
厚木市立小・中学校　学区一覧（令和4年10月11日改訂）

索引 町名

あ 厚木町 厚木小学校 厚木中学校

厚木（2255番地～2348番地） 厚木小学校 厚木中学校

厚木（上記以外） 厚木第二小学校 厚木中学校

旭町１～５丁目 厚木第二小学校 厚木中学校

吾妻町 戸室小学校 林中学校

愛名 毛利台小学校 玉川中学校

愛甲 愛甲小学校 東名中学校

愛甲１～４丁目 愛甲小学校 東名中学校

愛甲東１～３丁目 愛甲小学校 東名中学校

愛甲西１丁目、愛甲西３丁目 愛甲小学校 東名中学校

愛甲西２丁目（7番～10番8号） 愛甲小学校 玉川中学校

愛甲西２丁目（11番～24番） 愛甲小学校 玉川中学校

愛甲西２丁目（上記以外） 愛甲小学校 東名中学校

い 泉町 厚木第二小学校 厚木中学校

飯山（1番地～301番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（306番地～1230番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1234番地～1325番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1328番地～1353番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1355番地～1404番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1412番地～1456番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1466番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1481番地～1489番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1674番地～1682番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1702番地～1703番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（1705番地～1706番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（2041番地1） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（2041番地7～2041番地9） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（3932番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（3938番地～4050番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（4054番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（4076番地～4077番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（4081番地～4197番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（4199番地～4201番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（4207番地～4220番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（4223番地～4224番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（4265番地～5615番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（5698番地～5937番地） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山（上記以外） 小鮎小学校 小鮎中学校

飯山南１～４丁目 小鮎小学校 小鮎中学校

飯山南５丁目（1番～2番） 飯山小学校 小鮎中学校

飯山南５丁目（上記以外） 小鮎小学校 小鮎中学校

学校名
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お 及川 清水小学校 睦合中学校

及川１丁目（1番11号） 清水小学校 睦合東中学校

及川１丁目（上記以外） 清水小学校 睦合中学校

及川２丁目 清水小学校 睦合中学校

王子１～３丁目 緑ケ丘小学校 林中学校

恩名 南毛利小学校 南毛利中学校

恩名１丁目（6番～11番） 厚木第二小学校 厚木中学校

恩名１丁目（上記以外） 南毛利小学校 南毛利中学校

恩名２～５丁目 南毛利小学校 南毛利中学校

小野 玉川小学校 玉川中学校

岡津古久 玉川小学校 玉川中学校

岡田（3001番地～3073番地） 相川小学校 東名中学校

岡田（3087番地～3089番地） 相川小学校 東名中学校

岡田（上記以外） 相川小学校 相川中学校

岡田１丁目 厚木第二小学校 厚木中学校

岡田２丁目（4番～17番） 厚木第二小学校 東名中学校

岡田２丁目（上記以外） 相川小学校 相川中学校

岡田３丁目（1番～7番） 相川小学校 相川中学校

岡田３丁目（上記以外） 相川小学校 東名中学校

岡田４丁目（1番～2番） 厚木第二小学校 厚木中学校

岡田４丁目（上記以外） 相川小学校 相川中学校

岡田５丁目 相川小学校 相川中学校

か 上依知 上依知小学校 藤塚中学校

金田 依知南小学校 依知中学校

上荻野（1番地～176番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（182番地～540番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（542番地～550番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（553番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（555番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（556番地～612番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（615番地～617番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（619番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（626番地～629番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（631番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（634番地～778番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（781番地～783番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（786番地1～890番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（1006番地～1019番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（1021番地～1029番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（1112番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（4594番地） 荻野小学校 荻野中学校
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か 上荻野（4599番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（4657番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（5106番地～5433番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（5435番地～6323番地） 荻野小学校 荻野中学校

上荻野（上記以外） 上荻野小学校 荻野中学校

上古沢 小鮎小学校 小鮎中学校

上落合 戸田小学校 相川中学校

こ 寿町１～３丁目 厚木小学校 厚木中学校

さ 栄町１～２丁目 厚木小学校 厚木中学校

幸町 厚木第二小学校 厚木中学校

猿ヶ島 上依知小学校 藤塚中学校

三田（841番地～915番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（916番地～975番地） 清水小学校 睦合中学校

