
さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

ア 相野原 全域 慈恩寺小 慈恩寺中

東町（大宮区） 全域 大宮小 大宮東中

愛宕町 全域 岩槻小 城北中

天沼町 １丁目１～３２９ 大宮小 大宮東中

２丁目１～８５５ 大宮南小 大宮南中

１丁目３３０以降 芝川小 第二東中

２丁目８５６以降 大宮南中

イ 飯田 下記の地番を除く区域 植水小

７１１～７９３、８０７、８１０、８１５～８２８ 栄小

下記の地番を除く区域 植水中

７１１～８２８ 馬宮中

飯田新田 全域 馬宮西小 馬宮中

飯塚 １～１０１１、１１７０～１５１２、 和土小 城南中

１０１２～１１６６、１５１３以降 城南小 柏陽中

岩槻 ３４６～３５３、５１７５～５１９０、５２０５～５２０７、５２４３～５２４４、 河合小 城北中

５２５９～５３１８、５３２７～５４３５、５４８４～５６１６、７７９１以降

３５３６～３８３４、５０５１～５０９４、５１９１～５２０４、５２０８～５２４２、 西原中

５２４５～５２５８、５３１９～５３２６

４４５～１５２７、５１１３～５１７４、５４３６～５４８３、６２０９～６９５１ 城北小 城北中

３１６８～３５１９－５、３８３６～５０５０、５０９５～５１１２ 西原小 西原中

ウ 植竹町 １丁目１～５５ 大宮北小 大宮北中

１丁目５６以降、２丁目 植竹小 植竹中

植田谷本 全域 植水小 植水中

植田谷本村新田 全域 馬宮西小 馬宮中

(大字)上野 １～１７、１１８～１２３、１５８～１６０ 城北小 城北中

１８～１１７、１２４～１２８、２２８～２３３、４０６～４１６ 上里小 桜山中

３１５～３６５ 東岩槻小

７４２～７４４、８８７～９８５、１０１１以降 慈恩寺小 慈恩寺中

上野 １丁目 上里小 桜山中

２丁目 東岩槻小

３丁目、４丁目５・６、５丁目、６丁目 慈恩寺小 慈恩寺中

４丁目１～３ 上里小 桜山中

上峰 １丁目１～２、３丁目 鈴谷小 与野西中

１丁目３～２４、２丁目 与野本町小 八王子中

４丁目 与野西中

浮谷 １～２８１１ 柏崎小 柏陽中

２８１２以降 城南小

内野本郷 全域 日進北小 宮前中

内谷 １丁目 田島小 田島中

２・３丁目 西浦和小 内谷中

４・５丁目 沼影小

６・７丁目 辻小

裏慈恩寺 ２～１６５５、１７６７、１７８９～１７９３、１７９８ 慈恩寺小 慈恩寺中

１ 、１６６９ 桜山中

１６７０～１６７４ 東岩槻小

１６８５～１６８８ 上里小

エ 円阿弥 全域 与野西北小 八王子中

円正寺 全域 善前小 大谷口中

オ大口 全域 川通小 川通中

大久保領家 全域 大久保東小 上大久保中

大崎 全域 野田小 美園中

太田 １～３丁目 太田小 岩槻中

大戸（中央区） 全域 与野南小 与野南中

大戸（岩槻区） 全域 川通小 川通中
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さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

