
町名（区域） 小学校 中学校 

八木町  

（字下小原 3034 番地の 2、3036 番地の 6、3037 番地の 1 

字天井林 729～741 番地、745 番地、746 番地、751 番地、754

～779 番地 

字美濃越 780～822 番地 

字大西 823 番地、824 番地 

字上原 856 番地の 1、876～880 番地、897 番地の 1、899 番地

の 3、900～901 番地の 1 

字柴之釆 902～914 番地の 1、915～919 番地、922～944 番地 

字足谷 945～967 番地の 1、968 番地、978 番地の 1、979 番地

の 2、985 番地の 2、985 番地の 4、986 番地の 2、1009 番地の

1、1010 番地の 2、1011～1028 番地 

字小原 1029～1045 番地の 1、1045 番地の 3、1045 番地の 4、

1046 番地の 1、1047 番地の 1、1057～1058 番地の 1、1059

番地、1065 番地の 1、1065 番地の 4、1066～1081 番地）  

八木一丁目～八木三丁目、 八木四丁目（2～10 番、20 番 14 号

～28 号、21～29 番、41～51 番）、八木五丁目（3 番 12 号～21

号、4～10 番、24 番 1 号～8 号、25～31 番）、  

緑井町  

（字大上 244～246 番地 

字鳥越 514～701 番地 

字神楽田 2018 番地、2019 番地 

字勘能丸 2099～2112 番地 

字上山 1～5 番地、9 番地の 3～10 番地の 1、11～31 番地の 4、

32 番地の 1、49～51 番地、53～65 番地の 1、65 番地の 4、67

番地の 1、67 番地の 2、68～96 番地の 2 

字宇邦木山 97～104 番地の 2、105 番地、107 番地、108 番地、

111 番地の 1、111 番地の 2、112 番地、113 番地、115～126 番

地の 2、126 番地の 5～7、130 番地の 1、131～161 番地、163

番地の 1～3、164～188 番地 

字矢ケ谷 189～217 番地、219～227 番地、229～237 番地、241

～289 番地 

字権現山 664～671 番地）  

緑井五丁目（4 番 1 号～5‐15 号、4 番 5‐17 号、4 番 5‐18

梅林 

Tel873-6167 

城山北 

Tel873-5506 



号、4 番 6 号、4 番 39‐4 号、4 番 39‐6 号、4 番 39‐8 号、4

番 39‐9 号、4 番 39‐10 号、4 番 39‐12 号、4 番 40 号～65

号、5 番、6 番 1 号～4 号、6 番 20 号～25 号）  

緑井六丁目、 緑井七丁目（1～13 番、16～27 番、32 番、33

番）、緑井八丁目  

八木町（ただし、梅林学区分を除く。）、 八木四丁目（ただし、

梅林学区分を除く。）、八木五丁目（ただし、梅林学区分を除く。）、

八木六丁目～八木九丁目 

八木 

Tel873-2010 

川内一丁目～川内六丁目 
川内 

Tel877-0044 

城南 

Tel877-3209 

緑井町（ただし、梅林学区分を除く。）、 

緑井一丁目（ただし、古市学区分を除く。）、緑井二丁目、 緑井

三丁目、緑井四丁目、 緑井五丁目（ただし、梅林学区分を除く。）、

緑井七丁目（ただし、梅林学区分を除く。）、 

中須二丁目（1 番 13 号～23 号）、 毘沙門台一丁目（1 番 1 号

～23 号） 

緑井 

Tel877-0054 

大町東四丁目（1 番 6 号）、毘沙門台東一丁目、毘沙門台東二丁

目、毘沙門台一丁目（ただし、緑井学区分を除く。）、毘沙門台

二丁目、毘沙門台三丁目、毘沙門台四丁目（ただし、安東学区

分を除く。）、  

上安町  

（字毘沙門台 5000 番地の 68、5000 番地の 71、5000 番地の

122～125、5000 番地の 169～171、5000 番地の 180～182、5000

番地の 184～186、5000 番地の 227～229、5000 番地の 231～

232、5000 番地の 234、5000 番地の 246～257、5000 番地の

259、5000 番地の 260、5000 番地の 327、5000 番地の 328、

5000 番地の 342、5000 番地の 345、5000 番地の 348）  

（参考）毘沙門台団地 

毘沙門台 

Tel879-4041 

安佐 

Tel877-0111 

大町東四丁目（13 番 1 号～3 号、13 番 12 号～17 号）、相田一

丁目、相田二丁目、相田四丁目（1 番） 

相田町  

（字踊庭 90～92 番地 

字七塚 343～349 番地、【山】569～579 番地、583 番地～甲 631