三田（976番地～1003番地） 清水小学校 睦合東中学校

三田（1004番地～1124番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（1125番地～1242番地） 清水小学校 睦合東中学校

三田（1245番地～1268番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1269番地～1302番地） 清水小学校 睦合東中学校

三田（1303番地～1337番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1338番地） 清水小学校 睦合東中学校

三田（1339番地～1345番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1346番地～1371番地） 清水小学校 睦合東中学校

三田（1372番地～1373番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1374番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（1375番地～1378番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1379番地～1381番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（1382番地～1385番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1386番地～1438番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（1439番地～1448番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1449番地～1450番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（1451番地～1455番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1456番地～1472番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（1473番地～1810番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（1811番地～1836番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（1837番地～2015番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（2016番地～2019番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（2020番地～2021番地9） 三田小学校 睦合東中学校

三田（2022番地～3453番地） 三田小学校 睦合中学校

三田（3454番地～3482番地） 三田小学校 睦合東中学校

三田（3483番地～3485番地） 清水小学校 睦合東中学校

三田（上記以外） 三田小学校 睦合中学校
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さ 三田南１丁目（1番～14番） 清水小学校 睦合東中学校

三田南１丁目（15番） 三田小学校 睦合東中学校

三田南１丁目（上記以外） 三田小学校 睦合中学校

三田南２丁目 清水小学校 睦合東中学校

三田南３丁目（1番～3番） 清水小学校 睦合中学校

三田南３丁目（上記以外） 三田小学校 睦合中学校

三田１～３丁目 三田小学校 睦合中学校

酒井（9番地～39番地） 相川小学校 東名中学校

酒井（45番地～87番地2） 相川小学校 東名中学校

酒井（238番地2～246番地） 相川小学校 東名中学校

酒井（248番地～262番地3） 相川小学校 東名中学校

酒井（511番地～532番地3） 相川小学校 東名中学校

酒井（417番地～489番地2） 相川小学校 東名中学校

酒井（538番地～577番地4） 相川小学校 東名中学校

酒井（900番地） 相川小学校 東名中学校

酒井（1436番地～1469番地） 戸田小学校 相川中学校

酒井（1601番地～1654番地） 戸田小学校 相川中学校

酒井（1866番地～1873番地） 戸田小学校 相川中学校

酒井（1902番地～1919番地） 戸田小学校 相川中学校

酒井（1963番地～1987番地） 戸田小学校 相川中学校

酒井（3001番地～3139番地） 相川小学校 東名中学校

酒井（上記以外） 相川小学校 相川中学校

し 下依知 依知南小学校 依知中学校

下依知１～３丁目 依知南小学校 依知中学校

下川入（376番地～382番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（384番地1～384番地4） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（384番地8） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（385番地～559番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（568番地～569番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（633番地1～633番地9） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（660番地2～667番地2） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（703番地～827番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（840番地8～845番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（867番地4～1402番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1407番地～1408番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1410番地～1412番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1420番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1422番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1468番地～1480番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1483番地～1484番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1487番地） 依知小学校 藤塚中学校
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し 下川入（1499番地～1515番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1518番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1520番地～1522番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1527番地～1564番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（1568番地） 依知小学校 藤塚中学校

