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《注意事項》

   １  地番で分離する校区については、下記の例を参照してください。なお、変更等 
     も考えられますので、正しくは教育委員会へ確認してください。 
     ① 
       １丁目３－３ ７……１丁目３番地３から１丁目３番地７までの範囲を表します。
     ② 
       １丁目２７ ３１……１丁目２７番地から１丁目３１番地までの範囲を表します。

   ２  分筆による新地番の校区は、分筆前の元番の校区とします。 

   ３  校区一覧表は、令和３年４月１日現在のものです。 
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校番 学校名 校番 学校名
1 童子山小学校 2 54 石 畳 小 学 校 9
2 挙 母 小 学 校 2 55 御 作 小 学 校 9
3 根 川 小 学 校 3 56 中 山 小 学 校 14
4 小清水小学校 7 57 道 慈 小 学 校 9
5 前 山 小 学 校 3.9 58 本 城 小 学 校 10
6 山之手小学校 3.6 59 小原中部小学校 10
7 美 山 小 学 校 8 60 足 助 小 学 校 10
8 寺 部 小 学 校 4 61 冷 田 小 学 校 11
9 平 井 小 学 校 4 62 追 分 小 学 校 11
10 野 見 小 学 校 7 63 佐 切 小 学 校 11
11 古瀬間小学校 8 64 則 定 小 学 校 11
12 矢 並 小 学 校 4 65 萩 野 小 学 校 11
13 高 嶺 小 学 校 4 66 明 和 小 学 校 11
14 寿恵野小学校 9 67 新 盛 小 学 校 11
15 畝 部 小 学 校 4 68 大 蔵 小 学 校 12
16 堤 小 学 校 8 69 御 蔵 小 学 校 12
17 若 園 小 学 校 8 70 花 山 小 学 校 12
18 竹 村 小 学 校 6 71 大 沼 小 学 校 12
19 駒 場 小 学 校 8 72 巴ケ丘小学校 12
20 大 林 小 学 校 9 74 小 渡 小 学 校 12
21 大 畑 小 学 校 4 75 敷 島 小 学 校 13
22 伊 保 小 学 校 5 76 稲 武 小 学 校 13
23 加 納 小 学 校 5 77 浄水北小学校 14
24 青 木 小 学 校 5
25 西広瀬小学校 5 101 崇化館中学校 2
26 東広瀬小学校 5 102 朝日丘中学校 2
27 中 金 小 学 校 5 103 豊 南 中 学 校 3
28 上鷹見小学校 5 104 高 橋 中 学 校 4
30 幸 海 小 学 校 6 105 上 郷 中 学 校 4
31 岩 倉 小 学 校 6 106 高 岡 中 学 校 4
32 九久平小学校 6 107 保 見 中 学 校 4
33 滝 脇 小 学 校 6 108 猿 投 中 学 校 5
34 豊 松 小 学 校 6 109 猿投台中学校 5
35 東 山 小 学 校 4.7 110 石 野 中 学 校 5
36 元 城 小 学 校 2 111 松 平 中 学 校 6
37 梅 坪 小 学 校 8 112 竜 神 中 学 校 6
38 朝 日 小 学 校 2 113 美 里 中 学 校 7
39 若林東小学校 4 114 逢 妻 中 学 校 7
40 東保見小学校 5 115 若 園 中 学 校 8
41 四 郷 小 学 校 5.9 116 梅坪台中学校 8
42 浄 水 小 学 校 14 117 前 林 中 学 校 8
43 平 和 小 学 校 3 118 益 富 中 学 校 8
44 市 木 小 学 校 4 119 末野原中学校 9
45 若林西小学校 4 120 井 郷 中 学 校 9
46 衣 丘 小 学 校 3 121 藤 岡 中 学 校 9
47 土 橋 小 学 校 6 122 小 原 中 学 校 9
48 広川台小学校 7 123 足 助 中 学 校 10
49 井 上 小 学 校 9 124 下 山 中 学 校 12
50 五ヶ丘小学校 8 125 旭 中 学 校 12
51 西保見小学校 5 126 稲 武 中 学 校 13
52 五ヶ丘東小学校 9 127 藤岡南中学校 14
53 飯 野 小 学 校 9 128 浄 水 中 学 校 14
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Ⅰ 小学校別中学校区

中学校 小学校 中学校 小学校
( 2)挙  学校 ( 4)小清水小学校
(36)元城小学校 ( 7)美山小学校
(38)朝日小学校
( 1)童子山小学校
( 3)根川小学校（一部除く） (37)梅坪小学校
( 6)山之手小学校（一部）
(46)衣丘小学校 (16)堤小学校
( 3)根川小学校（一部） (19)駒場小学校
( 5)前山小学校（一部除く） (11)古瀬間小学校
( 6)山之手小学校（一部除く） (50)五ヶ丘小学校
(43)平和小学校 (52)五ヶ丘東小学校
( 8)寺部小学校 ( 5)前山小学校（一部）
( 9)平井小学校 (14)寿恵野小学校
(12)矢並小学校 (20) 林 学校
(35)東山小学校（一部） (41)四郷小学校（一部除く）
(44)市木小学校 (49)井上小学校
(13) 嶺 学校 (53)飯野小学校
(15)畝部小学校 (54)石畳小学校
(39)若林東 学校 (55)御作小学校
(45)若林  学校 (57)道慈小学校
(21)大畑小学校 (58)本城小学校
(22)伊保小学校 (59)小原中部小学校
(40)東保  学校（ 部除く） (60)足助小学校
(51) 保  学校 (61)冷  学校
(23)加納小学校 (62)追分小学校
(40)東保  学校（ 部） (63)佐切 学校
(41)四郷小学校（一部） (64)則定小学校
(24)   学校 (65)萩野小学校
(25) 広瀬 学校 (66)明和小学校
(26)東広瀬小学校 (67)新盛小学校
(27)中  学校 (68)大蔵小学校
(28)上鷹  学校 (69)御蔵小学校
(30)幸海小学校 (70)花山小学校
(31)岩倉小学校 (71)大沼小学校
(32)九久平小学校 (72)巴ケ丘小学校
(33)滝脇小学校 (74)小渡小学校
(34)豊松小学校 (75)敷島小学校
( 6)山之手小学校（一部除く）
(18)竹村小学校
(47)土橋小学校 (56)中山小学校
(10)野  学校
(35)東山小学校（一部除く） (42)浄水小学校
(48)広川台小学校 (77)浄 北 学校