番地の 2、631 番地の 9～636 番地 

安東 

Tel878-3629 



字犬戻 398 番地の 1、408 番地、411～431 番地、【山】536 番

地の 1、537～562 番地の 2、563～564 番地の 1、565～568 番

地の 1）  

毘沙門台四丁目（15 番 9 号～18 号）、安東一丁目～ 安東七丁

目、上安一丁目（13 番、14 番、21 番～21 番 20 号、21 番 23

号～22 番 28‐1 号、22 番 28‐3 号、22 番 28‐5 号、22 番 28‐

7 号）  

上安町  

（字原田1343番地の3～1349番地、1352～1354番地の2、1354

番地の 4～9、1355 番地の 1、1358～1360 番地 

字柳迫 1863 番地、【山】1137 番地の 2、1137 番地の 173、1137

番地の 272～274、1137 番地の 279、1137 番地の 440、1148

番地の 2、1149 番地の 440、1149 番地の 459、1149 番地の 460、

1268 番地の 1、1268 番地の 3 

字天満田 1864 番地、1865 番地 

字深山谷 1889～1902 番地 

【山】字滑谷 977～1027 番地の 1、1030～1135 番地 

【山】字畑堀 1136 番地 

【山】字砂田 1261～1266 番地の 1、1267 番地、1268 番地の 2、

1269～1281 番地 

【山】字後間 1314～1318 番地 

【山】字古畑 1326～1382 番地 

【山】字一本松 1400～1432 番地、1449～1474 番地 

【山】字南部山 1531～1597 番地、1598 番地の 2、1599～1606

番地 

【山】字堂原 1607 番地の 2～1611 番地 

【山】字グリーンハイツ 2050 番地の 1、2050 番地の 2、2060

番地～2073 番地）  

（参考）すみれが丘団地、弘億団地、グリーンハイツ 

緑井一丁目（29 番 40 号～53 号、32 番）、 

中筋四丁目（20 番）、 

古市一丁目～古市三丁目、古市四丁目（ただし、祇園学区分を

除く。）、 

中須一丁目、中須二丁目（ただし、緑井学区分を除く。）、 

西原五丁目（1 番 1 号～5 号、1 番 24 号～30 号）、西原九丁目

古市 

Tel877-1301 

安佐南 

Tel879-9358 



（1 番） 

大町東一丁目～大町東三丁目、 大町東四丁目（ただし、毘沙門

台及び安東学区分を除く。）、 

大町西一丁目～大町西三丁目、大町 

（参考）大町富士団地、宮川団地、花みずき台 

大町 

Tel877-5021 

上安三丁目（ただし、安及び安北学区分を除く。）、上安四丁目、

上安五丁目、上安六丁目（ただし、安北学区分を除く。）、 

上安町（ただし、毘沙門台、安東及び安北学区分を除く。）  

（参考）サンハイツ光ケ丘、サンハイツ緑ケ丘 

上安 

Tel872-2761 

高取北 

Tel872-2071 

上安二丁目（27 番、28 番 22 号～27 号、34 番 17 号～28 号、

35 番、36 番 1 号～7 号、36 番 25 号～51 号、37 番 1 号～6 号、

37 番 22 号～32 号、38 番 20 号～37 号、39 番 1 号～13‐1 号、

39 番 13‐3 号、39 番 13‐5 号、41～54 番）、 

上安三丁目（2 番）、 

上安六丁目（1 番、2 番、3 番 7-4 号、3 番 7-6 号、3 番 7-8～

7-11 号、3 番 11 号～22 号、4 番 1 号～19 号、14 番、27 番）、 

上安七丁目  

上安町  

（字叶計 778 番地、779 番地、800 番地の 1、805 番地、806

番地の 1、807～812 番地の 1、813 番地の 1、乙 814 番地、835

～842 番地の 1 

【山】字迫平 29～33 番地の 1、34～51 番地の 1、54 番地の 1、

55 番地、56 番地、57 番地の 2、57 番地の 3、58 番地の 1、59

番地の 1、60～67 番地、69～81 番地の 1、82 番地の 1 

【山】字聖岩 90 番地、95 番地の 2、100 番地、101 番地の 1、

101 番地の 2、102～123 番地、140～146 番地、157～175 番地、

177 番地、180 番地の 1、181 番地、182 番地 

【山】字内山 189～202 番地 

【山】字日置 204～236 番地、238～242 番地の 1、243 番地、

279～287 番地の 2、287 番地の 5、288～291 番地の 1、292～

294 番地の 1、295 番地の 1、296 番地の 1、297～298 番地の 2、

298 番地の 4、298 番地の 6、299～300 番地の 1、301 番地の 1