下川入（上記以外） 北小学校 藤塚中学校

下荻野（24番地～280番地） 鳶尾小学校 荻野中学校

下荻野（633番地～657番地） 鳶尾小学校 荻野中学校

下荻野（717番地～725番地2） 鳶尾小学校 荻野中学校

下荻野（1198番地） 清水小学校 睦合中学校

下荻野（1200番地） 清水小学校 睦合中学校

下荻野（1210番地） 清水小学校 睦合中学校

下荻野（1287番地～1303番地） 清水小学校 睦合中学校

下荻野（1919番地～1920番地） 飯山小学校 小鮎中学校

下荻野（1924番地） 飯山小学校 小鮎中学校

下荻野（2186番地～2190番地） 清水小学校 睦合中学校

下荻野（上記以外） 三田小学校 睦合中学校

下古沢 小鮎小学校 小鮎中学校

下津古久 戸田小学校 相川中学校

せ 関口（808番地～829番地） 依知小学校 藤塚中学校

関口（上記以外） 依知小学校 依知中学校

た 田村町 厚木第二小学校 厚木中学校

棚沢（606番地～633番地） 北小学校 藤塚中学校

棚沢（635番地～636番地） 北小学校 藤塚中学校

棚沢（638番地～727番地） 北小学校 藤塚中学校

棚沢（765番地～820番地） 北小学校 藤塚中学校

棚沢（828番地～868番地） 北小学校 藤塚中学校

棚沢（上記以外） 三田小学校 睦合中学校

つ 妻田 妻田小学校 睦合東中学校

妻田北１丁目（1番～6番） 妻田小学校 睦合東中学校

妻田北１丁目（上記以外） 清水小学校 睦合東中学校

妻田北２～４丁目 清水小学校 睦合東中学校

妻田南１～２丁目 妻田小学校 睦合東中学校

妻田東１～２丁目 妻田小学校 睦合東中学校

妻田東３丁目（1番～16番） 妻田小学校 睦合東中学校

妻田東３丁目（17番～17番19号） 妻田小学校 睦合東中学校

妻田東３丁目（18番） 妻田小学校 睦合東中学校

妻田東３丁目（23番1号～23番5号） 妻田小学校 睦合東中学校

妻田東３丁目（上記以外） 清水小学校 睦合東中学校

妻田西１丁目（1番～29番11号） 妻田小学校 睦合東中学校

妻田西１丁目（29番25号～29番31号） 妻田小学校 睦合東中学校
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つ 妻田西１丁目（30番2号～30番30号） 妻田小学校 睦合東中学校

妻田西１丁目（上記以外） 清水小学校 睦合東中学校

妻田西２～３丁目 清水小学校 睦合東中学校

と 鳶尾１～５丁目 鳶尾小学校 荻野中学校

戸室１～３丁目、戸室５丁目 戸室小学校 南毛利中学校

戸室４丁目（17番26号） 緑ケ丘小学校 林中学校

戸室４丁目（上記以外） 戸室小学校 南毛利中学校

戸田 戸田小学校 相川中学校

な 中町１～３丁目 厚木小学校 厚木中学校

中町４丁目 厚木第二小学校 厚木中学校

中依知（113番地～122番地） 依知小学校 依知中学校

中依知（124番地） 依知小学校 依知中学校

中依知（上記以外） 依知南小学校 依知中学校

中荻野（522番地2～532番地） 鳶尾小学校 荻野中学校

中荻野（538番地～539番地） 鳶尾小学校 荻野中学校

中荻野（542番地2～542番地7） 鳶尾小学校 荻野中学校

中荻野（549番地～555番地） 鳶尾小学校 荻野中学校

中荻野（1607番地～1787番地） 鳶尾小学校 荻野中学校

中荻野（1988番地～1989番地） 鳶尾小学校 荻野中学校

中荻野（上記以外） 荻野小学校 荻野中学校

七沢 玉川小学校 森の里中学校

長沼 戸田小学校 相川中学校

ぬ 温水（1番地～105番地） 厚木第二小学校 厚木中学校

温水（1521番地～1535番地） 毛利台小学校 玉川中学校

温水（1539番地～1611番地） 毛利台小学校 玉川中学校

温水（1626番地～1645番地） 毛利台小学校 玉川中学校

温水（1658番地～1740番地2） 毛利台小学校 玉川中学校

温水（上記以外） 南毛利小学校 南毛利中学校

温水西１丁目（13番～15番） 毛利台小学校 玉川中学校

温水西１丁目（17番～27番） 毛利台小学校 玉川中学校

温水西１丁目（上記以外） 南毛利小学校 南毛利中学校

温水西２丁目 毛利台小学校 玉川中学校

は 林１丁目（1番） 戸室小学校 南毛利中学校

林１丁目（23番） 戸室小学校 南毛利中学校

林１丁目（上記以外） 緑ケ丘小学校 林中学校

林２～５丁目 緑ケ丘小学校 林中学校

長谷（1番地～6番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（10番地～12番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（25番地～32番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（70番地～81番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（123番地～143番地） 愛甲小学校 東名中学校
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は 長谷（165番地～175番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（196番地～233番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（254番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（259番地～269番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（278番地～297番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（298番地4） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（299番地～303番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（307番地～310番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（346番地～351番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（358番地～369番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（394番地～432番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（438番地～444番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（515番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（516番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（517番地～541番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（542番地3） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（574番地4） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（575番地） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（576番地2） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（579番地2） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（599番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（600番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（601番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（602番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（603番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（604番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（605番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（606番地1～606番地2） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（607番地1） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（608番地～622番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（623番地～624番地1） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（624番地2） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（624番地4～624番地5） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（624番地6～624番地7） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（625番地1～625番地2） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（625番地3） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（625番地4） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（625番地5～633番地） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（634番地1） 愛甲小学校 東名中学校
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は 長谷（634番地5） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（634番地9） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（635番地1） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（635番地5） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（636番地～693番地） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（694番地～696番地3） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（697番地1） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（698番地～700番地） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（834番地～845番地） 愛甲小学校 東名中学校