オ 大成町 １～３丁目 大成小 大成中

４丁目１～６２９ 日進小 日進中

４丁目６３０以降 つばさ小

大野島 全域 川通小 川通中

大原 全域 上木崎小 大原中

大森 全域 川通小 川通中

大谷（見沼区） １７５０～１７５２ 蓮沼小 大谷中

１～９１６、９３１～９３２、１０３９～１０４６、１１８４～１７４９、 大谷小

１７５３～１８０３、１８２１～１８５５、１８６０～１８７７

９１７～９３０、９３３～１０３８、１０４７～１１８３、１８０４～１８２０、 東宮下小 七里中

１８５６～１８５９、１８７８以降

大谷（岩槻区） 全域 川通小 川通中

大谷場 全域 大谷場小 大谷場中

大間木 ２・３丁目 尾間木小 東浦和中

(大字)大間木 下記の地番を除く区域 大牧小

３７７～８４０、１５４５ 尾間木小

下記の地番を除く区域 尾間木中

３７７～８４０ 東浦和中

大牧 下記の地番を除く区域 大牧小

３４６～３５９、１３３６～１３５２ 尾間木小

下記の地番を除く区域 尾間木中

１２１６～１２７２、１３０９－３、１３１０－２・３・５、 東浦和中

１３３６～１５１３、

大谷口 １～１４６８－１、１４７０－１、１４７０－３～１４７１－１、 大谷口小 大谷口中

１４８２～１４８３－１・２・５、１４８３－４～１５１９、１５６１～１５８５、

１５８６－２・３、１５９９～１６０２、１６４５～１６７６－１、

１７０９～１７６０－２、１７６０－５、１７６８～１７７０、２３３１～２３３５、

２４７１～２４７１－１、２４７１－３～２５５７、２５５８－２、３０４５～３１７０、

３２３３～５１７５

１４６８－２～１４６９、１４７０－２、１４７１－２～１４８１、１４８３－３、 善前小

１５２０～１５６０、１５８６－１、１５８６－４～１５９８、１６０３～１６４４、

１６７６－２～１７０８、１７６０－３、１７６０－１０～１７６７、１７７１～１８２０、

１８３０－２～１９３４、１９９１～１９９３、１９９７～１９９８、１９９９－２、

２０１０－２、２０３６～２１６１、３１７１～３２０８、５６６７以降

１８２１～１８３０－１、１９３５～１９９０、１９９４～１９９６、 向小

１９９９－１、１９９９－３～２０１０－１、２０１０－３～２０３５、

２１６２～２３３０、２３３６～２４７０、２４７１－２、２５５８－１、

２５５８－３～２９４２、２９８７～３０４４、３２０９～３２３２、５１７６～５６６６

２９４３～２９８６、 中尾小 東浦和中

大和田町 １丁目 大砂土東小 大宮八幡中

２丁目 大砂土中

尾ヶ崎 全域 新和小 城南中

尾ヶ崎新田 全域 新和小 城南中

表慈恩寺 ４７８～４８６、６３３～８２４、８３１～８３４、８５２～８５３、１０２７、 慈恩寺小 桜山中

１０３１～１１７５－１、１１７５－４～６、１１７５－３２～１３２６、

１３４０～１４１９、１４５１～１５１６、１６０７～１６４３

１１７５－２・３、１１７５－７～１１７５－３１、１４２０～１４５０ 慈恩寺中

１６４４～１７７３

４～４７７、４８７～６３２、１３２７～１３３９、１５１７～１５３５、 東岩槻小 桜山中

１７７４～１８０１

８２５～８３０、８３５～８５１、８５４～８８６－２、８８６－４、８８７－１・２ 徳力小 桜山中

８８８－２～最終枝番、９９０－３～７、９９２～１００２－１、１００３、

１００４－２～最終枝番、１００５－１０～１０２６、１０２８～１０３０

８８６－３、８８６－５～最終枝番、８８７－３～８８８－１、８８９～９９０－２、 慈恩寺中

９９０－８～９９１、１００２－３・４、１００４－１、１００５－１～１００５－９
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町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

カ 釣上 全域 新和小 城南中

釣上新田 全域 新和小 城南中

大字加倉 １～１５０４、１９３６～７７４９ 柏崎小 柏陽中

１５２４～１７１８ 西原小 西原中

加倉 １丁目～３丁目、４丁目１～４、１５～３３ 西原小 西原中

４丁目５～１４ 太田小 岩槻中

５丁目 柏崎小 柏陽中

掛 １～３３３、３３９、３４４～３５０、５７３～５７７、６０７～６２２、６２６～６５９、 河合小 城北中

６６３～６８９、６９２、６９４、６９９～７１０、７１２～９８３

３３４～３３８、３４０～３４３、３５１～５７２、５７８～５９７、６２３～６２５、 城北小

６６０～６６２、６９０～６９１、６９３、６９５～６９８、７１１、７９１３以降

片柳 全域 片柳小 片柳中

片柳東 全域 片柳小 片柳中

加田屋新田 全域 片柳小 片柳中

加田屋 全域 片柳小 片柳中

柏崎 全域 柏崎小 柏陽中

金重 全域 河合小 城北中

鹿室 全域 慈恩寺小 慈恩寺中

上大久保 下記の地番を除く区域 大久保東小 上大久保中

９０４-１０（日商岩井北浦和マンション） 神田小

(大字)上落合 １～５１５ 下落合小

５１６以降 上落合小

上落合 １丁目１～１１ 下落合小 与野東中

１丁目１２～１３、２丁目 上落合小

３丁目、４丁目９～１０ 与野八幡小

４丁目１～８・１１～１４、５～９丁目 上落合小

上木崎 １～３丁目、４丁目１～５・７～９、５丁目、６丁目３２～３５、７・８丁目 上木崎小 大原中

４丁目６・１０～１２、６丁目１７～２５・２８～３１・３６・３７ 針ヶ谷小

６丁目１～１６・２６・２７・３８～４１ 木崎小

上小町 １～３０２、４２６～４６２ 三橋小 三橋中

３０３～４２５、４６３以降 上小小 桜木中

上里 全域 上里小 川通中

上野田 全域 野田小 美園中

上山口新田 全域 芝川小 第二東中

キ 木崎 １丁目１～８、２丁目、４丁目１～２８・３１～３３、 木崎小 木崎中

３丁目 大原中

１丁目９～２１、４丁目２９・３０、５丁目 大東小 木崎中

吉敷町 全域 大宮南小 大宮南中

岸町 １～４丁目 高砂小 岸中

５～７丁目 岸町小 白幡中

北浦和 １～３丁目 北浦和小 本太中

４丁目、５丁目１～８ 常盤小 常盤中

５丁目９～１６ 常盤北小

北袋町 全域 大宮南小 大宮南中

北原 全域 大門小 美園中

ク 黒谷 全域 和土小 城南中

櫛引町 １丁目 大成小 大成中

２丁目 日進小 日進中

ケ 玄蕃新田 全域 大門小 美園中

コ 皇山町 全域 木崎小 大原中

古ヶ場 全域 慈恩寺小 慈恩寺中

五関 全域 大久保小 大久保中

小深作 全域 春岡小 春里中

駒場 １丁目 本太小 本太中

２丁目 道祖土小

小溝 １～１６３、８７５～１０４９、１５４６～１５５１ 徳力小 慈恩寺中

１７２～８７４、１０５０～１５４５、１５５２以降 慈恩寺小

今羽町 全域 泰平小 泰平中
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町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