～3）  

高取北町、高取北一丁目～高取北四丁目、  

安北 

Tel872-0881 



長楽寺町  

（【山】字不動山 476～588 番地 

【山】字原山 589～639 番地、640 番地の 41～43、640 番地の

110、640 番地の 111、643～645 番地の 3）  

長楽寺一丁目（20 番、35 番 26 号～45 号、36～49 番、60～73

番、80～92 番）  

（参考）向ケ丘団地、高取台団地、第二高取台団地、葵之荘団

地、虹が丘団地、イトーピア長楽寺 

相田三丁目、相田四丁目（ただし、安東学区分を除く。）、相田

五丁目、相田六丁目、 

相田町（ただし、安東及び安西学区分を除く。）、 

上安一丁目（ただし、安東学区分を除く。）、上安二丁目（ただ

し、安北学区分を除く。）、上安三丁目（1 番、4 番 14 号～32

号）、 

高取南一丁目（1～2 番、13 番 1 号～17 号、13 番 49 号～55 号、

14 番） 

安 

Tel878-8401 

安西 

Tel878-4441 

相田七丁目  

相田町  

（字日焼 1130 番地の 14～16、1134 番地の 3、1141 番地の 1、

1141 番地の 2、乙 1141 番地 

字海田ケ原 18 番地の 2～19 番地の 2、19 番地の 4、20 番地 

字東亜ハイツ 87 番地の 1、87 番地の 228、87 番地の 230、87

番地の 232、87 番地の 235、87 番地の 237、87 番地の 239、

87 番地の 240、87 番地の 242、181 番地の 1、181 番地の 82

～89  

字西尾越 93 番地の 57、93 番地の 69、93 番地の 70、96 番地

の 30、97 番地の 2、97 番地の 7、98 番地、102～105 番地の 1、

106 番地の 1、106 番地の 3、106 番地の 6、106 番地の 7、107

番地～128 番地、129 番地の 1、129 番地の 2、131 番地の 1、

131 番地の 3、131 番地の 4、131 番地の 13、131 番地の 14、

136 番地の 2、137～140 番地、144 番地の 1、153～166 番地）  

高取南一丁目（ただし、安学区分を除く。）、高取南二丁目、高

取南三丁目、高取南町、長楽寺町（ただし、安北学区分を除く。）、 

長楽寺一丁目（ただし、安北学区分を除く。）、長楽寺二丁目、 長

楽寺三丁目  

安西 

Tel878-7301 



（参考）ふじケ丘団地、安古市東亜ハイツ、豊松園団地、平和

台団地、ニューハイツ高取 

東野一丁目、東原一丁目～ 東原三丁目 
東野 

Tel870-6801 東原 

Tel875-6181 東野二丁目～東野三丁目、中筋一丁目～中筋三丁目、中筋四丁

目（ただし、古市学区分を除く。） 

中筋 

Tel879-1350 

西原一丁目（1～4 番）、西原三丁目（1～14 番、16 番 1 号～6

号、16 番 18 号～17 番 6 号、17 番 16 号～20 号）、西原四丁目

（1～31 番、42 番、43 番）、西原五丁目（ただし、古市学区分

を除く。）、西原六丁目～西原八丁目、西原九丁目（ただし、古

市学区分を除く。） 

原 

Tel874-0038 
祇園東 

Tel874-6262 

西原一丁目（ただし、原学区分を除く。）、西原二丁目、西原三

丁目（ただし、原学区分を除く。）、西原四丁目（ただし、原学

区分を除く。）、長束一丁目 

原南 

Tel875-4811 

古市四丁目（6 番 4 号～16 号）、 祇園一丁目、祇園二丁目～祇

園八丁目、祇園町、長束三丁目（8 番～10 番 1 号、10 番 30 号

～40 号） 

祇園 

Tel874-0034 

祇園 

Tel874-0055 

長束六丁目（1 番 16 号～24 号、7 番 17 号～39 号、10 番 11 号

～30 号）、長束西二丁目（1 番）、山本一丁目～ 山本六丁目、 山

本七丁目～山本九丁目、山本新町一丁目（ただし、春日野学区

分を除く。）、山本町 

（参考）光見団地、東亜ハイツ 

山本 

Tel874-0136 

山本新町一丁目（1 番 30 号を除く。）、山本新町二丁目～山本新

町五丁目 

（参考）春日野団地 

春日野 

Tel832-5616 

長束六丁目（ただし、山本学区分を除く。）、長束二丁目、長束

三丁目（ただし、祇園学区分を除く。）、長束四丁目、長束五丁

目 

長束 

Tel239-1764 

長束 

Tel239-3883 
長束西一丁目、 長束西二丁目（ただし、山本学区分を除く。）、

長束西三丁目～長束西五丁目、長束町 

（参考）第１祇園ケ丘、第２祇園ケ丘、竜王団地、第２竜王団

地、新竜王団地、ながつか苑、大師が丘団地、平原緑ケ丘 

