（安佐南区）
町

名

（区

域）

小学校

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、5-17号、5-18号、6号、39-4号、
４番39-6号、39-8号、39-9号、39-10号、39-12号、40号～65号、
５番、６番1号～4号、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
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中学校

梅 林
Tel873-6167
城山北
Tel873-5506

八 木
Tel873-2010

（安佐南区）
町

名

（区

域）

小学校

川内一丁目～川内六丁目

中学校

川 内
Tel877-0044

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）
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
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
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
（次ページへつづく）
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城 南
Tel877-3209
緑 井
Tel877-0054

毘沙門台
Tel879-4041

安 佐
Tel877-0111

安 東
Tel878-3629

（安佐南区）
町

名

（区

域）

（つづき）
上安町
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
字滑谷９７７～１０２７番地の１、
１０３０～１１３５番地
字畑堀１１３６番地
字砂田１２６１～１２６６番地の１、１２６７番
地、１２６８番地の２、１２６９～１２８１番地
字後間１３１４～１３１８番地
【山】 字古畑１３２６～１３８２番地
字一本松１４００～１４３２番地、１４４９～
１４７４番地
字南部山１５３１～１５９７番地、１５９８番地
の２、１５９９～１６０６番地
字堂原１６０７番地の２～１６１１番地
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（１番）

小学校

中学校

安 東
Tel878-3629

安 佐
Tel877-0111

古 市
Tel877-1301
安佐南
Tel879-9358

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
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大 町
Tel877-5021

（安佐南区）
町

名

（区

域）

小学校

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号～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
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
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～
【山】
１７５番地、１７７番地、１８０番地の１、
１８１番地、１８２番地
字内山１８９～２０２番地
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、
長楽寺町
（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
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中学校

上 安
Tel872-2761

高取北
Tel872-2071

安 北
Tel872-0881

（安佐南区）
町

名

（区

域）

小学校

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番～２番、
１３番１号～１７号、１３番４９号～５５号、１４番）
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
（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。）
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。）
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中学校

安
Tel878-8401

安 西
Tel878-4441

安 西
Tel878-7301

東 野
Tel870-6801
中 筋
Tel879-1350

東 原
Tel875-6181

原
Tel874-0038

祇園東
Tel874-6262

（安佐南区）
町

名

（区

域）

小学校

中学校

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

祇園東
Tel874-6262

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

長束六丁目（１番16号～１番24号、７番17号～７番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
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

山 本
Tel874-0136

祇 園
Tel874-0055

春日野
Tel832-5616

長 束
Tel239-1764
長 束
Tel239-3883
長束西
Tel239-3922

伴南一丁目～伴南五丁目
伴 南
Tel848-9971
（参考）セントラルシティこころ
伴中央七丁目（１２番〜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〜１番29号、２番、
３番9号～３番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
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大 塚
Tel849-1022
大 塚
Tel848-6641

（安佐南区）
町

名

（区

域）

沼田町大字吉山、沼田町大字阿戸

小学校

中学校

戸 山
Tel839-2006

戸 山
Tel839-2014

伴
Tel848-0002

伴
Tel848-0017

伴 東
Tel848-2061

伴
Tel848-0017

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１、７０８１番地４～６
字中台７１８９番地１〜７３７５番地
字流田７３７６～７４４３番地３
字石ケ原７４５２番地１～７４６１番地、
７４６３～７４７４番地１、７４７４番地３～
７４７８番地３、７５０２番地４、７５０８番地２、
７５３１番地４～１１
字大迫８０６６番地３～８０８７番地
字胡麻迫８０８８番地、８０８９番地６、乙８０９４番地、
８０９４番地１〜８１０３番地、８１１１番地１〜６
字香炉林８２１９～８２２２番地１、８２２２番地３、
８２２３番地２、８２２５番地１、
８２２５番地３～８２２６番地１、８２２６番地３～
８２３４番地、乙８２３５番地、８２３５番地２、
８２３９番地１、８２３９番地３～８２５１番地、
字道具畑１４番地５、１４番地８、１４番地９、
【山】
１６～７６番地１、７６番地４、７６番地５、
７７番地２、７８番地３～７９番地２、７９番地５～８、
（次ページへつづく）
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（安佐南区）
町

名

（区

域）

小学校

中学校

伴 東
Tel848-2061

伴
Tel848-0017

（つづき）

【山】

８３番地４、８４番地２～８５番地１、８５番地３、
８６番地２、９１番地６、９２番地２～１３６番地５、
１３７番地３、１３７番地１８～２８、１３７番地３４、
１３７番地３８、１３７番地４２、１３７番地４４、
１４８～１５８番地１
字日山２２０番地１０～３３６番地１、３３６番地３、
３５４番地１、３５４番地４、
３５４番地６～３５７番地１、
３５７番地３～３５８番地１、３５８番地３、
３５８番地４、３６１番地１、３６１番地４、
３６２番地１、３６２番地３～３７９番地
字麦山３８０～５７０番地１、５７０番地３
字大原迫５７３～５９１番地１、６１４番地１～７、
６２２番地４、８０７番地３～８５２番地
字大原台６８０番地１〜６８２番地１、

伴北町
【山】

字堤ケ迫４９７９番地２９８～３３０、
４９７９番地３５７〜４１１、
５０１０番地１〜５０１８番地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
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