
(1) 大阪狭山市立小学校通学区域 

学校名 通学区域  

大阪狭山市立

東小学校 

東池尻一丁目から東池尻三丁目まで 

狭山一丁目から狭山五丁目まで 

金剛一丁目及び金剛二丁目 

池尻中二丁目(1 番から 8 番までを除く。)及び池尻中三丁目 

池尻自由丘三丁目 8 番から 17 番まで 

池之原一丁目のうち次の区域  

〔1 番地、3 番地から 5 番地まで、7 番地から 23 番地まで、114 番地

及び 115 番地、120 番地から 122 番地まで、129 番地、137 番地及

び 138 番地、141 番地、1210 番地から 1217 番地まで、1220 番地か

ら 1237 番地まで、1239 番地から 1263 番地まで、1267 番地、1275

番地及び 1276 番地、1278 番地から 1280 番地まで、1283 番地から

1290 番地まで、1292 番地及び 1293 番地、1298 番地、1303 番地、

1305 番地から 1336 番地まで、1338 番地から 1391 番地まで並びに

1401 番地から 1403 番地まで、2309 番地〕 

池之原二丁目(1402 番地の 2 及び 1403 番地 ) 

半田一丁目のうち次の区域  

〔43 番地の 1、44 番地の 1、45 番地の 1、50 番地の 1、50 番地の 4、

50 番地の 6 及び 50 番地の 7、80 番地の 1、82 番地の 1、83 番地

の 1 及び 83 番地の 2、84 番地、85 番地の 1 及び 85 番地の 2、86

番地の 1、87 番地の 1、87 番地の 4 及び 87 番地の 5、88 番地の 1、

89 番地の 1、89 番地の 4、97 番地の 1、98 番地の 1、99 番地の 1、

100 番地、101 番地の 1、102 番地の 1、103 番地の 1、104 番地か

ら 108 番地まで、109 番地の 1 から 109 番地の 4 まで、110 番地か

ら 112 番地まで、113 番地の 1、114 番地の 1、116 番地及び 117

番地、118 番地の 1、118 番地の 4、118 番地の 7、120 番地の 1、

138 番地の 1、139 番地、140 番地の 1、217 番地の 1、218 番地の

1、218 番地の 3、219 番地、220 番地の 1、221 番地、223 番地、224

番地の 2、224 番地の 111、915 番地、1186 番地の 3、1186 番地の

7、1187 番地の 1、1188 番地の 1 及び 1188 番地の 2、1189 番地の

1、1189 番地の 3、1194 番地の 1、1194 番地の 7 及び 1194 番地の

8〕 

半田五丁目 (231 番地の 3、232 番地の 3、232 番地の 5、233 番地、

234 番地の 3、234 番地の 6 及び 234 番地の 7、235 番地の 1、236



番地の 1、237 番地の 1、238 番地の 2 から 238 番地の 14 まで、238

番地の 16 及び 238 番地の 17、240 番地の 1、243 番地の 1、243

番地の 3、244 番地及び 245 番地、246 番地の 1、246 番地の 4、247

番地の 1 を除く。)及び半田六丁目 

大阪狭山市立

西小学校 

山本東、山本中、山本南及び山本北 

池之原一丁目のうち次の区域  

〔805 番地から 829 番地まで、831 番地、832 番地の 1、833 番地か

ら 839 番地、850 番地の 1、851 番地から 853 番地、855 番地及び

856 番地、857 番地の 1、872 番地の 1、873 番地の 2、873 番地の

4、874 番地から 895 番地まで、896 番地の 1 及び 896 番地の 2、896

番地の 4、939 番地の 1、941 番地の 1、942 番地から 944 番地、946

番地、949 番地及び 950 番地、955 番地及び 956 番地、960 番地

及び 961 番地、962 番地の 2、966 番地の 1、966 番地の 3 並びに

967 番地及び 968 番地〕 

池之原二丁目(1402 番地の 2 及び 1403 番地を除く。)、池之原三

丁目及び池之原四丁目 

岩室一丁目から岩室三丁目まで 

今熊一丁目、今熊二丁目(395 番地、1721 番地の 1 から 1721 番地

の 4 まで、1721 番地の 6、1721 番地の 8 及び 1721 番地の 9、1721

番地の 13 から 1721 番地の 24、1723 番地の 1 から 1723 番地の

11 まで、1723 番地の 14、1723 番地の 3、1836 番地及び 1837 番

地、1873 番地及び 1874 番地を除く。)、今熊三丁目 (692 番地、694

番地、711 番地、729 番地、731 番地の 1 及び 2027 番地を除く。)

及び今熊五丁目から今熊七丁目まで 

茱萸木一丁目、茱萸木三丁目及び茱萸木四丁目(88 番地、99 番

地、391 番地の 1 及び 391 番地の 2、432 番地の 2 から 432 番地の

4 まで、433 番地、434 番地の 1、434 番地の 4、435 番地の 2 から

435 番地の 4 まで、444 番地の 1、444 番地の 3、445 番地の 1、445

番地の 3、446 番地の 1 から 446 番地の 3 まで、447 番地、448 番

地の 1 及び 448 番地の 2、449 番地の 1、449 番地の 3、484 番地

の 1 及び 484 番地の 2、485 番地の 1 及び 485 番地の 2、486 番地

の 1、488 番地の 1、488 番地の 3 から 488 番地の 5 まで、489 番地

の 1 及び 489 番地の 2、510 番地及び 511 番地、1618 番地、1646

番地の 3、1868 番地から 1872 番地まで、1887 番地及び 1888 番

地、1899 番地、1915 番地から 1920 番地まで、1922 番地及び 1923



番地並びに 2042 番地から 2045 番地までを除く。) 