(106)
高岡

(108)
猿投

(76)稲武小学校(126)
稲武

(124)
下山

(101)
崇化館

(102)
朝日丘

(103)
豊南

(104)
高橋

(17)若園 学校

(123)
足助

(119)
末野原

(120)
井郷

(116)
梅坪台

(122)
小原

(113)
美 

(109)
猿投台

(111)
松平

(112)
 神

(110)
石野

(121)
藤岡

(128)
浄水

(125)
旭

(107)
保 

(127)
藤岡南

(114)
逢妻

(117)
前林

(118)
益富

(115)
若園

(105)
上郷
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

崇化館 挙母 川端町
崇化館 挙母 神田町 （以下を除く）1丁目3、4-3 9、5-6 10、6-4 9、
崇化館 挙母 神田町 7 13、15 19、22 24、27 31、2丁目
崇化館 挙母 喜多町 1丁目
崇化館 挙母 久保町
崇化館 挙母 小坂本町 1丁目2-1 4・8・9
崇化館 挙母 栄町 4丁目20 22、29 67を除く
崇化館 挙母 昭和町
崇化館 挙母 陣中町
崇化館 挙母 竹生町
崇化館 挙母 月見町
崇化館 挙母 中島町
崇化館 挙母 西町 4 6丁目
崇化館 挙母 日之出町 2丁目13 17、19-15 17、20-12 13を除く
崇化館 挙母 平芝町
崇化館 挙母 若宮町
崇化館 元城 喜多町 1丁目を除く
崇化館 元城 挙母町
崇化館 元城 桜町
崇化館 元城 白浜町
崇化館 元城 神明町
崇化館 元城 砂町
崇化館 元城 十塚町
崇化館 元城 西町 1 3丁目
崇化館 元城 錦町 1丁目1、22、35、59、74、107
崇化館 元城 八幡町
崇化館 元城 日之出町 2丁目13 17、19-15 17、20-12 13
崇化館 元城 広路町
崇化館 元城 松ケ枝町
崇化館 元城 瑞穂町
崇化館 元城 元城町
崇化館 朝日 逢妻町 （以下を除く）2丁目17、18、37 39、43 45
崇化館 朝日 逢妻町 3丁目1 7、27、県営逢妻団地（逢妻町3-33）
崇化館 朝日 朝日町
崇化館 朝日 栄生町
崇化館 朝日 栄町 4丁目20 22、29 67
崇化館 朝日 貞宝町
崇化館 朝日 日南町
崇化館 朝日 花丘町
崇化館 朝日 丸根町
崇化館 朝日 宮上町 2丁目15-2・5・6・8、16-2、17 29、60 70、
崇化館 朝日 宮上町 117-2、118、122 124、131、133、3丁目1 38、
崇化館 朝日 宮上町 45、46、63、65、69 72、77
崇化館 朝日 横山町
朝日丘 童子山 朝日ケ丘 1丁目を除く
朝日丘 童子山 上挙母
朝日丘 童子山 小川町 1 3丁目を除く
朝日丘 童子山 神田町 1丁目3、4-3 9、5-6 10、6-4 9、7 13、15 19、
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