長谷（1543番地～1702番地） 毛利台小学校 玉川中学校

長谷（上記以外） 南毛利小学校 南毛利中学校

ひ 東町 厚木小学校 厚木中学校

ふ 船子（262番地） 厚木第二小学校 厚木中学校

船子（509番地～754番地） 厚木第二小学校 厚木中学校

船子（上記以外） 愛甲小学校 東名中学校

ま 松枝１～２丁目 厚木小学校 厚木中学校

まつかげ台 上荻野小学校 荻野中学校

み 水引１～２丁目 厚木小学校 厚木中学校

南町 厚木第二小学校 厚木中学校

みはる野１丁目 荻野小学校 荻野中学校

みはる野２丁目 上荻野小学校 荻野中学校

宮の里１～４丁目 飯山小学校 小鮎中学校

緑ケ丘１～５丁目 緑ケ丘小学校 林中学校

も 元町 厚木小学校 厚木中学校

毛利台１～３丁目 毛利台小学校 玉川中学校

森の里若宮 森の里小学校 森の里中学校

森の里青山 森の里小学校 森の里中学校

森の里１～５丁目 森の里小学校 森の里中学校

や 山際（1番地～48番地2） 依知小学校 藤塚中学校

山際（48番地3） 依知小学校 依知中学校

山際（48番地4～78番地1） 依知小学校 藤塚中学校

山際（78番地2） 依知小学校 依知中学校

山際（78番地3～78番地11） 依知小学校 藤塚中学校

山際（78番地12～78番地18） 依知小学校 依知中学校

山際（78番地19～79番地1） 依知小学校 藤塚中学校

山際（79番地2） 依知小学校 依知中学校

山際（79番地3） 依知小学校 藤塚中学校

山際（79番地4～79番地5） 依知小学校 依知中学校

山際（79番地6） 依知小学校 藤塚中学校

山際（79番地7～79番地13） 依知小学校 依知中学校

山際（79番地14～80番地1） 依知小学校 藤塚中学校
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や 山際（80番地2～80番地5） 依知小学校 依知中学校

山際（80番地6～81番地1） 依知小学校 藤塚中学校

山際（81番地2～81番地5） 依知小学校 依知中学校

山際（81番地6～84番地1） 依知小学校 藤塚中学校

山際（84番地2） 依知小学校 依知中学校

山際（84番地3～85番地1） 依知小学校 藤塚中学校

山際（85番地2） 依知小学校 依知中学校

山際（85番地3～327番地） 依知小学校 藤塚中学校

山際（328番地～334番地） 依知小学校 依知中学校

山際（335番地1～393番地） 依知小学校 藤塚中学校

山際（395番地） 依知小学校 藤塚中学校

山際（433番地1） 依知小学校 藤塚中学校

山際（434番地～528番地9） 依知小学校 藤塚中学校

山際（530番地2） 依知小学校 藤塚中学校

山際（533番地～551番地1） 依知小学校 藤塚中学校

山際（552番地） 依知小学校 藤塚中学校

山際（553番地2～553番地4） 依知小学校 藤塚中学校

山際（554番地2） 依知小学校 藤塚中学校

山際（554番地8） 依知小学校 藤塚中学校

山際（992番地～1003番地） 依知小学校 藤塚中学校

山際（1008番地～1134番地9） 依知小学校 藤塚中学校

山際（1138番地～1139番地） 依知小学校 藤塚中学校

山際（1575番地～1590番地） 依知小学校 藤塚中学校

山際（1728番地） 依知小学校 藤塚中学校

山際（上記以外） 北小学校 藤塚中学校

　【お問い合わせ】
　厚木市教育委員会　教育総務部　教育総務課　教育企画係　TEL 046-225局2663
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