
○ 越谷市自治会名一覧　　計３８１自治会（令和元年１１月１日現在）

桜井地区 新方地区 増林地区 大袋地区 荻島地区 出羽地区 蒲生地区 南越谷地区 大相模地区 越ヶ谷地区 大沢地区 北越谷地区 川柳地区

大里 船渡 上組一区 恩間第１ 野島 大間野町一丁目 蒲生一丁目 瓦曽根三丁目 大境 新石一 大沢一丁目 北越谷一丁目 東向

大里南 新船渡 上組二区 恩間第２ 野島団地 大間野町二丁目 蒲生二丁目 南越谷二丁目 シティハウス 新石二 大沢二丁目 北越谷二丁目 川柳市営住宅

大里東 船渡睦町会 中山中 恩間第３ 小曽川 大間野町三丁目 蒲生三丁目 越谷郵政 西方 新石三 大沢三丁目 北越谷二丁目東 伊原本田

パークハイツ越谷 しらこばと 下組 恩間第４ 砂原一 大間野町四丁目 蒲生四丁目 南越谷三丁目 モアグランデ南越谷 本一 大沢四丁目 北越谷三丁目 上谷

上間久里 大松 城ノ上 恩間第５ 砂原東 大間野町五丁目 蒲生西町一丁目 ＪＲ エフローレ新越谷 本二 鷺後 北越谷四丁目 麦塚上手

上間久里南 大杉 前波 恩間新田 長島 七左町一丁目 蒲生西町二丁目 富士団地 西方東 本三 東大沢高畑 東武サンライトマンション 麦塚根郷

桜井青空 大杉新田 林西川 袋山第１ 北前 新越谷二丁目 蒲生東町 南団地 親和会 御殿町 大沢外河原 北越谷五丁目 伊原新田

上間久里東 大杉東都 本田 袋山第２ 根郷 七左町四丁目 南町 朝日プラザ越谷 相模町流 弥生町 鷲越 伊原スカイハイツ

下間久里 北川崎 新田 袋山第３ 東組 七左町中層住宅 南町一丁目 ザ・ウインベル新越谷 山野 音和町 サンコーポラス越谷 朝日プラザ

あさひ住宅 向畑 三丁野 袋山第４ 西組 七左町五丁目 蒲生旭町 登戸西町会 藤塚南 四丁野道 宮浦 越谷レイクタウン七丁目24西

東都 大吉 森西川 袋山第５ 立野 七左町六丁目 蒲生愛宕町 南越谷四･五丁目 藤塚北 中町 住吉新生 グランセンス越谷レイクタウン

仲田 弥栄町一丁目 中島 袋山第６ 堀の内 七左町七丁目 蒲生寿町第１ 墨水南越谷マンション 不動 中町西 大房新生

北陽 弥栄町二丁目 花田一丁目 袋山第７ 西前 七左町七丁目第２ 蒲生寿町第２ 茜町会 番場 袋町 シャルム北越谷

越谷スカイハイツ 弥栄町三丁目 花田二丁目 うめが丘 野合 七左町８丁目 蒲生本町 元柳田町 田向 新道 大房南

メイツ越谷 弥栄町四丁目 花田三丁目 梅園台 新田 新川町一丁目 登戸町 東柳田 馬場野 柳町 藤ケ丘

平方南 弥十郎第一 花田四丁目 大竹第１ 堤根 新川町二丁目 瓦曽根一丁目第１ 東柳田みどり会 南馬場 宮前 グランドムール北越谷

横手 弥十郎第二 花田五丁目 大竹第２ 野中 谷中光和会 瓦曽根一丁目第２ 赤山町三丁目 東交 東宮前 モナーク北越谷

会の川 弥十郎第三 花田六丁目 大道 中組 谷中町一丁目 瓦曽根二丁目 赤山町四丁目 みどり団地 元御殿 ＬＳＴ北越谷

上沖 弥十郎第四 花田七丁目 三野宮 下手 ワコーレ越谷 ウェルフェアグリーン越谷 越谷ファミリータウン 後方 赤山町一丁目

平方東 弥十郎第五 東越谷一丁目 三野宮第２ さしきだ 谷中町二丁目 ハイツ越谷 赤山町五丁目 高畑 赤山町二丁目東

戸崎 弥十郎団地 東越谷二丁目 大林 南荻島出津 谷中町二丁目東 南越谷一丁目 七左一若草 辻 赤山町二丁目西

山谷 中層 東越谷三・四丁目 海道西 南荻島団地 谷中町三丁目 コーポ南越谷 モリス南越谷 東和 赤山本町

立野 大吉第二 東越谷六丁目 梅ヶ丘中央 南荻島 谷中町四丁目 ヴィルヌーブ南越谷 ライオンズステーションプラザ新越谷 西口 越ヶ谷四丁目

三和 越谷圦前 東越谷七丁目 桃山 宮本町一丁目 オーベル越谷南 グラン・プラーザ新越谷 あゆみ 東越谷四丁目

平方共栄 東越谷八丁目 大林東 宮本町二丁目第１ ステイツ新越谷 エシール越谷 栄 東越谷五丁目

平方中央 東越谷九丁目 大林新生 宮本町二丁目第２ レクセルマンション新越谷 新越谷一丁目 越東 宮前一丁目

山谷青葉 東越谷十丁目 大房 宮本町三丁目 ベルメゾン越谷 ポレスターブロードシティ越谷赤山 冨士見 チュリス越谷

つくしケ丘 沼田 宮本町四丁目 レクセルプラッツァ蒲生 幸町 グローリオ越谷

平方成和 外野合 宮本町五丁目 南越ジュネシオン会 飯島

平方旭 野合住宅 宮本町五丁目北 新越谷スカイハイツ・新越会 南百

平方第一共栄 丸友第１ パラシオン越谷 エム・ブランド越谷ＧＡＭＯ 四条本田

平方中部 第２丸友 神明町一丁目 四条新田

大泊 鯛之島 神明町二丁目 別府

大泊親栄 三井せんげん台ハイツ 神明みどり 千疋北

ひばり野 千間台西一丁目 神明団地 千疋南

大泊南 サニーハイツせんげん台 神明町三丁目 イーストサイド

せんげん台 首都公団 松葉 東町さくら

松見台 千間台西二丁目 ひまわり ガーデンシンフォニー新越谷

大泊東 せんげん台パークタウン一番街 大関団地 D'グラフォートレイクタウン

越谷間久里団地 せんげん台パークタウン二番街 レイクタウン美環の杜

ワコーレ武里 千間台西四丁目 レイクタウン北

丸三 千間台西五丁目 レイクタウン一丁目

富士通メゾン越谷 千間台西六丁目 LP越谷レイクタウンエルフィス

越谷北パークホームズ パークタウン三番街 レイクタウン美季の杜

千間台東一丁目 朝日プラザ越谷Ⅲ レイクタウン美来の杜

ルイシャトレ越谷大袋 せんげん台パークタウン四番街

平方のぞみ ライオンズガーデン北越谷

モア・ステージせんげん台 ヴェルビュせんげん台

コスモタウン平方 エクセル越谷
平方グリーンタウン 西大袋中層住宅

平方団地
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