朝日丘 童子山 神田町 22 24、27 31、2丁目
朝日丘 童子山 小坂町 14丁目55 57、15丁目42、68 85、96 102
朝日丘 童子山 小坂町 16丁目
朝日丘 童子山 小坂本町 1丁目2-1 4・8・9を除く
朝日丘 童子山 樹木町
朝日丘 童子山 新生町
朝日丘 童子山 司町
朝日丘 童子山 常盤町
朝日丘 童子山 細谷町
朝日丘 童子山 御幸町
朝日丘 根川 金谷町
朝日丘 根川 下市場町
朝日丘 根川 下林町
朝日丘 根川 長興寺
朝日丘 根川 錦町 1丁目1、22、35、59、74、107を除く
朝日丘 根川 前田町
朝日丘 根川 元宮町
朝日丘 根川 竜宮町
朝日丘 山之手 鴻ノ巣町 （以下を除く）4丁目19 43、78 121、142、
朝日丘 山之手 鴻ノ巣町  143、174、177、178、
朝日丘 山之手 鴻ノ巣町  5丁目1 8、13 17・49 70、133 142
朝日丘 衣丘 朝日ケ丘 1丁目
朝日丘 衣丘 小川町 1 3丁目
朝日丘 衣丘 小坂町 （以下を除く）14丁目55 57、15丁目42、68 85、
朝日丘 衣丘 小坂町 96 102、16丁目
朝日丘 衣丘 衣ケ原 3丁目7 16、48、55、56、61、62、78、79
朝日丘 衣丘 三軒町 （以下を除く）1丁目1 3、4-2・7 9、5 9
朝日丘 衣丘 三軒町 42、44、69、70、
朝日丘 衣丘 三軒町 3丁目15 33、35、37 44、80 82
朝日丘 衣丘 広久手町 4丁目18、5丁目24 34、40、41、44 46、6 7丁目
豊南 根川 秋葉町 1 6丁目、7丁目（13-1・123 150を除く）、
豊南 根川 秋葉町 8丁目28 31、71 81、
豊南 根川 秋葉町 9 12丁目
豊南 前山 今町
豊南 前山 河合町
豊南 前山 琴平町
豊南 前山 水源町 （以下を除く）1丁目20 24、2丁目、
豊南 前山 水源町 6丁目1-1 56・59・60・62・63・65 71、
豊南 前山 水源町 3、4、5、6-1・3 5・7 15、7 12、
豊南 前山 水源町 13-1・3・4、14-1・3・4、15、16-2 4、
豊南 前山 水源町 20-1・3・4、21 25、28、29、7丁目
豊南 前山 渡合町
豊南 前山 豊栄町 2丁目118 123、135 138、3丁目81 86、88
豊南 前山 前山町
豊南 前山 明和町 （以下を除く）4丁目11、13、5丁目1 8
豊南 山之手 丸山町
豊南 山之手 山之手
豊南 平和 秋葉町 7丁目13-1・123 150、8丁目（28 31、71 81を除
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

豊南 平和 水源町 1丁目20 24、2丁目、6丁目1-1 56・59・60・62・
豊南 平和 水源町 63・65 71、3、4、5、6-1・3 5・7 15、7 12、
豊南 平和 水源町 13-1・3・4、14-1・3・4、15、
豊南 平和 水源町 16-2 4、20-1・3・4、21 25、28、29、7丁目
豊南 平和 トヨタ町
豊南 平和 平山町
豊南 平和 平和町
豊南 平和 宮前町
豊南 平和 室町
高橋 寺部 上野町
高橋 寺部 川田町
高橋 寺部 千石町
高橋 寺部 高上
高橋 寺部 高橋町
高橋 寺部 寺部町
高橋 寺部 水間町
高橋 寺部 社町
高橋 平井 池田町
高橋 平井 手呂町
高橋 平井 百々町
高橋 平井 平井町
高橋 平井 扶桑町
高橋 平井 美和町
高橋 矢並 矢並町
高橋 矢並 山中町
高橋 東山 京ケ峰 2 7丁目
高橋 市木 市木町
高橋 市木 岩滝町
高橋 市木 京ケ峰 1丁目
高橋 市木 双美町
上郷 高嶺 和会町
上郷 高嶺 上郷町
上郷 高嶺 大成町
上郷 高嶺 広美町
上郷 高嶺 福受町
上郷 高嶺 桝塚西町
上郷 畝部 畝部西町
上郷 畝部 畝部東町
上郷 畝部 配津町
上郷 畝部 桝塚東町
高岡 若林東 若林東町 棚田1 13、20-4 8を除く
高岡 若林西 高美町
高岡 若林西 若林西町
高岡 若林西 若林東町 棚田1 13、20-4 8
保見 大畑 大畑町
保見 大畑 篠原町
保見 大畑 広幡町
保見 大畑 八草町
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

保見 伊保 伊保町 向山65 78、三本松42 57を除く
保見 伊保 貝津町
保見 伊保 田籾町
保見 伊保 東保見町
保見 伊保 保見町
保見 東保見 保見ケ丘 4丁目県営1 22棟、5丁目公団123 142棟
保見 西保見 保見ケ丘 4丁目県営1 22棟、5丁目公団123 142棟を除く
猿投 加納 乙部町
猿投 加納 加納町
猿投 加納 亀首町 （以下を除く）一色前、市場、太田、岡本、上町屋、
猿投 加納 亀首町  雁ケ根、境畑、下迫、下町屋、東畑、間瀬口、町屋洞、
猿投 加納 亀首町  札掛2 4、28 57、59、60、67、68、70、72、
猿投 加納 亀首町  桝広7 15、17、27 30、山川、八ツ口洞46 59、
猿投 加納 亀首町  山ノ上13
猿投 加納 猿投町
猿投 加納 本徳町
猿投 加納 舞木町
猿投 東保見 乙部ケ丘
猿投 四郷 亀首町 一色前、市場、太田、岡本、上町屋、雁ケ根、境畑、
猿投 四郷 亀首町 下迫、下町屋、東畑、間瀬口、町屋洞、札掛2 4、
猿投 四郷 亀首町 28 57、59、60、67、68、70、72、桝広7 15、17、
猿投 四郷 亀首町 27 30、山川、八ツ口洞46 59、山ノ上13
猿投台 青木 青木町
猿投台 青木 荒井町
猿投台 青木 勘八町 中根、西平地
猿投台 青木 越戸町
猿投台 青木 花本町
猿投台 青木 平戸橋町
猿投台 西広瀬 枝下町
猿投台 西広瀬 西広瀬町
石野 東広瀬 石野町
石野 東広瀬 勘八町 長根
石野 東広瀬 国附町
石野 東広瀬 小峯町
石野 東広瀬 下室町
石野 東広瀬 力石町
石野 東広瀬 富田町
石野 東広瀬 東広瀬町
石野 東広瀬 押沢町
石野 東広瀬 藤沢町
石野 東広瀬 松嶺町
石野 中金 城見町
石野 中金 中金町
石野 中金 中切町
石野 中金 野口町
石野 中金 芳友町
石野 上鷹見 小呂町
石野 上鷹見 上高町
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

