
　（安佐北区）

町　　名　（区　域） 小学校 中学校

白木町大字井原 井　原

℡828-0008

白木町大字古屋、白木町大字志路 志　屋

℡828-0059

白木町大字小越、白木町大字秋山、白木町大字市川（ただし、 白　木

字桧山を除く。）、白木町大字有留 高　南 ℡828-0525

℡828-0504

白木町大字三田 三　田

℡829-0007

狩留家町、小河原町、上深川町

狩小川

（参考）小河原団地、うぐいすが丘団地、白滝団地 ℡844-0023 高　陽

深川町、深川一丁目（ただし、亀崎学区分を除く。）、深川 ℡842-0022

二丁目～深川八丁目、亀崎二丁目（３番4号～6号） 深　川

℡842-0021

深川一丁目（５３番1号～8号）、亀崎一丁目、亀崎二丁目

（ただし、深川学区分を除く。）、亀崎三丁目、亀崎四丁目 亀　崎

（参考）高陽ニュータウンＡ２住区 ℡843-1370

倉掛一丁目～倉掛三丁目、落合五丁目（１８番1号～17号、

２０～３２番）、落合南六丁目、落合南七丁目（ただし、落合

学区分を除く。）、落合南八丁目、落合南九丁目

落合南町

（３４１番地の１、３４１番地の２、３４２番地の３、３５１

　番地、３５２番地の２、３５２番地の３、１８０８番地、

　１８２０番地、 倉　掛 亀　崎

　　【山】８８番地の４、１１８番地の３、１２２番地の４、 ℡843-0201 ℡843-5792

　　　　　１２２番地の１４、１２３番地の２、３８９番地の

　　　　　１、４１４番地の２、４１５番地の６

　　　　　　字椅子山１～３１番地、４４番地の１、４４番地

　　　　　　　の２

　　【山】　字大谷山６９～７９番地、

　　　　　　字光掛山１２２番地の１、

　　　　　　字丸子山１５４～１７７番地、１７８番地の１）

（参考）高陽ニュータウンＣ住区、諸木団地

真亀一丁目～真亀五丁目

真　亀 落　合

（参考）高陽ニュータウンＡ１住区 ℡842-4073 ℡842-6416
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　（安佐北区）