サ 在家 全域 大久保小 大久保中

道祖土 １・３・４丁目 道祖土小 木崎中

２丁目 大東小

栄和 １・６丁目 栄和小 土合中

２～５丁目 上大久保中

桜丘 全域 与野西北小 八王子中

桜木町 全域 桜木小 桜木中

桜田 全域 新開小 田島中

笹久保 １－１、２～３－１、３－３～４－３、４－５、５～２１３７ 和土小 城南中

１－２～１－９、３－２、４－４ 新和小

笹久保新田 全域 和土小 城南中

笹丸 全域 片柳小 片柳中

指扇 １～６２８、６３０～６８２、６８４～６９１、６９２－２～６９８、 大宮西小 大宮西中

１０８７、１１８０～１１８４、１１８７～１２１９－１

６２９、６８３、６９２～６９２－１、６９９～９５４－１、９５４－４～１０４６－１、 栄小 土屋中

１０６１－３、１０６１－５、１０６２～１０６２－１、１０６２－４・５、

１０６３～１０７３－２、１０７３－４～１０７４－２、１０７６－１・２、

１０７７～１０８１、１０８４－３、１０８５－３、１０８６、１０８８～１１７９、

１１８５～１１８６、２２２５～２３２８、２３９７

９５４－２・３、１０４６－２～１０６１－２、１０６１－４、１０６１－６、 指扇小

１０６２－２・３・６、１０７３－３、１０７４－３～１０７５、１０７６－３、

１０８２～１０８４－２、１０８４－４～１０８５－２、１０８５－４、

１２１９－２～１６７４、１７５９～２２２４、２３２９～２３９６、２３９８～２６４７、

２６５０～２６５０－１、２６５０－４～２６５２－１、２６５２－７、２６６３～２７０４

２７０６、２７０８－１、２７０８－３～８、２７１０～２７１０－１、２７１１－２

２７２２－２～２７２３、２７２５－２、２７２５－５～２８４６、２８４７－３、

２８５１～２８５１－４、２８５１－６～３２４６、３２４８～３２４８－１、

３２５１－２、３２５２～３２８６－１、３２８６－４、３２８７－２～３２９０、

３２９２～３２９２－１、３２９６－２、３２９６－５、３２９７－２、

３２９８－２・５、３２９９～３５３９、３５４０－２・５、３５４１～３５４１－４、

３５４１－６～３５４４、３５４７－１・４・６～１０、

３５４７－１２～３５５８－１、３５５８－３・４

１６７５～１７５８、２６４８～２６４９、２６５０－２・３、２６５２－２～６、 指扇中

２６５２－８～２６６２、２７０５、２７０７、２７０８－２、２７０８－９～２１、

２７０９、２７１０－２～２７１１－１、２７１１－３～２７２２－１、

２７２４～２７２５－１、２７２５－３・４、２８４７～２８４７－２、

２８４７－４～２８５０、２８５１－５、３２４７、３２４８－２～３２５１－１、

３２５１－３、３２８６－２・３、３２８６－５～３２８７－１、３２９１、

３２９２－２～３２９６－１、３２９６－３・４、３２９６－６～３２９７－１、

３２９７－３～３２９８－１、３２９８－３・４・６、３５４０－１・３・４・６、

３５４１－５、３５４５～３５４６、３５４７－２・３・５・１１、

３５５８－２・５以降

指扇領別所 全域 指扇小 指扇中

指扇領辻 全域 指扇北小 指扇中

佐知川 下記の地番を除く区域 栄小 馬宮中

１～４３５、４３６－２～９、４３７～４３８、４４０～４８５、５０１～６０１、 大宮西小

６４６～６５９、６８０～７２７、９１７－７、９２０～９２３、１０１７～１１６５、

１１６９～１１７２、１１７４～１１７６、１１８５～１１９７－１、１１９８～１２００

三条町 全域 植水小 植水中

シ 慈恩寺 下記の地番を除く区域 慈恩寺小 慈恩寺中

１２２６～１２５０ 桜山中

鹿手袋 １丁目 浦和別所小 白幡中

２・３丁目、４丁目１～１３・１６・１７（１・２・１６～３５号） 浦和大里小

４丁目１８～２３、７丁目６～９

４丁目１４・１５・１７（３～１５号）・２４～３３、５・６丁目 内谷中

７丁目１～５・１０～２２

芝原 全域 芝原小 三室中

新開 全域 新開小 田島中
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さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