石野 上鷹見 勘八町 勘八、不動平
石野 上鷹見 滝見町
石野 上鷹見 千鳥町
石野 上鷹見 寺下町
石野 上鷹見 成合町
松平 幸海 幸海町
松平 幸海 幸穂台
松平 幸海 穂積町
松平 岩倉 岩倉町
松平 岩倉 巴町
松平 岩倉 松平志賀町 石亀22-1、23-2、24-2、萩田を除く
松平 九久平 鵜ケ瀬町
松平 九久平 王滝町
松平 九久平 大内町
松平 九久平 桂野町
松平 九久平 加茂川町
松平 九久平 九久平町
松平 九久平 中垣内町
松平 九久平 鍋田町
松平 滝脇 滝脇町
松平 滝脇 林添町
松平 滝脇 長沢町 【教育事務委託により、岡崎市立常盤中へ区域外就学可】
松平 豊松 坂上町
松平 豊松 石楠町
松平 豊松 豊松町
松平 豊松 松平町
竜神 山之手 大林町 1丁目1 8、9-3、3丁目5、11
竜神 山之手 寿町
竜神 山之手 緑ケ丘
竜神 山之手 竜神町 寺池1-2・3・30・57 73・77・79 95・101 109・
竜神 山之手 竜神町   113 127・131 139・141 146・156 192・
竜神 山之手 竜神町   196 202、
竜神 山之手 竜神町  34
竜神 竹村 住吉町
竜神 竹村 宝町
竜神 竹村 竹町
竜神 竹村 竹元町
竜神 竹村 堤町 寺池、寺池上
竜神 竹村 中町
竜神 竹村 西田町
竜神 竹村 広田町 広田18、47-4、稲荷山32、33を除く
竜神 竹村 竜神町 （以下を除く）寺池1-2・3・30・57 73・77・
竜神 竹村 竜神町   79 95・101 109・113 127・131 139・
竜神 竹村 竜神町   141 146・156 192・196 202、
竜神 竹村 竜神町  34
竜神 土橋 曙町
竜神 土橋 上丘町 末広、清
竜神 土橋 鴻ノ巣町 4丁目19 43、78 121、142、143、
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

竜神 土橋 鴻ノ巣町  174、177、178、
竜神 土橋 鴻ノ巣町 5丁目1 8、13 17、49 70、133 142
竜神 土橋 清水町
竜神 土橋 聖心町 1丁目17-1を除く
竜神 土橋 土橋町
竜神 土橋 広田町 広田18、47-4、稲荷山32、33
竜神 土橋 本町
美里 野見 神池町
美里 野見 野見町
美里 野見 野見山町 3丁目133 136、139を除く
美里 野見 美里 5丁目、6丁目（1 6、17-17、30、31を除く）
美里 野見 御立町
美里 東山 渋谷町 3丁目
美里 東山 東山町 2丁目（以下を除く 2、3、5、6、7、11 33、
美里 東山 東山町     1044 1049、
美里 東山 東山町     1053-1 4・9 16、1054 1059、1060-1、
美里 東山 東山町     1515-23 36・39 71・74 99、1609、
美里 東山 東山町     1613、1626 1632）、
美里 東山 東山町 3 7丁目
美里 東山 宝来町 4丁目755-179・181・200 217を除く
美里 東山 美里 3丁目
美里 広川台 渋谷町 3丁目を除く
美里 広川台 東山町 1丁目、2丁目2、3、5、6、7、11 33、1044 1049、
美里 広川台 東山町 1053-2 4・9 16、1054 1059、
美里 広川台 東山町 1060-1、1515-23 36・39 71・74 99、
美里 広川台 東山町 1609、1613、1626 1632
美里 広川台 広川町
美里 広川台 美里 1 2丁目、4丁目、6丁目1 6、17-17、30、31
美里 広川台 森町
逢妻 小清水 大池町 【汐取は教育事務委託により、みよし市立緑丘小、
逢妻 小清水 大池町  北中へ区域外就学可】
逢妻 小清水 衣ケ原 （以下を除く）
逢妻 小清水 衣ケ原 3丁目7 16、48、55、56、61、62、78、79
逢妻 小清水 三軒町 1丁目1 3、4-2・7 9、5 9、
逢妻 小清水 三軒町     42、44、69、70、
逢妻 小清水 三軒町 3丁目15 33、35、37 44、80 82
逢妻 小清水 汐見町
逢妻 小清水 新町
逢妻 小清水 千足町 10丁目を除く
逢妻 小清水 高崎町
逢妻 小清水 田町
逢妻 小清水 太平町
逢妻 小清水 天王町
逢妻 小清水 東新町
逢妻 小清水 西新町
逢妻 小清水 白山町
逢妻 小清水 久岡町
逢妻 小清水 広久手町 1 3丁目、4丁目（18を除く）、
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

