
○厚木市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則 

昭和61年４月１日 

教委規則第６号 

改正  

令和４年９月30日教委規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市立小学校（以下「小学校」という。）及び厚木市

立中学校（以下「中学校」という。）の通学区域等について必要な事項を定

めるものとする。 

（通学区域） 

第２条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。 

（学校の指定） 

第３条 小学校又は中学校に就学する児童又は生徒（新入学の児童又は生徒を

含む。以下同じ。）の就学すべき学校の指定は、当該児童又は生徒の住所地

を通学区域とする小学校又は中学校とする。ただし、特別支援学級に就学す

る児童又は生徒の就学すべき学校の指定は、教育長が指定する小学校又は中

学校とすることができる。 

（平19教委規則２・一部改正） 

（指定の特例） 

第４条 前条本文の規定にかかわらず、児童又は生徒が住所地を通学区域とす

る小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学することについて、教育

長が特別の理由があると認める場合は、住所地を通学区域とする小学校又は

中学校以外の小学校又は中学校を指定することができる。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和61年教委規則第17号） 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 



附 則（昭和62年教委規則第14号） 

この規則は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則（昭和63年教委規則第15号） 

この規則は、昭和63年12月１日から施行する。 

附 則（平成元年教委規則第５号） 

この規則は、平成元年10月２日から施行する。 

附 則（平成元年教委規則第６号） 

この規則は、平成元年12月１日から施行する。 

附 則（平成２年教委規則第１号） 

この規則は、平成２年３月12日から施行する。 

附 則（平成２年教委規則第５号） 

この規則は、平成２年11月26日から施行する。 

附 則（平成３年教委規則第６号） 

この規則は、平成３年11月25日から施行する。 

附 則（平成４年教委規則第７号） 

この規則は、平成４年11月24日から施行する。 

附 則（平成６年教委規則第６号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年教委規則第11号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年教委規則第２号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年教委規則第７号） 

この規則は、平成７年11月20日から施行する。 

附 則（平成９年教委規則第２号） 

この規則は、平成９年２月17日から施行する。 

附 則（平成９年教委規則第18号） 

この規則は、平成９年11月17日から施行する。 

附 則（平成10年教委規則第９号） 



この規則は、平成10年８月１日から施行する。 

附 則（平成10年教委規則第11号） 

この規則は、平成10年11月９日から施行する。 

附 則（平成12年教委規則第６号） 

この規則は、平成12年11月13日から施行する。ただし、別表（小学校）の表

南毛利小学校の項、同表愛甲小学校の項及び同表毛利台小学校の項の改正規定

並びに別表（中学校）の表南毛利中学校の項及び同表玉川中学校の項の改正規

定は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年教委規則第２号） 

この規則は、平成13年２月５日から施行する。 

附 則（平成15年教委規則第７号） 

この規則は、平成15年５月12日から施行する。 

附 則（平成17年教委規則第13号） 

この規則は、平成17年11月14日から施行する。 

附 則（平成18年教委規則第８号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年教委規則第２号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年教委規則第10号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年教委規則第１号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年教委規則第９号） 

この規則は、平成24年11月５日から施行する。 

附 則（平成28年教委規則第５号） 

この規則は、平成28年10月11日から施行する。 

附 則（令和元年教委規則第２号） 

この規則は、令和元年10月15日から施行する。 

附 則（令和４年教委規則第４号） 



この規則は、令和４年10月11日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（昭61教委規則17・昭62教委規則14・昭63教委規則15・平元教委規則

