
令和２年９月１日　施行
 ※ふじみ野市小・中学校通学区域に関する規則による。

旭　１丁目１番～３番 大井小 亀久保 ６４３～６７９ 大井小 大井中 東久保 １丁目全域 亀久保小 大井東中
              ４番～１７番 東原小          　１１３０～１１５６
              １８番，１９番 大井小         　 １１８１～１１９３ ふじみ野 １丁目～４丁目全域 亀久保小 大井東中

       　  １１９６－４
市沢 １丁目～２丁目全域 東原小 大井中        　  １２１５～１２２４ 緑ヶ丘 １丁目１番～５番
市沢 ３丁目全域 東台小 大井中         　 １２３９～１２４７     ６番（１号～５号，２３号～８９号）

           １２４８～１２５７     ６番（６～２２号）
うれし野 １丁目１番 大井小         　 １６０１～１８７９     ７番～１１番
                     ２番～１２番            １８９０ 緑ヶ丘 ２丁目１番～２４番 鶴ヶ丘小 大井東中
うれし野 ２丁目全域       　   ２１７６～２２０５                    ２５番～２６番 三角小 大井西中

大井２１６－３～８２０ 東台小 大井中 亀久保 １丁目全域 大井小 大井中 苗間１丁目全域 東原小 大井中
大井８２１～ 東原小 大井中 亀久保 ２丁目１番～８番 亀久保小
大井 １丁目１番 大井小                     ９番～１７番 鶴ヶ丘小
               ２番～１１番                     １８番～２６番 苗間 １～５１ 大井小
大井 ２丁目全域 亀久保 ３丁目全域        ２２７～４７１

亀久保 ４丁目 １番～８番        ４７２－１
大井中央 １丁目全域 大井小 大井中                      ９番～１２番 大井小 大井中        ４７２～５７２
大井中央 ２丁目１番～２０番 大井小 大井中                      １３番～１６番 亀久保小 大井東中        ５７３－1
　　　　　　　　　　　２１番～２３番 西原小 大井西中        ５７３－３
大井中央 ３丁目１番～３番 亀久保小 桜ヶ丘 １丁目～２丁目全域 大井小 大井中        ５７３－４，－５，－７
                       ４番 鶴ヶ丘小 桜ヶ丘 ３丁目全域 西原小 大井西中        ５７４～７１８
                       ５番        ７１９～７２１
  ６番１号，３号，６～８号,１７号の東側， 鶴ヶ岡 １丁目～４丁目全域        ７２２～７２５
  １８号 ～２１号，２４号 鶴ヶ岡 ５丁目１番～２番        ７２６－３
  ６番１２号～１７号 鶴ヶ丘小                   ３番～１７番 三角小 大井西中        ７２６－２，－４，－５
  ７番３号～５号，７号～９号，１１号，        ７２７～７３１
        １３号～２３号，２６号～３２号 鶴ヶ舞 １丁目全域 亀久保小        ７３２－１，－４～－１２
  ３９号～４３号，４７号，４８号，５４号，５５号 鶴ヶ舞 ２丁目～３丁目全域 鶴ヶ丘小        ７３２－２
                ７番３３号～３６号        ７３３～９４０
                       ８番～２６番 西鶴ヶ岡（住居表示地区外） 三角小 大井西中
                       ２７番～２８番 亀久保小 西鶴ヶ岡 １丁目全域
大井中央 ４丁目１番～２０番 鶴ヶ丘小 西鶴ヶ岡 ２丁目１番～２番 　   基本的には東原小学校在籍者は大井中学校、勝瀬小学校
                 　    ２１番 亀久保小 　　　　　　　　　　４番～７番 在籍者は勝瀬中学校が進学先となっております。
※大井中央3丁目6番から7番は、入り組んでいるので注意 西鶴ヶ岡２丁目３番 三角小 大井西中
大井武蔵野 ３９４～４０７ 三角小   ８番（１号～９号,１９号～３０号） 鶴ヶ丘小 大井東中 ★教育事務受託している区域