町　　名　（区　域） 小学校 中学校

落合一丁目（ただし、落合学区分を除く。）、落合二丁目～落

合四丁目、落合五丁目（ただし、倉掛学区分を除く。）、落合

町、落合南三丁目（１番）、落合南四丁目（１～３５番） 落合東 落　合

（参考）高陽ニュータウンＢ住区、ハイライフ高陽第１期 ℡842-2737 ℡842-6416

落合一丁目（１３番12号～21号、４２番、４３番）、落合南

一丁目（ただし、口田東学区分を除く。）、落合南二丁目、

落合南三丁目（ただし、落合東学区分を除く。）、落合南四丁

目（ただし、落合東学区分を除く。）、落合南五丁目、落合南 落　合

七丁目（２７～３０番）、落合南町（ただし、倉掛学区分を除 ℡842-0162

く。）、口田南八丁目（５番9号～15号）

（参考）城ケ丘団地、岩上ハイツ、望台団地、高陽台ハイツ、

　　　　ハイライフ高陽

落合南一丁目（４３番、４４番、５２番9号～５３番9号）、 口　田

口田町、口田二丁目～口田五丁目、口田南八丁目（ただし、 ℡843-9511

落合学区分を除く。）、口田南九丁目 口田東

℡843-4864

（参考）翠光台団地、はすが丘団地、矢口が丘団地

口田一丁目、口田南一丁目～口田南六丁目、口田南七丁目、

口田南町 口　田

（参考）梅園団地、フジランド、大歳園団地、梶峠団地 ℡842-0402

大林町、大林一丁目、大林二丁目（ただし、三入学区分を除

く。）、大林三丁目、大林四丁目、三入四丁目（１番18号～ 大　林

22号）、白木町大字市川（字桧山） ℡818-2403

可部町大字南原（ただし、可部学区分を除く。）、可部町大字上

町屋、可部町大字下町屋、可部町大字桐原（ただし、三入東学

区分を除く。）、大林二丁目（１４番1号～18号、１４番31号、

１４番32号）、三入一丁目～三入三丁目、三入四丁目（ただし、 三　入 三　入

大林学区分を除く。）、三入五丁目～三入七丁目、三入南一丁目 ℡818-1875 ℡818-0301

、三入南二丁目、可部八丁目（ただし、可部学区分を除く。）、

可部九丁目（ただし、可部学区分を除く。）

（参考）新山倉団地、寺原団地、こだま団地、安佐可台団地

可部町大字桐原

（字山田１９５４～１９５６番地、１９６０～１９６４番地、

　　１９６６～１９８０番地の２、１９８０番地の８～１９８２ 三入東

　  番地、１９８４番地、１９８６～２０２３番地、２０２４ ℡818-1755

　　番地の２～２０２５番地、２０２６番地の２～２０８８番

　　地、２０９１番地～２１３８番地、２１４０番地、２１４２

　　番地１、丙２１４３～２１５９番地（次ページへつづく）
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　（安佐北区）

町　　名　（区　域） 小学校 中学校

可部町大字桐原（つづき）

　字長迫２１４１番地、

【山】762番地、10762番地、763番地、10763番地、937番地、10937番地、

 　962番地の2、10962番地の2、962番地の3、10962番地の3、1468番地、

　 11468番地、1470番地、11470番地、1677番地、11677番地

　字野原２１６０～２２２０番地の１、２２２０番地の３～

　　２２２８番地、２２３０～２２４０番地、２２４１番地の

　　２～２２４２番地の２、２２４２番地の４～２２４４番地

　　の１、２２４４番地の３～２２５８番地、２２６０～

　　２２９６番地、２２９７番地の２～２３０２番地、２３０４

　　～２３１８番地、２３２０～２３２４番地の１、

　　２３２４番地の３～２３２８番地、２３３０番地、２３３２

　　～２３３６番地、２３４１番地の３～２３４２番地の１、

　　２３４２番地の３～２４１４番地、 三入東 三　入

【山】1429～1464番地、11429～11464番地、1465番地の1～1467番地、 ℡818-1755 ℡818-0301

　　　11465番地の1～11467番地、1469番地、11469番地、1471～

　　　1494番地、11471～11494番地　　　

　　　　字山根８２２番地の５、10822番地の5

　　　　字下高野1264～1269番地、11264～11269番地、1271～1276番地、

　　　　 11271～11276番地、1278～1299番地の1、11278～11299番地の1、

　 　　  1299番地の3～1389番地、11299番地の3～11389番地

　　　　字寺側1495～1527番地、11495～11527番地、1533～1536番地、

　　　　11533～11536番地

【山】　字上高野1537～1543番地の1、11537～11543番地の1、

　　　　1543番地の4～1599番地、11543番地の4～11599番地

　 　　　字東源寺1604番地の1、11604番地の1、1604番地の3～1637番地の1、

　　　　11604番地の3～11637番地の1、1637番地の3～1669番地の1

　　　　 11637番地の3～11669番地の1、1669番地の3～1676番地、

　　　　11669番地の3～11676番地、1678～1683番地の1 、11678～

　　　　 11683番地の1、1683番地の3～1693番地、11683番地の3～11693番地）

三入東一丁目、三入東二丁目

（参考）桐陽台団地、梢台団地

可部町大字上原

（字護摩台１９１～４３０番地

【山】字新建６４２～６８４番地、10642～10684番地）

可部町大字城、可部町大字中野

可部町大字南原 可　部 可　部

（字重清４１番地、４３番地、４４番地、４７～５０番地、 ℡814-2428 ℡814-2224

　５４～５８番地）

（字堀越２２６番地の２、２２７番地の１、２２８番地の１、

　２２９～２３１番地、

【山】１４～１６番地、10014～10016番地）  （次ページへつづく）
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　（安佐北区）