逢妻 小清水 広久手町 5丁目（24 34、40、41、44 46を除く）
逢妻 小清水 本新町
逢妻 小清水 宮町
逢妻 小清水 宮上町 （以下を除く）2丁目15-2・5・6・8、16-2、17 29、
逢妻 小清水 宮上町 60 70、117-2、118、122 124、131、133、
逢妻 小清水 宮上町 3丁目1 38、45、46、63、65、69 72、77
逢妻 小清水 宮口町
逢妻 美山 柿本町
逢妻 美山 上丘町 定林、八ツ田
逢妻 美山 聖心町 1丁目17-1
逢妻 美山 千足町 10丁目
逢妻 美山 田代町
逢妻 美山 田中町
逢妻 美山 深田町
逢妻 美山 本地町
逢妻 美山 美山町
逢妻 美山 元町
若園 若園 中根町
若園 若園 花園町
若園 若園 吉原町
梅坪台 梅坪 梅坪町
梅坪台 梅坪 上原町
梅坪台 梅坪 落合町
梅坪台 梅坪 京町
梅坪台 梅坪 高原町
梅坪台 梅坪 西山町
梅坪台 梅坪 東梅坪町
梅坪台 梅坪 若草町
前林 堤 大島町
前林 堤 上丘町 定林、八ツ田、末広、清を除く
前林 堤 高岡町
前林 堤 高岡本町
前林 堤 高丘新町
前林 堤 堤町 寺池、寺池上を除く
前林 堤 堤本町
前林 堤 西岡町
前林 堤 本田町
前林 堤 前林町
前林 駒場 生駒町
前林 駒場 駒新町
前林 駒場 駒場町
前林 駒場 中田町
益富 古瀬間 泉町
益富 古瀬間 古瀬間町
益富 古瀬間 志賀町 （以下を除く）栃本136 152、724、728 730、732、
益富 古瀬間 志賀町 767、770、771、桐山、浜居場673 674
益富 古瀬間 宝来町 4丁目755-179・181・200 217
益富 五ケ丘 五ケ丘 1 5丁目、桐山
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

益富 五ケ丘 大見町
益富 五ケ丘 志賀町 栃本136 152、724、728 730、732、767、
益富 五ケ丘 志賀町   770、771、
益富 五ケ丘 志賀町 桐山（675 676、818-1を除く）
益富 五ケ丘 野見山町 3丁目133 136、139
益富 五ケ丘東 五ケ丘 6 8丁目、猿口、鳥立
益富 五ケ丘東 志賀町 桐山675 676、818-1、浜居場673 674
益富 五ケ丘東 松平志賀町 石亀22-1、23-2、24-2、萩田
末野原 前山 豊栄町 1 4丁目（2丁目118 123、135 138、3丁目81 86、
末野原 前山 豊栄町 88を除く）
末野原 前山 明和町 4丁目11、13、5丁目1 6、8
末野原 寿恵野 鴛鴨町
末野原 寿恵野 渡刈町
末野原 寿恵野 豊栄町 5 13丁目
末野原 寿恵野 幸町
末野原 寿恵野 永覚町
末野原 大林 永覚新町
末野原 大林 大林町 1丁目1 8、9-3、3丁目5、11を除く
末野原 大林 御幸本町
井郷 四郷 四郷町
井郷 四郷 高町
井郷 井上 井上町
井郷 井上 御船町
藤岡 飯野 石飛町
藤岡 飯野 折平町 堂林536-6・9・13・15 20
藤岡 飯野 上渡合町
藤岡 飯野 木瀬町
藤岡 飯野 北一色町 （以下を除く）梅ノ木960-6 7･36 37･39 72
藤岡 飯野 迫町
藤岡 飯野 藤岡飯野町
藤岡 飯野 深見町 鳥目1026-5 7･42･47 53･57 64･66 67･
藤岡 飯野 深見町 69 73･75 81
藤岡 石畳 石畳町
藤岡 石畳 大岩町
藤岡 石畳 折平町 堂林536-6・9・13・15 20を除く
藤岡 石畳 北一色町 梅ノ木960-6 7･36 37･39 72
藤岡 石畳 三箇町
藤岡 石畳 白川町
藤岡 石畳 西市野々町
藤岡 石畳 北曽木町
藤岡 御作 上川口町
藤岡 御作 下川口町
藤岡 御作 御作町
小原 道慈 大平町
小原 道慈 大洞町
小原 道慈 乙ヶ林町
小原 道慈 喜佐平町
小原 道慈 北篠平町
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

小原 道慈 沢田町
小原 道慈 千洗町
小原 道慈 寺平町
小原 道慈 荷掛町
小原 道慈 西萩平町
小原 道慈 三ツ久保町
小原 本城 市場町
小原 本城 大坂町
小原 本城 小原町
小原 本城 鍛治屋敷町
小原 本城 川下町
小原 本城 榑俣町
小原 本城 李町
小原 本城 百月町
小原 本城 西細田町
小原 本城 日面町
小原 本城 平畑町
小原 本城 簗平町
小原 小原中部 岩下町
小原 小原中部 永太郎町
小原 小原中部 大ケ蔵連町
小原 小原中部 小原大倉町
小原 小原中部 小原北町
小原 小原中部 小原田代町
小原 小原中部 柏ヶ洞町
小原 小原中部 上仁木町
小原 小原中部 苅萱町
小原 小原中部 北大野町
小原 小原中部 雑敷町
小原 小原中部 下仁木町
小原 小原中部 川見町
小原 小原中部 東郷町
小原 小原中部 西丹波町
小原 小原中部 平岩町
小原 小原中部 前洞町
小原 小原中部 松名町
小原 小原中部 宮代町
小原 小原中部 遊屋町
足助 足助 安実京町
足助 足助 足助町
足助 足助 綾渡町
足助 足助 有洞町
足助 足助 漆畑町
足助 足助 大蔵連町
足助 足助 葛沢町
足助 足助 椿立町
足助 足助 戸中町
足助 足助 東大見町
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

