東百合丘1～3丁目、東百合丘4丁目1
～33、36～38、39番1号～

西生田小学校 高石1～3丁目、多摩美1、2丁目、細山1～7丁目
千代ヶ丘小学校 千代ヶ丘1～9丁目、細山、細山8丁目、万福寺4丁目13、14、21～23番、万福寺5丁

目20番
金程小学校 金程1～4丁目、向原1～3丁目
百合丘小学校 高石4丁目、高石5丁目1～5、16～22番、万福寺2丁目4～21番、百合丘1、2丁目
南百合丘小学校 王禅寺西1～4丁目、王禅寺東1丁目1番5～25号、2～16番、17番14～16号、18番24

号、19番1～8号、13～17号、王禅寺東2丁目1～12番、13番1～12号、14番、王禅寺
東4丁目1番、上麻生2丁目、高石5丁目6～15、23～28番、高石6丁目、東百合丘4丁
目34、35番、百合丘3丁目

麻生小学校 王禅寺西6丁目2番、上麻生1、3丁目、上麻生4丁目1～51番、古沢、万福寺1丁目、
万福寺2丁目1～3、22番、万福寺3丁目、万福寺4丁目1～12番、15～20番、万福寺5
丁目1～18番、万福寺6丁目

東柿生小学校 王禅寺西8丁目24、25番40～43号、王禅寺東5丁目47番21～28号、48～51番、52番3
号、18号～31号、53～55番、王禅寺東6丁目、上麻生7丁目26、33、39番1～6号、下
麻生11、下麻生1丁目、下麻生2丁目1～11、15～48番、下麻生3丁目、早野（1150番
除く）

王禅寺中央小学校 王禅寺568～929、1182～1338、1754～1767番、王禅寺東1丁目17番1、5号、18番1
号、19番10、12号、20～34番、王禅寺東2丁目13番18～27号、15～49番、王禅寺東3
丁目、王禅寺東4丁目2～27、31～35、36番37号、37番7、8号、王禅寺東5丁目1～
46、47番10～20号、52番12号、下麻生2丁目12～14番、下麻生978、1135～1136番、
白山1～4丁目

真福寺小学校 王禅寺西5丁目、王禅寺西6丁目1、3番～、王禅寺西7丁目、王禅寺西8丁目1～23、
25番1号、王禅寺東4丁目28～30、36番1～36号、41号、37番10～25号、白山5丁目

虹ヶ丘小学校 王禅寺228～232、240～320、325～370、399～401、407～422、524～561、563、565
～567、930～971、977、981～1022、1028、1037～1058、1063～1177、1180番4、6
号、1181番、虹ヶ丘1～3丁目、早野1150番

柿生小学校 片平1丁目4番、片平2～4丁目、上麻生、上麻生4丁目52～57番、上麻生5、6丁目、
上麻生7丁目1～25、27～32、34～38、39番7号～、40～44番

岡上小学校 岡上
片平小学校 片平、片平1丁目1～3、5～20番、片平5丁目、片平6～8丁目、五力田、五力田1～3

丁目、白鳥1～4丁目
栗木台小学校 栗木、栗木1～3丁目、栗木台1～5丁目、栗平1、2丁目
はるひ野小学校 黒川、南黒川、はるひ野1～5丁目