長束西 

Tel239-3922 



伴南一丁目～伴南五丁目 

（参考）セントラルシティこころ 

伴南 

Tel848-9971 

大塚 

Tel849-1022 

伴中央七丁目(12～15 番)、大塚東一丁目～大塚東三丁目、大塚

東町、 大塚西一丁目(1 番 17 号～29 号、2 番、3 番 9 号～17

号、5 番 1 号～22 号、6 番、7 番 3 号～40 号、8 番～35 番)、

大塚西二丁目(1～18 番、19 番 15 号～22 号、21 番、24～49 番)、

大塚西三丁目～大塚西七丁目、大塚西町  

（参考）下城ハイツ、藤興園、Ａ－ＣＩＴＹ 

大塚 

Tel848-6641 

沼田町大字吉山、沼田町大字阿戸 
戸山 

Tel839-2006 

戸山 

Tel839-2014 

伴東一丁目（16 番 12 号～41 号、17～20 番）、伴東二丁目（た

だし、伴東学区分を除く。）、伴東三丁目、伴東四丁目、 伴東七

丁目(24 番 27-2 号、24 番 27-4 号、24 番 28 号～52 号、25 番

32 号～44 号、25 番 45-1 号～45-5 号、25 番 46 号～58 号、36

番 19 号～34 号、38 番 1 号、2 号、7 号～14 号、39～65 番)、

伴東八丁目（81 番）、 

伴東町（ただし、伴東学区分を除く。）、伴中央一丁目～伴中央

六丁目、伴中央七丁目（ただし、大塚学区分を除く。）、 伴西一

丁目～伴西六丁目、伴西町、伴北四丁目～伴北七丁目、伴北町

（ただし、伴東学区分を除く。）、大塚西一丁目（ただし、大塚

学区分を除く。）、大塚西二丁目（ただし、大塚学区分を除く。） 

 

沼田町大字伴 

 

（参考）伴ハイツ、諏訪ハイツ、第一共進ハイツ、伴第二共進

ハイツ、広陵台、中畑団地、大下団地、瀬戸内宛、鳴団地、寿

団地、グリーンヒル大原、若葉台 

伴 

Tel848-0002 

伴 

Tel848-0017 

伴東一丁目（ただし、伴学区分を除く。）、伴東二丁目（1～8 番、

9 番 1 号～4 号、10 番 1 号～3 号、10 番 26 号～30 号）、伴東

五丁目、伴東六丁目、伴東七丁目（ただし、伴学区分を除く。）、

伴東八丁目（ただし、伴学区分を除く。）  

伴東町  

（字入野 7081 番地の 1、7081 番地の 4～6 

字中台 7189 番地の 1～7375 番地 

伴東 

Tel848-206 



字流田 7376～7443 番地の 3 

字石ケ原7452番地の1～7461番地、7463～7474番地の1、7474

番地の 3～7478 番地の 3、7502 番地の 4、7508 番地の 2、7531

番地の 4～11 

字大迫 8066 番地の 3～8087 番地 

字胡麻迫 8088 番地、8089 番地の 6、乙 8094 番地、8094 番地

の 1～8103 番地、8111 番地の 1～6 

字香炉林 8219～8222 番地の 1、8222 番地の 3、8223 番地の 2、

8225 番地の 1、8225 番地の 3～8226 番地の 1、8226 番地の 3

～8234 番地、乙 8235 番地、8235 番地の 2、8239 番地の 1、

8239 番地の 3～8251 番地 

【山】字道具畑 14 番地の 5、14 番地の 8、14 番地の 9、16～

76 番地の 1、76 番地の 4、76 番地の 5、77 番地の 2、78 番地

の 3～79 番地の 2、79 番地の 5～8、83 番地の 4、84 番地の 2

～85 番地の 1、85 番地の 3、86 番地の 2、91 番地の 6、92 番

地の 2～136 番地の 5、137 番地の 3、137 番地の 18～28、137

番地の 34、137 番地の 38、137 番地の 42、137 番地の 44、148

～158 番地の 1 

【山】字日山 220 番地の 10～336 番地の 1、336 番地の 3、354

番地の 1、354 番地の 4、354 番地の 6～357 番地の 1、357 番

地の 3～358 番地の 1、358 番地の 3、358 番地の 4、361 番地

の 1、361 番地の 4、362 番地の 1、362 番地の 3～379 番地 

【山】字麦山 380～570 番地の 1、570 番地の 3 

【山】字大原迫 573～591 番地の 1、614 番地の 1～7、622 番

地の 4、807 番地の 3～852 番地 

【山】字大原台 680 番地の 1～682 番地の 1）       

        

伴北町  

【山】字堤ケ迫 4979 番地の 298～4979 番地の 330、4979 番番

地の 357～411、5010 番地の 1～5018 番地の 76 

   

（参考）三菱沼田団地（大原台団地）、瀬戸内ハイツ、宗ケ丘団

地 

 