足助 足助 東川端町
足助 足助 御内町
足助 足助 室口町
足助 足助 山谷町
足助 足助 山ノ中立町
足助 冷田 岩谷町
足助 冷田 上小田町
足助 冷田 国谷町
足助 冷田 桑原田町
足助 冷田 沢ノ堂町
足助 冷田 下平町
足助 冷田 栃本町
足助 冷田 野林町
足助 冷田 冷田町
足助 冷田 四ツ松町
足助 追分 井ノ口町
足助 追分 篭林町
足助 追分 田振町
足助 追分 近岡町
足助 追分 岩神町
足助 佐切 国閑町
足助 佐切 上佐切町
足助 佐切 上脇町
足助 佐切 下国谷町 長山29
足助 佐切 下佐切町
足助 佐切 白倉町
足助 佐切 平折町
足助 則定 霧山町
足助 則定 下国谷町 長山29を除く
足助 則定 則定町
足助 則定 東大島町
足助 萩野 川面町
足助 萩野 桑田和町
足助 萩野 菅生町
足助 萩野 竜岡町
足助 萩野 玉野町
足助 萩野 怒田沢町
足助 萩野 二タ宮町
足助 明和 明川町
足助 明和 上八木町
足助 明和 大多賀町
足助 明和 五反田町
足助 明和 千田町
足助 明和 平沢町
足助 明和 連谷町
足助 新盛 大井町
足助 新盛 北小田町
足助 新盛 新盛町
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

足助 新盛 富岡町
足助 新盛 永野町
足助 新盛 久木町
足助 新盛 細田町
足助 大蔵 足助白山町
足助 大蔵 大河原町
足助 大蔵 大蔵町
足助 大蔵 大塚町
足助 大蔵 上切山町
足助 大蔵 小手沢町
足助 大蔵 塩ノ沢町
足助 大蔵 摺町
足助 大蔵 葛町
足助 大蔵 栃ノ沢町
足助 大蔵 中立町
足助 大蔵 西樫尾町
足助 大蔵 東中山町
足助 御蔵 小町
足助 御蔵 東渡合町
足助 御蔵 御蔵町
足助 御蔵 実栗町
足助 御蔵 月原町
下山 花山 蕪木町
下山 花山 下山田代町
下山 花山 田折町
下山 花山 花沢町
下山 大沼 大沼町
下山 巴ケ丘 蘭町
下山 巴ケ丘 黒坂町
下山 巴ケ丘 大桑町
下山 巴ケ丘 神殿町
下山 巴ケ丘 小松野町
下山 巴ケ丘 野原町
下山 巴ケ丘 羽布町
下山 巴ケ丘 和合町
下山 巴ケ丘 立岩町
下山 巴ケ丘 田平沢町
下山 巴ケ丘 栃立町
下山 巴ケ丘 東大林町
下山 巴ケ丘 平瀬町
下山 巴ケ丘 阿蔵町
下山 巴ケ丘 宇連野町
下山 巴ケ丘 高野町
下山 巴ケ丘 梨野町
旭 小渡 浅谷町
旭 小渡 有間町
旭 小渡 池島町
旭 小渡 一色町
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

旭 小渡 市平町
旭 小渡 牛地町
旭 小渡 小滝野町
旭 小渡 小渡町
旭 小渡 上切町
旭 小渡 上中町
旭 小渡 笹戸町
旭 小渡 閑羅瀬町
旭 小渡 島崎町
旭 小渡 下切町
旭 小渡 下中町
旭 小渡 須渕町
旭 小渡 田津原町
旭 小渡 時瀬町
旭 小渡 万町町 柿平、柿畑、熊久保、尺地元、神田沢、李木、初野開、
旭 小渡 万町町 藤下、堀谷、松ヶ久保、餅形
旭 敷島 旭八幡町
旭 敷島 伊熊町
旭 敷島 明賀町
旭 敷島 太田町
旭 敷島 大坪町
旭 敷島 押井町
旭 敷島 伯母沢町
旭 敷島 加塩町
旭 敷島 日下部町
旭 敷島 小田町
旭 敷島 小畑町
旭 敷島 榊野町
旭 敷島 杉本町
旭 敷島 惣田町
旭 敷島 坪崎町
旭 敷島 東萩平町
旭 敷島 槙本町
旭 敷島 万町町 （以下を除く）柿平、柿畑、熊久保、尺地元、神田沢、
旭 敷島 万町町 李木、初野開、藤下、堀谷、松ヶ久保、餅形
旭 敷島 万根町
旭 敷島 余平町
稲武 稲武 稲武町
稲武 稲武 大野瀬町
稲武 稲武 押山町
稲武 稲武 小田木町
稲武 稲武 川手町
稲武 稲武 黒田町
稲武 稲武 桑原町
稲武 稲武 御所貝津町
稲武 稲武 冨永町
稲武 稲武 中当町
稲武 稲武 夏焼町
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Ⅱ 町別小学校別中学校区
中学校 小学校 町名 字・丁名