シ 島町 下記の地番を除く区域 島小 大砂土中

１丁目８－６・７ 春岡小 春野中

１丁目１１－３９ 春里中

島根 全域 植水小 植水中

下大久保 全域 大久保東小 上大久保中

下落合 ２・３丁目、４丁目１～４・１６～２４、５丁目１～６・１１～１９、 下落合小 与野東中

６丁目１～７・１１～１９、７丁目１～４・８～１２、

４丁目５～８・１４・１５ 与野八幡小

４丁目９～１３ 与野西中

５丁目７～１０、６丁目８～１０、７丁目５～７ 与野本町小

大字下落合 全域 下落合小 与野東中

下町 全域 大宮小 大宮東中

下野田 下記の地番を除く区域 大門小 美園中

１～５３、６１～６７、１２２～１２８、１３１～２３９ 美園南中

下山口新田 全域 大牧小 尾間木中

宿 全域 大久保小 大久保中

寿能町 全域 大宮東小 大宮北中

城南 １・２・４・５丁目 城南小 柏陽中

３丁目１、２－３８～２－７９、４－４～４－９、４－３８～８ 柏崎小 柏陽中

３丁目２－１～２－３６、３－１～４－３、４－１０～４－３７ 城南小

昭和（西区） 全域 植水小 植水中

白鍬 下記の地番を除く区域 神田小 大久保中

２０５～２１６、２１８～２３１、２３２－１、２３３、２３４－１・５～１０、 大久保小

２３５－１・５～７、２３６－１・３・４、２３７～２４３、２６１～５６４、

５９０～６１６、７１１～７１５、７１７～７２０、７２３～７３３、７３６～７５７

白幡 １丁目、３丁目２～８・１０～１２ 南浦和小 白幡中

２丁目、３丁目１・９・１３～１５ 岸町小

４丁目１～１２、６丁目１～１６ 辻小 内谷中

４丁目１３～２９、５丁目（１５番１４～２９号を除く）、６丁目１７～２０ 浦和別所小

５丁目１５（１４～２９号） 浦和大里小

城町 全域 太田小 岩槻中

新右ヱ門新田 全域 芝川小 第二東中

神田 下記の地番を除く区域 神田小 大久保中

２２、２７、２９、３８－２、８５ 上大久保中

１２００～１２０３ 大久保東小

真福寺 １～１４０５ 柏崎小 柏陽中

１４０６～１５１５ 城南小

神明 １丁目、２丁目１・２・８～１１・１７～２２・２３（１１号を除く） 高砂小 岸中

２丁目２４（１６号）・２５

２丁目３～７・１２～１６・２３（１１号）・２４（１６号を除く） 南浦和小

新都心 全域 下落合小 与野東中

新中里 全域 大戸小 与野南中

ス 末田 全域 新和小 城南中

鈴谷 １丁目１～５０９ 与野南小 与野南中

１丁目５１０以降、２～５丁目 鈴谷小 与野南中

６～９丁目 与野西中

砂 １０３９～ 見沼小 泰平中

砂町 ２丁目１～６９－１ 見沼小 土呂中

２丁目６９－２以降 泰平中

諏訪 全域 東岩槻小 桜山中

セ 清河寺 全域 指扇北小 指扇中

瀬ヶ崎 １丁目、２丁目１～４・１３～１６、３丁目１・９～１６、 道祖土小 木崎中

４丁目、５丁目

２丁目５～１２・１７ 木崎小

３丁目２～８・１７～２２ 大東小

関 全域 浦和大里小 白幡中

浅間町 １丁目 大宮小 大宮東中

２丁目 大宮南小 大宮南中

ソ 染谷 全域 片柳小 片柳中
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さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

タ (大字)太田窪 下記の地番を除く区域 善前小 大谷口中

３１５５～３１７２ 大谷口小

１２７２～１２８８、１６９５～１７４２、１９４０～１９５９ 谷田小

１８３４～１８６２、１９６０～２３３０、２８０４～２８４３－１、７２３９～７２４５ 大谷場中

太田窪 １・３丁目 原山小 原山中

２・４・５丁目 谷田小 大谷場中

大東 １丁目、２丁目１・４～１１ 木崎小 木崎中

２丁目２・３・１２～３２、３丁目 大東小

大門 下記の地番を除く区域 大門小 美園中

１～９８２、１０１４～１０１４、１０１８～１０２０、１０５３～１０５５、 美園南中

１０８６～１５１８、１５４４～１６４２、１６７６～１７３６、１７３８～１７４１、

１７９８～１８２６、１８４２～１８４８、１８５２～１８６０、２４０３～２４３９、

２４４７～３８６４、４０５２～４１２７、４９０１～５１７２、５１７４～５１７８、

５１９１以降

大門町 全域 大宮小 大宮東中

代山 全域 野田小 美園中

高木 下記の地番を除く区域 指扇北小 指扇中

１～２７－１、３１－２、３２～３６－１、３７－２、４２～４２－１、４３～５８、 指扇小

５９－２、６０－１、６１～１２３－１、１２６、２６２、２８８～２９５、

３４９～３７１－１、３７２～３９７－１、３９８－１、４０２－２、４０３－１、

４０４－１、４０５～４０６－１、４０７～４１３、４２１～４３０

高砂 １丁目、２丁目１・６～８・１２・１３ 高砂小 岸中

２丁目２～５・９～１１・１４・１５、３丁目 岸町小 白幡中

４丁目 浦和別所小

高曽根 全域 新和小 城南中

高畑 全域 野田小 美園中

高鼻町 １丁目１～２９ 大宮小 大宮東中

１丁目３０以降、３丁目 大宮北小 大宮北中

２・４丁目 大宮東小

田島 １～３丁目、６丁目２～４ 西浦和小 田島中

４丁目１～１６ 土合小 土合中

４丁目１７～４１、９丁目 新開小 田島中

５丁目、６丁目１、７・８・１０丁目 田島小

ツ 塚本（桜区） 全域 大久保小 大久保中

塚本町 全域 馬宮西小 馬宮中

辻 １・２・３・７・８丁目 辻南小 南浦和中

４・５・６丁目 辻小

土屋 下記の地番を除く区域 馬宮東小

２９０～３０９、３３０～３３９ 栄小

下記の地番を除く区域 土屋中

６０１～９８９ 馬宮中

テ 寺山 全域 野田小 美園中

ト 道場 全域 栄和小 土合中

常盤 １・２・４・５・６・７・８丁目 仲町小 常盤中

３・９・１０丁目 常盤小

徳力 全域 徳力小 慈恩寺中

土手町 全域 大宮北小 大宮北中

土呂町 下記の地番を除く区域 大砂土小

４２１～１５４７、２丁目１～１０、２丁目１６～５１ 植竹小

下記の地番を除く区域 植竹中

１４２９～１５４７、１丁目６２～８５、２丁目 土呂中
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さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