５・平元教委規則６・平２教委規則１・平２教委規則５・平３教委規

則６・平４教委規則17・平６教委規則６・平６教委規則11・平７教委

規則２・平７教委規則７・平９教委規則２・平９教委規則18・平10教

委規則９・平10教委規則11・平12教委規則６・平13教委規則２・平15

教委規則７・平17教委規則13・平18教委規則８・平20教委規則10・平

24教委規則１・平24教委規則９・平28教委規則５・令元教委規則２・

令４教委規則４・一部改正） 

（小学校） 

学校名 通学区域 

厚木小学校 松枝一丁目 松枝二丁目 元町 東町 寿町一丁目 寿

町二丁目 寿町三丁目 水引一丁目 水引二丁目 厚木

町 中町一丁目 中町二丁目 中町三丁目 栄町一丁目 

栄町二丁目 厚木の一部 

厚木第二小学校 中町四丁目 田村町 幸町 泉町 旭町一丁目 旭町二

丁目 旭町三丁目 旭町四丁目 旭町五丁目 南町 厚

木の一部 恩名一丁目の一部 温水の一部 船子の一部 

岡田一丁目 岡田二丁目の一部 岡田四丁目の一部 

南毛利小学校 恩名 恩名一丁目の一部 恩名二丁目 恩名三丁目 恩

名四丁目 恩名五丁目 温水の一部 温水西一丁目の一

部 長谷の一部 

緑ケ丘小学校 林一丁目の一部 林二丁目 林三丁目 林四丁目 林五

丁目 王子一丁目 王子二丁目 王子三丁目 戸室四丁

目の一部 緑ケ丘一丁目 緑ケ丘二丁目 緑ケ丘三丁目 

緑ケ丘四丁目 緑ケ丘五丁目 

玉川小学校 七沢 小野 岡津古久 

小鮎小学校 飯山の一部 飯山南一丁目 飯山南二丁目 飯山南三丁



目 飯山南四丁目 飯山南五丁目の一部 上古沢 下古

沢 

清水小学校 三田の一部 三田南一丁目の一部 三田南二丁目 三田

南三丁目の一部 及川 及川一丁目 及川二丁目 妻田

東三丁目の一部 妻田西一丁目の一部 妻田西二丁目 

妻田西三丁目 妻田北一丁目の一部 妻田北二丁目 妻

田北三丁目 妻田北四丁目 下荻野の一部 

相川小学校 岡田 岡田二丁目の一部 岡田三丁目 岡田四丁目の一

部 岡田五丁目 酒井の一部 

依知南小学校 中依知の一部 下依知 下依知一丁目 下依知二丁目 

下依知三丁目 金田 

北小学校 山際の一部 下川入の一部 棚沢の一部 

荻野小学校 上荻野の一部 みはる野一丁目 中荻野の一部 

三田小学校 棚沢の一部 三田の一部 三田南一丁目の一部 三田南

三丁目の一部 三田一丁目 三田二丁目 三田三丁目 

下荻野の一部 

戸室小学校 吾妻町 林一丁目の一部 戸室一丁目 戸室二丁目 戸

室三丁目 戸室四丁目の一部 戸室五丁目 

愛甲小学校 長谷の一部 船子の一部 愛甲 愛甲一丁目 愛甲二丁

目 愛甲三丁目 愛甲四丁目 愛甲東一丁目 愛甲東二

丁目 愛甲東三丁目 愛甲西一丁目 愛甲西二丁目 愛

甲西三丁目 

妻田小学校 妻田 妻田南一丁目 妻田南二丁目 妻田東一丁目 妻

田東二丁目 妻田東三丁目の一部 妻田西一丁目の一部 

妻田北一丁目の一部 

鳶尾小学校 中荻野の一部 下荻野の一部 鳶尾一丁目 鳶尾二丁目 

鳶尾三丁目 鳶尾四丁目 鳶尾五丁目 

毛利台小学校 愛名 温水の一部 温水西一丁目の一部 温水西二丁目 



長谷の一部 毛利台一丁目 毛利台二丁目 毛利台三丁

目 

上荻野小学校 上荻野の一部 まつかげ台 みはる野二丁目 中荻野の

一部 下荻野の一部 

飯山小学校 下荻野の一部 飯山の一部 飯山南五丁目の一部 宮の

里一丁目 宮の里二丁目 宮の里三丁目 宮の里四丁目 

森の里小学校 森の里若宮 森の里青山 森の里一丁目 森の里二丁目 

森の里三丁目 森の里四丁目 森の里五丁目 

依知小学校 山際の一部 関口 中依知の一部 下川入の一部 

戸田小学校 酒井の一部 戸田 下津古久 上落合 長沼 

上依知小学校 上依知 猿ケ島 

（中学校） 

学校名 通学区域 

厚木中学校 厚木小学校通学区域 厚木第二小学校通学区域（岡田二

丁目の一部を除く。） 

南毛利中学校 南毛利小学校通学区域 戸室小学校通学区域（吾妻町を

除く。） 

小鮎中学校 小鮎小学校通学区域 飯山小学校通学区域 

睦合中学校 清水小学校通学区域（三田の一部、三田南三丁目の一部、

及川、及川一丁目の一部、及川二丁目及び下荻野の一部

に限る。） 三田小学校通学区域（三田の一部及び三田

南一丁目の一部を除く。） 

東名中学校 厚木第二小学校通学区域（岡田二丁目の一部に限る。） 

相川小学校通学区域（岡田の一部、岡田三丁目の一部及

び酒井の一部に限る。） 愛甲小学校通学区域（愛甲西

二丁目の一部を除く。） 

依知中学校 依知南小学校通学区域 依知小学校通学区域（山際の一

部、関口の一部及び中依知の一部に限る。） 



荻野中学校 荻野小学校通学区域 鳶尾小学校通学区域 上荻野小学

校通学区域 

林中学校 緑ケ丘小学校通学区域 戸室小学校通学区域（吾妻町に

限る。） 

玉川中学校 玉川小学校通学区域（七沢を除く。） 愛甲小学校通学

区域（愛甲西二丁目の一部に限る。） 毛利台小学校通

学区域 

藤塚中学校 北小学校通学区域 依知小学校通学区域（山際の一部、

関口の一部及び下川入の一部に限る。） 上依知小学校

通学区域 

森の里中学校 玉川小学校通学区域（七沢に限る。） 森の里小学校通

学区域 

睦合東中学校 清水小学校通学区域（三田の一部、三田南三丁目の一部、

及川、及川一丁目の一部、及川二丁目及び下荻野の一部

を除く。） 三田小学校通学区域（三田の一部及び三田

南一丁目の一部に限る。） 妻田小学校通学区域 

相川中学校 相川小学校通学区域 （岡田の一部、岡田三丁目の一部

及び酒井の一部を除く。）戸田小学校通学区域 

 