稲武 稲武 野入町
稲武 稲武 武節町
藤岡南 中山 田茂平町
藤岡南 中山 深見町 鳥目1026-5 7･42･47 53･57 64･66 67･69 73･
藤岡南 中山 深見町 75 81を除く
藤岡南 中山 西中山町
浄水 浄水 逢妻町 2丁目17、18、37 39、43 45
浄水 浄水 逢妻町
浄水 浄水 逢妻町 3丁目1 7、27､
浄水 浄水 逢妻町 県営逢妻団地（逢妻町3-33）
浄水 浄水 大清水町 （以下を除く）大清水5 8、14 17、229、
浄水 浄水 大清水町 271-2、273-2
浄水 浄水 浄水町 伊保原（1 197、290 342、345 353、668-1 3、
浄水 浄水 浄水町 670 673、679を除く）、
浄水 浄水 浄水町 下三戸口、中三戸口、南平、
浄水 浄水 浄水町 原山200-1・7・9、201 203、222-3 5・8、
浄水 浄水 浄水町 223、224、239-1・7 13・15 35･
浄水 浄水 浄水町 39 42・46・48 50・52・53・56 58、
浄水 浄水 浄水町 240-1 12・15 26、332-13、
浄水 浄水 浄水町 335、336、345、356-7、392-3・4・7、
浄水 浄水 浄水町 395-1・7・10・11、396、397、403-7 14
浄水 浄水北 伊保町 三本松42 57、向山65 78
浄水 浄水北 浄水町 伊保原1 197、290 353、668、670 673、679
浄水 浄水北 浄水町 原山（以下を除く）
浄水 浄水北 浄水町  200-1・7・9、201 203、222-3 5・8、
浄水 浄水北 浄水町  223、224、239-1・7 13・15 35･
浄水 浄水北 浄水町  39 42・46・48 50・52・53・56 58、
浄水 浄水北 浄水町  240-1 12・15 26、332-13、
浄水 浄水北 浄水町  335、336、345、356-7、392-3・4・7、
浄水 浄水北 浄水町  395-1・7・10・11、396、397、403-7 14
浄水 浄水北 大清水町 大清水5-1 10、6-1 7、7、8-1 3、14-1 5、
浄水 浄水北 大清水町 15-1 4、16-1・2、17、229、271-2、273-2
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Ⅲ 小学校終了後中学校で分離する小学校

(３) 根  川小学校 小学校 中学校
(５) 前  山小学校 (５)    1-65 71 豊  南
(６) 山之手小学校 前  山    3･4･5
(35) 東  山小学校    6-1･6-3 5
(40) 東保見小学校    6-7 15
(41) 四  郷小学校    7 12

 13-1･3･4          
   14-1･3･4
   15

小学校 中学校    16-2 4･20-1
(３) 秋葉町 豊  南    20-3･4
根  川 １ ６丁目    21 25

７丁目（13-1    28･29
   13-123 150 ７丁目
   17-8 11除く） 渡合町
８丁目 豊栄町 ２丁目 118 123
   28 31        135 138
   71 81 ３丁目  81 86・88
９ １２丁目 前山町

金谷町 朝日丘 明和町 ４丁目

下市場町        11･13

下林町 ５丁目

長興寺        1 8

錦  町 豊栄町 〔１ ４丁目〕 末野原
１丁目 ２丁目 118 123
      1･22･35･59        135 138
      74･107 ３丁目  81 86・88

前田町 明和町
元宮町 ４丁目

竜宮町        11･13

５丁目

小学校 中学校        1 8

(５) 今  町 豊  南
前  山 河合町

琴平町
水源町 （下記を除く）

１丁目20 24
２丁目
６丁目1-1 56
   1-59 60
   1-62 63

校     区

校     区

校     区

除
く

除
く

除
く
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Ⅲ 小学校終了後中学校で分離する小学校

小学校 中学校 小学校 中学校
(６) 大林町 竜  神 (３５) 京ケ峰 〔２ ７丁目〕 高  橋
山之手 １丁目 1 8、9-3 東  山 渋谷町 〔３丁目〕 美  里

３丁目 5･11 東山町 〔３ ７丁目〕
寿  町       ２丁目(下記を除く)
緑ケ丘 2･3･5･6･7･11 33
竜神町 寺池 1-2･3･30 1044 1049

    1-57 73･77 1053-2 4
    1-79 95 1053-9 16
    1-101 109 1054 1059
    1-113 127 1060-1
    1-131 139 1515-23 36
    1-141 146 1515-39 71
    1-156 192 1515-74 99
    1-169 192 1609・1613
    34 1626 1632

丸山町 豊  南
山之手 宝来町
鴻ノ巣町 朝日丘        ４丁目(下記を除く) 

４丁目19 43 755-179・181
      78 121･142 755-200 217
      143･177･178 美  里 〔３丁目〕
５丁目 1 8
      13 17
      49 70 小学校 中学校
     133 142 (４０) 保見ケ丘 保  見

東保見 ４丁目 県営
  １ ２２棟
５丁目  公団
  １２３ １４２棟

乙部ケ丘 猿  投

校     区

校     区

校     区

除
く
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Ⅲ 小学校終了後中学校で分離する小学校

小学校 中学校
(４１) 四郷町 井  郷
四  郷 高  町

亀首町 猿  投
一色前、市場
太田、岡本
上町屋、雁ヶ根
境畑、下迫
下町屋、東畑
間瀬口、町屋洞
山川
札掛 2 4･28 57
    59･60･67･68
    70･72
桝広  7 15･17
    27 30
八ッ口洞 46 59
山ノ上 13