ナ中尾 全域 中尾小 東浦和中

中川 下記の地番を除く区域 芝川小

１～７、１１～２８、１０７～１０９－１、１１４～１３４、１３７－１・２ 海老沼小

１４０－３～２４８、２５７～２６３、２６４－２・４、２７１～３０５、３１２、

３１６－１、７４５－１、７４８－１、７４９－１

下記の地番を除く区域 第二東中

１０６２～１１７２ 大宮八幡中

中釘 下記の地番を除く区域 指扇小 指扇中

１～２３１２、２３２７、２３３７～２３３８－１、２３７２以降 指扇北小 指扇中

中島 １～３丁目 中島小 土合中

４丁目１～４ 栄和小

４丁目５～１５ 栄和小 上大久保中

仲町（浦和区） １丁目 高砂小 岸中

２～４丁目 仲町小 常盤中

仲町（大宮区） 全域 大宮小 大宮東中

仲町（岩槻区） 全域 太田小 岩槻中

中野田 全域 野田小 美園中

中野林 全域 植水小 植水中

長宮 全域 川通小 川通中

並木 全域 西原小 西原中

奈良町 全域 大宮別所小 宮原中

南部領辻 全域 野田小 美園中

ニ新方須賀 全域 川通小 川通中

新堤 全域 七里小 七里中

西遊馬 下記の地番を除く区域 馬宮東小

４０６～４７８ 栄小

下記の地番を除く区域 馬宮中

２０６～２３４、４０５～４５４、４７９～３５３４、４３２１、４３３６～４３４５－１、 土屋中

４３６６～４３６７、４３６９～４３７３－１、４３７３－３～４３７４－１、

４４１３－２、４４１４～４４１４－１、４４１５～４４１５－１、４４１６－２、

４４３２～４５７４、４５８０～４６００、５０４１～５０４５

西新井 全域 指扇北小 指扇中

西大宮 下記の地番を除く区域 指扇小 指扇中

１丁目４・５・７、２丁目１１～３８ 指扇北小

３丁目１～３、１２～６２、４丁目

錦町 全域 桜木小 桜木中

西原 全域 西原小 西原中

西原台 全域 西原小 西原中

西堀 １・２・３・５・６・７・８丁目、４丁目３～６ 土合小 土合中

４丁目１・２・７～１１ 新開小 田島中

９・１０丁目 中島小 土合中

西町 １丁目４～６ 岩槻小 城北中

１丁目１～３、７、２丁目、３丁目 西原小 西原中

４丁目、５丁目 城北小 城北中

西山村新田 全域 片柳小 片柳中

西山新田 全域 片柳小 片柳中

日進町 １丁目０～３１５、３８７～４０４、４１０～５２２、９００ 宮前小 日進中

１丁目３１６～３８６、４０５～４０９、５２３～８９９、９０１以降、 日進小

２丁目０～４８、４７２～５１３、８９２～１０１１、

１１６２～１２５９、１３２７～１４０４

２丁目４９～９１、４０９～４７１、５１４～５４７、８０９～８９１、 つばさ小

１０１２～１０８２

２丁目９２～４０８、５４８～８０３、８０５～８０８、１０８３～１１２４、 宮前中

１１２５－７・８、１１２５－１１・１２、１１２５－２２、１１２６～１１６１、

１２６０～１３２６、１４０５～１４０６、１８６４－１０、１９１４以降

２丁目８０４、１１２５－１～６、１１２５－９・１０、１１２５－１３～２１、 日進北小

１１２５－２３～最終枝番、１４０７～１８６３、３丁目
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さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

ヌ 沼影 １丁目１～７・８（２１・２２号）、１５～３６、２・３丁目 沼影小 内谷中

１丁目８（２１・２２号を除く）・９・１０ 浦和大里小

１丁目１１（３街区）１２、１３、１４（４街区） 浦和別所小

ネ 根岸 １丁目、４丁目１～３・７～１５・１７～２０ 南浦和小 岸中

２・３丁目、４丁目４～６・１６ 南浦和中

５丁目 白幡中

ノ 野孫 ８７５－１～８９９－３ 和土小 城南中

１～８７４、９００～９７３ 新和小

ハ蓮沼 下記の地番を除く区域 蓮沼小

１～２０３－１、２０３－３～２６７、２６８－２、 大谷小

２６９－２～２７０－１、２７１～２７１－１、２７２～２７２－１、

２７２－３～２９５－１、２９６～２９６－１、２９６－７～２９６－８、

２９６－１２～３０１－１、３０１－３、３０５－１、

３０５－３～３０５－４、３０５－７～４７７、４８４～４８４－１、４８４－３、４８５－２、

４８８～４８８－１、４８８－４～５１１－１、５１２～５１２－１、

５１３－２、５４０－２～５４１－１、５４１－３～５５０－１、

５５０－３～５５１－１、５５２－２・６、１２６６～１２６７、

１２８０～１２９２、１３１８～１３２５、１３３５、

１３４７～１３５０－１、１３５１、１３９９－２、１４０６以降

下記の地番を除く区域 春里中

１～２０３－１、２０３－３～２６７、２６８－２、 大谷中

２６９－２～２７０－１、２７１～２７１－１、２７２～２７２－１、

２７２－３～２９５－１、２９６～２９６－１、２９６－７～２９６－８、

２９６－１２～３０１－１、３０１－３、３０５－１、

３０５－３～３０５－４、３０５－７～４７７、４８４～４８４－１、４８４－３、４８５－２、

４８８～４８８－１、４８８－４～５１１－１、５１２～５１２－１、

５１３－２、５４０－２～５４１－１、５４１－３～５５０－１、

５５０－３～５５１－１、５５２－２・６、１２４０～１２４１、

１２４３～１２５０、１２６６～１２６７、１２８０～１２９２、

１３１８～１３２５、１３３５、１３４７～１３５０－１、１３５１、

１３９９－２、１４０６以降

蓮見新田 全域 大牧小 尾間木中

八王子 全域 与野西北小 八王子中

原町 全域 柏崎小 柏陽中

原山 １・４丁目 原山小 原山中

２・３丁目 道祖土小

馬場 １丁目１～３８ 三室小 三室中

１丁目３９～４１、２丁目 芝原小

針ヶ谷 １～３丁目 針ヶ谷小 大原中

４丁目 常盤北小 常盤中

春岡 １丁目（２８－６以外）、２丁目２３以降、３丁目３５以降 春岡小 春里中

１丁目２８－６ 島小 大砂土中

２丁目１～２２、３丁目１～３４ 春岡小 春野中

春野 全域 春野小 春野中
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さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