町　　名　（区　域） 小学校 中学校

可部町大字綾ケ谷（つづき）

（字土井１番地の１～５番地、７番地～７３番地の３

　字立川６番地

　字番谷７４～１４０番地

　【山】１～１０４番地、10001～10104番地

　字中屋１４１～２２０番地の５

　字畑２２１～丁２９７番地

　字近長２９８～３１６番地

　字久保３１７～３９０番地

　字上徳３９１～乙４４２番地

　字石床４４３番地の１～５０８番地、

　【山】丙２５２～甲３５７番地、丙10252～甲10357番地

　字栗木田５０９～５３６番地の４

　字滑之下５３７番地の１～６９６番地

　字岩瀧６９７～７５８番地の２

　字横林７５９～９１５番地の２、

　【山】甲６７２～８０６番地の２２４、甲10672～10806番地の224

　字平原９１６～１０３９番地

　字大平１０４０番地の１～１０８８番地の２、

　【山】８０７～１００７番地の４、10807～11007番地の4

　字紙田１０８９番地の１～１１５２番地

　字原田１１５３～１１９０番地 可　部 可　部

　字鳥屋森１１９３番地の１～１２７８番地、 ℡814-2428 ℡814-2224

　【山】１００８番地の１～１１１２番地、11008番地の1～11112番地

　字石田１２７９～１３２４番地の３

　  　　　字福王寺山104番地の1、10104番地の1、104番地の2、10104番地の2

  　　　　字福王寺平１０５～甲２５２番地、10105～甲10252番地

【山】　 字滑ノ下乙３５７～４８３番地、乙10357～10483番地

　　　　　字宮ノ畝４８４～５２０番地の４、10484～10520番地の4

　　 　　字城田５２５～６７１番地、10525～10671番地

  　　　 字中山１１１３～１２４８番地、11113～11248番地）

可部町大字勝木

（字峠河内１番地の１～９０番地

　字御堂郷９１～１２３番地

　字大下郷１２４～１７０番地

　字来見ケ谷１７１～１９６番地

　字姫瀬１９７～３３５番地

　字丸畑３３６～３６３番地

　字大長通３６４～４０７番地

　字岡野上４１０～４４６番地

　字堂原４４７～４８８番地

　字前原４８９～５４２番地　　（次ページへつづく）
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　（安佐北区）

町　　名　（区　域） 小学校 中学校

可部町大字勝木（つづき）

　字青木５４３～５７１番地

　字中原５７２～６２２番地

　字東河内６２３～６７０番地

　字下野原６７１～乙７２５番地

　字横畑７２６～７６２番地

　字迫河内７６３～８２８番地

　字清水河内８２９～８６８番地

　字片平８６９～９１９番地　　　　

　字清水筒平９２０～９４９番地

　字御堂河内９５０～１０１１番地

　字猿猴河内１０１２～１０５１番地 可　部

　字大畑１０５２～１０８８番地 ℡814-2428

　字田エ畑河内１０８９～１１２３番地

　字落合１１２４～１１６６番地） 可　部

可部一丁目、可部二丁目（ただし、可部南学区分を除く。）、 ℡814-2224

可部三丁目～可部五丁目、可部六丁目（ただし、亀山学区分を

除く。）、可部七丁目、可部八丁目（２番1号～21号、３番、

４番、５番4号～34号、１０番18号～36号、１１番、１２番、

１３番5号～47号、１４～２３番）、可部九丁目（１～２０番、

２２～２７番、２９番11号～20号、３０番1号～11号、

３０番19号～３６番、３７番21号～32号、４０番14号～32号、

４１～４３番）、可部東五丁目、可部東六丁目

可部町大字上原（ただし、可部学区分を除く。）、可部町大字

中島、可部二丁目（４０番5号～15号）、可部東一丁目～可

部東四丁目、可部南一丁目～可部南五丁目 可部南

℡814-4101

（参考）第１東亜ハイツ（東亜住宅団地）、第２東亜ハイツ

　　　　（可部東亜ハイツ）、県営東山住宅、県営上原住宅

可部町大字綾ケ谷（ただし、可部学区分を除く。）、大字大毛

寺（ただし、亀山南学区分を除く。）、大字勝木（ただし、可

部学区分を除く。）、可部六丁目（３３番1号、３３番38号～

45-6号、３３番46号～３７番7号、３７番14号～31号、３８番

8号～４３番、４４番（ただし、9号～14号を除く。）、５６番） 亀　山 亀　山

、亀山二丁目（ただし、亀山南学区分を除く。）、亀山三丁目 ℡812-2264 ℡814-8834

～亀山九丁目、亀山西一丁目、亀山西二丁目

（参考）福原団地、上ケ原団地、福王寺団地、平和台団地、

　　　　勝木ハイツ、可部グリーンライフ、可部勝木台
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　（安佐北区）