                 ４０８～７０６ 西原小   ８番（１０号～１８号） 三角小 大井西中 富士見市ふじみ野西四丁目６番～１９番

                 ７０７～７０８ 三角小   ９番～１１番 鶴ヶ丘小 大井東中 富士見市大字勝瀬字茶立久保１５８６～１６３４

              　 １２５８～１２６５ 西原小   １２番～２０番 三角小 大井西中 三芳町大字北永井字境松９９４－２～９９６

              　 １２６６～１２７６ 三角小 三芳町大字上富字東永久保２２９７ 西原小
             　  １２７７～１５７２ 西原小 川越市大字下赤坂字大野原のうち一部区域 三角小
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　　　※新しく小学１年生になられるお子様へは、９月末までに
　　　東原小学校・勝瀬小学校の入学希望を伺っております。
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ふじみ野市小・中学校通学区域一覧
問合せ先：ふじみ野市教育委員会 学校教育課 TEL 049-220-2084（学務係）
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池上 　　　　全　　　域 さぎの森小 花の木中 築地  　　１丁目
上野台 　１丁目 　　　　　　２丁目
　　　　　　２丁目 　　　　　　３丁目
　　　　　　３丁目 仲　　　 　１丁目
上ノ原　　１丁目 　　　　 　 ２丁目
　　　　　　２丁目 　　   　　 ３丁目
　　　　　　３丁目 中ノ島　　１丁目 　　　　全　　　域
大原　　　１丁目 　　　　全　　　域 中福岡 1～43・44-1
大原　　　２丁目 　　　　全　　　域（以下を除く） 44-8～44-9・45～50

1098番、1388番1、1735番1 元福小
霞ヶ丘　  １丁目 51-1・51-3～51-5・52-3
　　　　　　２丁目 58～67・136～209
　　　　　　３丁目 中福岡 44-2・3、44-5～44-7
上福岡 　１丁目 　　　　全　　　域 44-10～44-12・51-2
上福岡 　２丁目 52-1～52-2・52-4
　　　　　　３丁目 52-8・53～57
上福岡　 ４丁目 69～135・213～316
             ５丁目 中丸　　　１丁目
             ６丁目 　　　　　　２丁目
川﨑(１，２丁目を除く) 　　　　全　　　域 長宮　　　１丁目
川﨑 　　 １丁目 　　　　　　２丁目
　　　　　　２丁目 西　　　　 １丁目
北野　  　１丁目 　　　　全　　　域 上野台小 　　　　　　２丁目
北野　　　２丁目 　　　　全　　　域 西原　　　１丁目
清見　　　１丁目 　　　　　　２丁目
　　　　　　２丁目 花ノ木 　 １丁目
　　　　　　３丁目 　　　　　　２丁目
　　　　　　４丁目 福岡 1～985 さぎの森小
駒西　　　１丁目 福岡 986～990・1159～1181 福岡小
　　　　　　２丁目 福岡　　　１丁目 　１番 葦原中
　　　　　　３丁目 福岡　　　１丁目 　２番・３番
駒林 1～215・790～1309 福岡　　　１丁目 　4番・５番 福岡小
駒林元町　１丁目 1番～４番・７番～８番 福岡　　　２丁目

５番(1号～8号・23号～29号) 福岡　　　３丁目
９番(1号～12号・22号～31号) 福岡新田 　　　　全　　　域 さぎの森小 花の木中

駒林元町　１丁目 ５番(9号～22号) 福岡中央１丁目
９番(13号～21号) 　　　　　　２丁目

駒林元町　２丁目 福岡武蔵野 　　　　全　　　域 西小
　　　　　　　３丁目 富士見台 　　　　全　　　域 駒西小
　　　　　　　４丁目 本新田 　　　　全　　　域 さぎの森小
新駒林　 １丁目 　　　　全　　　域 松山　　　１丁目
　　　　　　２丁目 　１番・２番 　　　　　　２丁目
新駒林　　　２丁目 　３番・４番 丸山 　　　　全　　　域 亀久保小 大井東中
新駒林　  　３丁目 南台　　　１丁目 　　　　全　　　域 駒西小 福岡中
新駒林　　　４丁目 南台　　　２丁目 　　　　全　　　域 亀久保小 大井東中
新田１丁目 　　　　全　　　域 駒西小 福岡中 元福岡 　１丁目
新田２丁目 　　　　全　　　域 福岡小 　　　　　　２丁目
水宮 　　　　全　　　域 さぎの森小 　　　　　　３丁目
滝　　　　 １丁目 谷田　　　１丁目
　　　　　　２丁目 　　　　　  ２丁目
　　　　　　３丁目
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