ヒ 東新井 下記の地番を除く区域 片柳小

５１４～５４１、５５６～５６４、５８０～６９０、６９５～７４５、 海老沼小

７５１～９４６、９５０、９５４～９５７、９５９～９５９－１、

９５９－３～９６０

下記の地番を除く区域 片柳中

７３７～７４５、８９３～９２１－１、 第二東中

東岩槻 全域 上里小 川通中

東浦和 １・３・４・８・９丁目 尾間木小 尾間木中

２丁目 向小

５・６・７丁目 大牧小

東大成町 全域 東大成小 植竹中

東大宮 １丁目、７丁目４２・５６・５７・６５・６７以降 大砂土東小

２・３・４丁目 見沼小

５・６丁目、７丁目１～４１・４３～５５・５８～６４・６６ 島小

１丁目７１以降、７丁目４２・５１以降 大砂土中

２丁目３３以降、３丁目、４丁目２９～６０ 泰平中

１丁目１～７０、２丁目１～３２、４丁目１～２８・６１以降 土呂中

５・６丁目、７丁目１～４１・４３～５０

東岸町 全域 大谷場小 岸中

東高砂町 全域 高砂小 岸中

東大門 全域 大門小 美園南中

東仲町 全域 仲本小 原山中

東町（岩槻区） 全域 太田小 岩槻中

東宮下 下記の地番を除く区域 七里小 七里中

２０２５～２０４１ 東宮下小

東門前 下記の地番を除く区域 蓮沼小

４１６～４５６ 七里小

１～１６－１ 大谷中

３０～６５、７１、７３、９２、１００～２０９－１、２０９－３～２１７－１、 春里中

２１７－３～２１８、２２５～２３１、３０４－２、３１２－２、３１２－６～１１、

３１５～３２２、４４６－２、４４７－２、４４９－２以降

１６－２～２９、６６～７０、７２、７４～９１、９３～９９、２０９－２、 七里中

２１７－２、２１９～２２４、２３２～３０４－１、３０４－３～３１２－１、３１２－１２～１３

３１２－３～３１２－５、３１３～３１４、３２３～４４６－１、

４４６－３～４４７－１、４４７－３～４４９－１

日の出町 全域 城北小 城北中

膝子 全域 東宮下小 七里中

平方領々家 全域 指扇北小 指扇中

広ヶ谷戸 下記の地番を除く区域 大谷口小 大谷口中

２８３～２８８、２８９－１、２９０－２、２９１－２ 向小

フ 深作 １～１２２６、２８６２～３９０７、３９２８以降 春岡小

１丁目、３丁目１～２５、３丁目１５３

１２２７～２８６１、３９０８～３９２７、 春野小

２丁目、３丁目２６以降（１５３を除く）、４・５丁目

下記の地番を除く区域 春里中

１９５～１９９、２０９、２２０～２２２、２２７、２３１、２３６、２３７、２８８、２９３、 春野中

２９４、３０７、７７０、８４７、８５０、８５９、８６５、８６８～８７０、８７７、８７８、

８８０、８８５、８９１、８９４、８９９～９０５、９０９、９１１～９１４、９２０、９２１、

９２５、９２７、９３０～９３２、９３４～９３６、９３９、９４４、９４６～９５０、９５３、

９５５～９５９、９６２、９６６、９６８、９６９、９７２、９７５、９７８、９８２、

９８５～９８７、９９４、１２２７～２８６１、３９０８～３９２７、２～５丁目

文蔵 １・２丁目 文蔵小 岸中

３・４・５丁目 南浦和中

二ツ宮 １～１０３５、１０３８～１０５６、１０５９以降 馬宮東小 馬宮中

１０３６～１０３７、１０５７～１０５８ 栄小 土屋中
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さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

