
エレベーターが設置されている市立小学校

令和４年４月１日時点

区名 学校名
1 鶴見 市場小学校

2 鶴見 潮田小学校

3 鶴見 東台小学校

4 鶴見 旭小学校

5 鶴見 豊岡小学校

6 鶴見 下野谷小学校

7 鶴見 入船小学校

8 鶴見 鶴見小学校

9 鶴見 下末吉小学校

10 鶴見 上寺尾小学校

11 鶴見 新鶴見小学校

12 鶴見 市場小学校けやき分校

13 神奈川 子安小学校

14 神奈川 神橋小学校

15 神奈川 幸ケ谷小学校

16 神奈川 白幡小学校

17 神奈川 神大寺小学校

18 神奈川 西寺尾第二小学校

19 神奈川 羽沢小学校

20 神奈川 南神大寺小学校

21 西 宮谷小学校

22 西 西前小学校

23 西 稲荷台小学校

24 西 みなとみらい本町小学校

25 中 本町小学校

26 中 立野小学校

27 南 石川小学校

28 南 南太田小学校

29 南 中村小学校

30 南 六つ川小学校

31 南 永田台小学校

32 南 別所小学校

33 港南 吉原小学校

34 港南 芹が谷南小学校

35 港南 日限山小学校

36 港南 港南台第一小学校

37 港南 相武山小学校

38 港南 港南台第二小学校

39 港南 港南台第三小学校

40 港南 丸山台小学校

41 保土ケ谷 保土ケ谷小学校

42 保土ケ谷 富士見台小学校

43 保土ケ谷 坂本小学校

44 旭 市沢小学校

45 旭 鶴ケ峯小学校

46 旭 さちが丘小学校

47 旭 笹野台小学校

48 旭 中沢小学校

49 旭 不動丸小学校



区名 学校名
50 旭 上白根小学校

51 旭 善部小学校

52 旭 若葉台小学校

53 旭 左近山小学校

54 磯子 杉田小学校

55 磯子 洋光台第三小学校

56 磯子 洋光台第四小学校

57 磯子 さわの里小学校

58 金沢 六浦小学校

59 金沢 大道小学校

60 金沢 文庫小学校

61 金沢 瀬ケ崎小学校

62 金沢 西柴小学校

63 金沢 高舟台小学校

64 金沢 小学校田小学校

65 港北 新田小学校

66 港北 大綱小学校

67 港北 城郷小学校

68 港北 港北小学校

69 港北 綱島小学校

70 港北 下田小学校

71 港北 大曽根小学校

72 港北 日吉南小学校

73 港北 篠原西小学校

74 港北 綱島東小学校

75 港北 師岡小学校

76 港北 矢上小学校

77 港北 太尾小学校

78 港北 新羽小学校

79 港北 北綱島小学校

80 港北 大豆戸小学校

81 港北 箕輪小学校

82 緑 長津田小学校

83 緑 新治小学校

84 緑 森の台小学校

85 緑 十日市場小学校

86 緑 長津田第二小学校

87 緑 上山小学校

88 緑 いぶき野小学校

89 緑 山下みどり台小学校

90 青葉 鉄小学校

91 青葉 山内小学校

92 青葉 美しが丘小学校

93 青葉 青葉台小学校

94 青葉 榎が丘小学校

95 青葉 もえぎ野小学校

96 青葉 美しが丘東小学校

97 青葉 市ケ尾小学校

98 青葉 嶮山小学校

99 青葉 鴨志田緑小学校

100 青葉 新石川小学校

101 青葉 荏田西小学校

102 青葉 黒須田小学校

103 青葉 美しが丘西小学校



区名 学校名
104 青葉 奈良の丘小学校

105 都筑 都田西小学校

106 都筑 荏田南小学校

107 都筑 川和東小学校

108 都筑 つづきの丘小学校

109 都筑 東山田小学校

110 都筑 茅ケ崎東小学校

111 都筑 牛久保小学校

112 戸塚 戸塚小学校

113 戸塚 川上小学校

114 戸塚 川上北小学校

115 戸塚 柏尾小学校

116 戸塚 平戸小学校

117 戸塚 東汲沢小学校

118 戸塚 平戸台小学校

119 戸塚 南舞岡小学校

120 戸塚 品濃小学校

121 戸塚 秋葉小学校

122 戸塚 東俣野小学校

123 戸塚 下郷小学校

124 栄 豊田小学校

125 栄 西本郷小学校

126 栄 千秀小学校

127 栄 桂台小学校

128 栄 笠間小学校

129 栄 上郷小学校

130 泉 中和田小学校

131 泉 岡津小学校

132 泉 中田小学校

133 泉 東中田小学校

134 泉 新橋小学校

135 泉 葛野小学校

136 泉 伊勢山小学校

137 瀬谷 原小学校

138 瀬谷 上瀬谷小学校

139 瀬谷 三ツ境小学校

140 瀬谷 南瀬谷小学校

141 瀬谷 大門小学校

142 瀬谷 瀬谷さくら小学校

※本リストに掲載されている学校についても、車いすでアクセスできない教室
等がある場合があります。具体的なエレベーターの設置場所等、詳細は各学校
にお問い合わせください。
（例：エレベーターが設置されている校舎とは別棟の校舎がある場合）
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