西山台六丁目 1 番及び 2 番  

大阪狭山市立

南第一小学校 

西山台一丁目から西山台三丁目まで、西山台四丁目 1 番及び 2

番、西山台五丁目 1 番及び 5 番並びに西山台六丁目 3 番から 15

番まで 

今熊二丁目のうち次の区域  

〔395 番地、1721 番地の 1 から 1721 番地の 4 まで、1721 番地の 6、

1721 番地の 8 及び 1721 番地の 9、1721 番地の 13 から 1721 番地

の 24、1723 番地の 1 から 1723 番地の 11 まで、1723 番地の 14、

1734 番地の 3、1836 番地及び 1837 番地、1873 番地及び 1874 番

地〕 

茱萸木四丁目のうち次の区域  

〔88 番地、99 番地、510 番地及び 511 番地、1868 番地から 1872

番地まで、1887 番地及び 1888 番地、1899 番地、1915 番地から

1920 番地まで、1922 番地及び 1923 番地並びに 2042 番地から

2045 番地まで〕 

大阪狭山市立

南第二小学校 

大野東、大野西及び大野中 

大野台一丁目から大野台七丁目まで 

茱萸木六丁目(1020 番地の 37 から 1020 番地の 46 まで)及び茱萸

木八丁目 

大阪狭山市立

南第三小学校 

西山台四丁目 3 番、西山台五丁目 2 番及び 3 番並びに西山台六

丁目 16 番から 20 番まで 

今熊三丁目のうち次の区域  

〔692 番地、694 番地、711 番地、729 番地、731 番地並びに 2027

番地〕 

今熊四丁目  

大阪狭山市立

北小学校 

東野東一丁目及び東野東二丁目 

東野西一丁目から東野西四丁目まで 

東野中一丁目から東野中五丁目まで 

東池尻四丁目から東池尻六丁目まで 

池尻北一丁目及び池尻北二丁目 

池尻中一丁目及び池尻中二丁目 1 番から 8 番まで 

池尻自由丘一丁目、池尻自由丘二丁目及び池尻自由丘三丁目 1

番から 7 番まで 



大阪狭山市立

第七小学校 

半田一丁目 (43 番地の 1、44 番地の 1、45 番地の 1、50 番地の 1、

50 番地の 4、50 番地の 6 及び 50 番地の 7、80 番地の 1、82 番地

の 1、83 番地の 1 及び 83 番地の 2、84 番地、85 番地の 1 及び 85

番地の 2、86 番地の 1、87 番地の 1、87 番地の 4 及び 87 番地の 5、

88 番地の 1、89 番地の 1、89 番地の 4、97 番地の 1、98 番地の 1、

99 番地の 1、100 番地、101 番地の 1、102 番地の 1、103 番地の 1、

104 番地から 108 番地まで、109 番地の 1 から 109 番地の 4 まで、

110 番地から 112 番地まで、113 番地の 1、114 番地の 1、116 番地

及び 117 番地、118 番地の 1、118 番地の 4、118 番地の 7、120 番

地の 1、138 番地の 1、139 番地、140 番地の 1、217 番地の 1、218

番地の 1、218 番地の 3、219 番地、220 番地の 1、221 番地、223

番地、224 番地の 2、224 番地の 111、915 番地、1186 番地の 3、

1186 番地の 7、1187 番地の 1、1188 番地の 1 及び 1188 番地の 2、

1189 番地の 1、1189 番地の 3、1194 番地の 1、1194 番地の 7 及び

1194 番地の 8 を除く。) 

半田二丁目から半田四丁目まで 

半田五丁目のうち次の区域  

〔231 番地の 3、232 番地の 3、232 番地の 5、233 番地、234 番地の

3、234 番地の 6 及び 234 番地の 7、235 番地の 1、236 番地の 1、

237 番地の 1、238 番地の 2 から 238 番地の 14 まで、238 番地の

16 及び 238 番地の 17、240 番地の 1、243 番地の 1、243 番地の 3、

244 番地から 245 番地、246 番地の 1、246 番地の 4、247 番地の 1〕

茱萸木二丁目 

茱萸木四丁目のうち次の区域  

〔391 番地の 1 及び 391 番地の 2、432 番地の 2 から 432 番地の 4

まで、433 番地、434 番地の 1、434 番地の 4、435 番地の 2 から 435

番地の 4 まで、444 番地の 1、444 番地の 3、445 番地の 1、445 番

地の 3、446 番地の 1 から 446 番地の 3 まで、447 番地、448 番地

の 1 及び 448 番地の 2、449 番地の 1、449 番地の 3、484 番地の 1

及び 484 番地の 2、485 番地の 1 及び 485 番地の 2、486 番地の 1、

488 番地の 1、488 番地の 3 から 488 番地の 5 まで、489 番地の 1

及び 489 番地の 2、1618 番地、1646 番地の 3〕 

茱萸木五丁目、茱萸木六丁目(1020 番地の 37 から 1020 番地の

46 までを除く。)及び茱萸木七丁目 

東茱萸木一丁目から東茱萸木四丁目まで 

 



(2) 大阪狭山市立中学校通学区域  

学校名  通学区域  

大阪狭山市立

狭山中学校 

北小学校通学区域全域 

東小学校通学区域全域 

大阪狭山市立

南中学校 

南第一小学校通学区域全域 

南第二小学校通学区域全域 

南第三小学校通学区域全域 

大阪狭山市立

第三中学校 

西小学校通学区域全域 

第七小学校通学区域全域 

 