フ 風渡野 下記の地番を除く区域 七里小

５４以降 蓮沼小

下記の地番を除く区域 春里中

１～１６、１７－２～４、２３～２６、２７－２、３５～３５－１、３５－３～４３、 七里中

４４－２、４８－２～４、４８－６～９１－１、９２－１・８、

９２－１２～１００、１６８～１６８－１、１７１～２００－１、２０３－５、

２０３－７～２０５－１、２９１－２、２９２－２

府内 全域 城南小 柏陽中

プラザ 全域 栄小

下記の地番を除く区域 馬宮中

１～２７、９３～１００、１０３以降 土屋中

ヘ平林寺 １～１５２２－９、１５２３、７７９１、７７９３、７７９４ 河合小 城北中

１５２２－１１・１２、１５２４～１５２７ 城北小 城北中

別所 １丁目 岸町小 白幡中

２～５丁目、６丁目１～１３、７丁目１、３、６～１０ 浦和別所小

７丁目２ 岸町小

６丁目１４～１６・１７（７～２３号）・１８ 浦和大里小

６丁目１９（１～１０・２１～２５号）・２０（１４～２８号）

７丁目１１（１～９・２５～３３号）・１５（１～４・２７～３１号）

６丁目１７（１～６号）・１９（１１～２０号）・２０（１～１３・２９～３４号）、 内谷中

７丁目１１（１０～２４号）・１２～１４・１５（５～２６号）・１６～２１

別所町 全域 大宮別所小 宮原中

ホ 宝来 １～７５９、８６１～９２８ 指扇北小 指扇中

７６０～８６０、９２９以降 指扇小

堀崎町 下記の地番を除く区域 大砂土東小 大砂土中

１～１１、１２－２～１２－３５、１２－４０～最終枝番、２２～２３、 蓮沼小

２７～２９、３７～１２７、１２９～４６３、４６５～４７０

１１０２～１１５４、１１６７～１２７７、１３２２～１３４２、１３４６～１６２５ 島小

堀の内町 下記の地番を除く区域 大宮東小

１丁目５５２－２～５５３、５５５、５５８～５６０、５７４－１、 芝川小

５７５～５７５－１、５８１～５８３－１、５８４～５８４－１、

６０３～６０３－１、６０４～６０６、６０９－２～６１１－１、

６２７～６２７－１、６２８～６２９－２、６３２～６４８、

６５１～６５３、６５６～６５７、６６０、６９３～６９３－２、

６９４～６９４－１、６９４－３

下記の地番を除く区域 第二東中

１丁目１～４９０、２丁目１～３１８、３丁目 大宮東中

盆栽町 全域 植竹小 植竹中

本郷町 下記の地番を除く区域 大砂土小

５８９～１３９７、１７６７以降 泰平小

下記の地番を除く区域 植竹中

３４９～１３９７、１７５９以降 泰平中

１３９８～１７５８ 土呂中

本宿 １～４４４、４９５以降 城北小 城北中

４５８～４８６ 河合小

本町 １丁目、３丁目、５丁目 岩槻小 岩槻中

２丁目、４丁目、６丁目 太田小

本町西 １・２丁目、３丁目１（５～９・１１・３０～３２号）・２（１～４・６・ 与野本町小 与野西中

２２～２３号）・３（４・２４号）・４（１～９・２８・２９号）

３丁目１（１～４・１０・１２～２９号）・２（５・７～２１号）・ 与野八幡小

３（１～３・５～２３号）・４（１０～２７号）・５～１６、

４～６丁目

本町東 １～３丁目、４丁目１～７・８（１～１２・２５～３１号）・ 与野本町小 与野西中

９（１～１２・２４～３１号）・１１～２５・２６（７～１３号）・

２８（１～３・１３号）・２９～３１

４丁目８（１３～２４号）・９（１３～２３号）・１０・２６（１～６号）・ 与野八幡小

２７・２８（４～１２号）、５・６丁目

７丁目 与野八幡小 与野東中

本丸 全域 岩槻小 岩槻中
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さいたま市立小中学校通学区域一覧 令和３年４月１日～