町　　名　（区　域） 小学校 中学校

可部町大字大毛寺

（字津恵６６１～７７５番地

　     字※嘸原1～103番地　(※はくちへんに荒)、 10001～10103番地

【山】 字陣貝１０４～２３１番地、10104～10231番地

 　　　字大石原２３２～３４４番地、10232～10344番地） 亀山南 亀　山

可部町大字虹山、可部町大字今井田、亀山一丁目、亀山二丁目 ℡814-8835 ℡814-8834

（７番10号～38号、１０～１３番、１５番8号～36号、

１６～３１番）、亀山南一丁目～亀山南五丁目

（参考）西宮労住協住宅団地、虹山団地、県営河戸住宅、県営

　荒下住宅、出口団地、寿園団地、神宮平井栄ハイツ、希望が丘

安佐町大字鈴張

（参考）安佐グリーンランド、譲羽団地、星が丘 鈴　張

℡835-1017

安佐町大字飯室、安佐町大字小河内、安佐町大字久地（ただし、久地

南学区分を除く。） 飯　室

（参考）インターハイツ森城、ふじビレッジ ℡835-0005

安佐町大字久地

（字高月１～８６番地、

　　【山】１～７９番地   １０００１～１００７９番地

　字榎谷８７～２０２番地

　字寺谷２０３～３９７番地

　字細越３９８～５１０番地 清　和

　字吹通５１１～６３０番地 ℡835-0006

　字大畠６３１～６４９番地、６６５～６９４番地

　字秋小屋原６９５～７０７番地、

　　【山】２３４番地　１０２３４番地

　字中田上７０８～８０２番地 久地南

　字中田下８０３～９１０番地 ℡837-1702

　字程落９１１～９９５番地

　字木元９９６～１０４８番地

　字迫谷１０４９～１０９５番地

　字中谷１０９６～１１５７番地

　字戸崎１１５８～１２４７番地

　字魚切岡田１２４８～１３５６番地

　字梅谷１３６６～１４０３番地

　字大坪１４４１～１５１９番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページへつづく）

6



　（安佐北区）

町　　名　（区　域） 小学校 中学校

　字黒谷１５２０～１５９４番地（つづき）

　　【山】７５６～９００番地、１０７５６～１０９００番地

　字切畑１５９５～１６６９番地、８８５６番地

　字荒塚１６７０～１７０９番地

　字東横田１７１２～１７４１番地

　字横田１７４２～１８２８番地

　字上横田１８２９、１９３７番地

　字下ノ原１９３８～２０１０番地

　字免田２０２２～２０３５番地、２０４１～２０６２番地、

　　【山】１２２８番地、１２２９番地、１２３１番地の１、

　　　　　１２３１番地の２、１２３２～１２３７番地

　　　　　１１２２８番地、１１２２９番地、１１２３１番地の１、

　　　　　１１２３１番地の２、１１２３２～１１２３７番地

【山】字上ケ原８０～１４４番地、１００８０～１０１４４番地

【山】字大畠原、角七原１４５～２３３番地、２３５～２５０番地

　　　１０１４５～１０２３３番地、１０２３５～１０２５０番地

【山】字城ノ下２５１～３７６番地、１０２５１～１０３７６番地 久地南 清　和

【山】字嶽山３７７～４５９番地、１０３７７～１０４５９番地 ℡837-1702 ℡835-0006

【山】字堀切山４６０～６３２番地、１０４６０～１０６３２番地

【山】字笹郷６３３～７５５番地、１０６３３～１０７５５番地

【山】字登井口９７３～１０９０番地　１０９７３～１１０９０番地

【山】字免出山１１８５～１２２７番地、１１１８５～１１２２７番地

　　　１２３０番地、１１２３０番地、１２３１番地の３～９９９

　　  １１２３１番地の３～９９９　

【山】字笛田１２３８～１２７７番地、１１２３８～１１２７７番地

【山】字中田頭山１２７８～１３６２番地、11278～11362番地

【山】字横田平山１３６３～１５０４番地、11363～11504番地

【山】字十南山１５０５～１５１９番地、１１５０５～１１５１９番地

【山】字影名山１６７７～１７４９番地、１１６７７～１１７４９番地

【山】字京野山１７５０～１７８６番地、１１７５０～１１７８６番地

【山】字大畠平山５５４４番地、１５５４４番地

安佐町大字くすの木台

（参考）瀬戸内ニューハイツ、南ケ丘団地、くすの木台団地

安佐町大字筒瀬 筒　瀬

℡838-1026

安佐町大字毛木、安佐町大字後山、安佐町大字宮野、

安佐町大字動物園、あさひが丘一丁目～あさひが丘九丁目 日　浦

日　浦 ℡838-2011

℡838-1004

（参考）あさひが丘団地
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