町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

マ 前地 全域 仲本小 原山中

馬込 全域 河合小 城北中

増長 全域 川通小 川通中

曲本 １丁目１～１０・１９～２２、２丁目１～３・１３～１５ 西浦和小 田島中

１丁目１１～１８、２丁目４～１２、３丁目 内谷中

４・５丁目 沼影小

（大字）町谷 １１２７～ 新開小 田島中

町谷 １丁目１～１６ 土合小 土合中

１丁目１７～２３ 中島小

２～４丁目 栄和小

松木 １丁目１～１３、２１～２４ 三室小 三室中

１丁目１４～２０・２５～３７、２・３丁目 芝原小

松本 全域 田島小 田島中

間宮 下記の地番を除く区域 大門小 美園中

１３０～１４０ 美園南中

丸ヶ崎 下記の地番を除く区域 春岡小 春野中

１０６３～１０６７、１０７６～１０７７、１０８０、１０８３、１０８５、１０８７、１０９０、 春野小

１０９６～１０９８、１１０４～１１９８、１２４２～１２４５、１２４９～１２５１、

１２５６～１２９９、１３１８、１３２２、１３２９～１３７８、１３９７、

１４０８～２９００（旧地番２１７１～２９８９）、２９１６～２９１８、

２９２０～２９２３、２９２７、２９３０～２９３７、２９４０～２９７６、

２９７８～３０７４

丸ヶ崎町 全域 春岡小 春野中

ミ 三浦 全域 三室小 三室中

御蔵 下記の地番を除く区域 片柳小 片柳中

２０～２１、１３４６～１３５７、１３６６、１４１７～１４３３、１４４４、 海老沼小

１４５５、１４５７、１４５９～１５３４

三崎 全域 木崎小 木崎中

水判土 全域 植水小 植水中

美園 １～４丁目 美園北小 美園中

５・６丁目 美園小 美園南中

美園東 全域 新和小 城南中

南浦和 １丁目、２丁目１～３６ 大谷場小 大谷場中

２丁目３７～４５、３丁目 大谷場東小

４丁目 文蔵小

南下新井 １～１０７６、１５８８以降 和土小 城南中

１０７７～１５８７ 城南小 柏陽中

南辻 １～１３８、２６９～２７５、２９１～２９５ 城北小 城北中

２４１～２６５、２７６～２９０、２９６以降 上里小 桜山中

南中野 １～５、１５～９２－１、９２－４～５、９５～９５－１、９６～９７、９９～１１４、 海老沼小

１８４～１８５、２０５～２２０、２３９～２４４－５、２４６～３６６、３７７～３８０、

３８３－１、３８３－６、３８４～３８８、３９１～５２３、５２９～６７０、７４１～８３８、

１２２９～１２４６、３０１２～３０３０

６～１４、９２－２・３、９２－６～９４、９５－２、９８、１１５～１８３、 芝川小

１８６～２０４、２２１～２３８、２４５、３６７～３７６、３８１～３８２、３８３－２～４、３８３－１１～２１、

３８９～３９０、５２４～５２８、６７１～７４０、３０００～３０１１、３０３１以降

８３９～９１８、９２１－２～４、９２１－６～９２４、９２６－２、９２７～９３１、 片柳小

９２７～９３０、９３３－２、９３８－２、９９５～９９８、１０００－２、１００１－２～４、

１００３－３～７、１００４－４～１０５６、１２４７～２９９９

９１９～９２１－１、９２１－５、９２５～９２６－１、９２６－３～１５、９３２～９３３－１ 大谷小

９３３－３～９３８－１、９３８－３～９９４、

９９９～９９９－２、９９９－４～１０００－１、１０００－３～１００１－１、

１００２－１～１００３－２、１００３－８～１００４－３、１０５７～１２２８

南中野 下記の地番を除く区域 第二東中

２３９～２４４－１、２４４－５、２４８～２７８、４５３～４５５、４５７～４５９、 大宮八幡中

４６０－２～５、４６４～４６７、４７２～４７５、４７８、４８１～７４１、

９１９～９２１－１、９２１－５、９２５～９２６－１、９２６－３～１５、９３２～９３３－１、

９３３－３～９３８－１、９３８－３～９９４、９９９～９９９－２、

９９９－４～１０００－１、１０００－３～１００１－１、

１００２－１～１００３－２、１００３－８～１００４－３、

１０５７～１２２８、３０００～３０１１、３０３１以降

７４２～９１８、９２１－２～４、９２１－６～９２４、９２６－２、９２７～９３１、 片柳中

９３３－２、９３８－２、９９５～９９８、９９９－３、１０００－２、１００１－２～４、

１００３－３～７、１００４－４～１０５６、１２２９～２９９９
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町名 区域（丁目・番地） 小学校 中学校

ミ 南中丸 １～３９１、４６１～６５０、７２２～７３３、７３５～７４２、７５４～７９７ 芝川小

３９２～４６０、８１３以降 大谷小

６５１～７２１、７３４、７４３～７５３、７９８～８１２ 海老沼小

下記の地番を除く区域 大宮八幡中

１～１２６ 第二東中

南平野 １丁目 上里小 川通中

２～５丁目 川通小

７９９～８８４ 城北小 城北中

南本町 全域 高砂小 岸中

南元宿 １丁目 土合小 土合中

２丁目 中島小

大字見沼 全域 芝原小 三室中

見沼 １丁目 大宮東小 大宮北中

２・３丁目 大砂土小 土呂中

峰岸 全域 指扇北小 指扇中

箕輪 全域 河合小 西原中

三橋 １・２丁目、４丁目１～５４９、６６３～７９６、８８９～９４５ 三橋小 三橋中

３丁目 上小小

４丁目５５０～６６２、７９７～８８８、９４６以降 三橋・上小小

５・６丁目 大宮西小 大宮西中

三室 下記の地番を除く区域 三室小

８～９４、１８０～５３４、１１０６～１２０７ 大東小

１８３７、１８４４～１８５８、２７１０～２７１３、２８０２～２８１１、 芝原小

３０２６～３０５６

下記の地番を除く区域 三室中

１２１１、１２１２、１２２４、１２２８～１２６０、１２６１－２～最終枝番 木崎中

宮ヶ谷塔 全域 春岡小 春里中

宮町（大宮区） １丁目 大宮小 大宮東中

２～５丁目 大宮北小 大宮北中

宮町（岩槻区） １丁目１～４・１０、２丁目１・２・８ 岩槻小 城北中

１丁目５～９、２丁目３～７、９～２７ 城北小

宮原町 下記の地番を除く区域 宮原小

１丁目８５１以降 植竹小

１丁目１～８５０、２丁目５１（５・５９・６０・６１のみ）、６０～７７、１１４～１２２ 大砂土小

２丁目９８～１１３、１２３～１３５ 泰平小

３丁目 つばさ小

下記の地番を除く区域 宮原中

１丁目 植竹中

見山 全域 片柳小 片柳中

宮前町 全域 宮前小 宮前中

宮本 全域 芝原小 三室中

美幸町 全域 城北小 城北中

ム 村国 １～６６６、６６９～６７７、６８０～６９１ 城南小 柏陽中

６６７～６６８、６７８～６７９、６９２以降 和土小 城南中

モ 元町 １丁目、２丁目１・６～４０ 本太小 本太中

２丁目２～５、３丁目 北浦和小

本太 １丁目１～３６・３９～４２、２丁目１・９～１７、５丁目１・２・１５～２５ 仲本小 原山中

１丁目３７・３８、２丁目２～８・１８～２９、３・４丁目、５丁目３～１４・２６～４０ 本太小 本太中

ヤ谷下 全域 柏崎小 柏陽中

山 全域 片柳小 片柳中

山久保 全域 中島小 土合中

山崎 全域 大東小 木崎中

ユ 湯木町 全域 馬宮西小 馬宮中

ヨ 吉野町 下記の地番を除く区域 宮原小 宮原中

１丁目１～６・１１～１７・２４～２８・４１～５３・５５～５７、４００～４０６ 泰平小

横根 全域 柏崎小 柏陽中

四谷 全域 西浦和小 田島中

リ 領家 １丁目１～３ 本太小 本太中

１丁目４～６・８～１２・１６～１８、２丁目８～１３、 木崎小

３丁目１～２１、５丁目８～１５

３丁目２２～２６、４丁目 木崎中

１丁目７・１３～１５、２丁目１～７、５丁目１～７、６丁目１・２・１５～２１ 北浦和小 本太中

６丁目３～１４・２２～２７、７丁目 針ヶ谷小 大原中
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