校     区
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Ⅳ　町名別　小中学校区

あ
町名 字・丁名 小学校 中学校

逢妻町 （以下を除く） 朝日 崇化館
逢妻町 2丁目 浄水 浄水
逢妻町  17、18、37 39、43 45 浄水 浄水
逢妻町 3丁目 浄水 浄水
逢妻町  1 7、27 浄水 浄水
逢妻町 県営逢妻団地 浄水 浄水
逢妻町  （逢妻町3-33） 浄水 浄水
青木町 青木 猿投台
秋葉町 1 6丁目 根川 豊南
秋葉町 7丁目（13-1・123 150を除く） 根川 豊南
秋葉町 8丁目 根川 豊南
秋葉町  28 31、71 81 根川 豊南
秋葉町 9 12丁目 根川 豊南
秋葉町 7丁目 平和 豊南
秋葉町  13-1・123 150 平和 豊南
秋葉町 8丁目（28 31、71 81を除く） 平和 豊南
曙町 土橋 竜神
朝日ケ丘 1丁目を除く 童子山 朝日丘
朝日ケ丘 1丁目 衣丘 朝日丘
朝日町 朝日 崇化館
浅谷町 小渡 旭
旭八幡町 敷島 旭
安実京町 足助 足助
明賀町 敷島 旭
明川町 明和 足助
足助町 足助 足助
足助白山町 大蔵 足助
阿蔵町 巴ケ丘 下山
綾渡町 足助 足助
荒井町 青木 猿投台
蘭町 巴ケ丘 下山
有間町 小渡 旭

い
町名 字・丁名 小学校 中学校

伊保町 （以下を除く） 伊保 保見
伊保町 向山 浄水北 浄水
伊保町  65 78 浄水北 浄水
伊保町 三本松 浄水北 浄水
伊保町  42 57 浄水北 浄水
井上町 井上 井郷
石野町 東広瀬 石野
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
伊熊町 敷島 旭
池島町 小渡 旭
池田町 平井 高橋
生駒町 駒場 前林
石畳町 石畳 藤岡
石飛町 飯野 藤岡
泉町 古瀬間 益富

1 5丁目、桐山 五ケ丘 益富
6 8丁目、猿口、鳥立 五ケ丘東 益富

一色町 小渡 旭
市木町 市木 高橋
市平町 小渡 旭
市場町 本城 小原
稲武町 稲武 稲武
井ノ口町 追分 足助
今町 前山 豊南
岩倉町 岩倉 松平
岩下町 小原中部 小原
岩滝町 市木 高橋
岩谷町 冷田 足助

う
町名 字・丁名 小学校 中学校

上野町 寺部 高橋
鵜ケ瀬町 九久平 松平
牛地町 小渡 旭
有洞町 足助 足助
畝部西町 畝部 上郷
畝部東町 畝部 上郷
上八木町 明和 足助
梅坪町 梅坪 梅坪台
漆畑町 足助 足助
宇連野町 巴ケ丘 下山
上挙母 童子山 朝日丘
上原町 梅坪 梅坪台

え
町名 字・丁名 小学校 中学校

栄生町 朝日 崇化館
永太郎町 小原中部 小原
永覚町 寿恵野 末野原
永覚新町 大林 末野原

五ケ丘
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Ⅳ　町名別　小中学校区

お
町名 字・丁名 小学校 中学校

王滝町 九久平 松平
大井町 新盛 足助
大池町 【汐取は教育事務委託により、みよし市立緑丘小、北中へ 小清水 逢妻
大池町  区域外就学可】 小清水 逢妻
大岩町 石畳 藤岡
大内町 九久平 松平
大河原町 大蔵 足助
大ケ蔵連町 小原中部 小原
大桑町 巴ケ丘 下山
大蔵町 大蔵 足助
大坂町 本城 小原
大島町 堤 前林
大清水町 （以下を除く） 浄水 浄水
大清水町 大清水 浄水北 浄水
大清水町  5 8、14 17、229、271-2、273-2 浄水北 浄水
大蔵連町 足助 足助
太田町 敷島 旭
大多賀町 明和 足助
大平町 道慈 小原
大塚町 大蔵 足助
大坪町 敷島 旭
大沼町 大沼 下山
大野瀬町 稲武 稲武
大畑町 大畑 保見
大林町 （以下を除く） 大林 末野原
大林町 1丁目 山之手 竜神
大林町  1 8、9-3 山之手 竜神
大林町 3丁目 山之手 竜神
大林町  5、11 山之手 竜神
大洞町 道慈 小原
大見町 五ケ丘 益富
小川町 （以下を除く） 童子山 朝日丘
小川町 1 3丁目 衣丘 朝日丘
押井町 敷島 旭
鴛鴨町 寿恵野 末野原
押沢町 東広瀬 石野
押山町 稲武 稲武
小田木町 稲武 稲武
小滝野町 小渡 旭
落合町 梅坪 梅坪台
小渡町 小渡 旭
乙ヶ林町 道慈 小原
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
乙部町 加納 猿投
乙部ケ丘 東保見 猿投
伯母沢町 敷島 旭
小原町 本城 小原
小原大倉町 小原中部 小原
小原北町 小原中部 小原
小原田代町 小原中部 小原
折平町 （以下を除く） 石畳 藤岡
折平町 堂林536-6・9・13・15 20 飯野 藤岡
小呂町 上鷹見 石野

か
町名 字・丁名 小学校 中学校

国閑町 佐切 足助
貝津町 伊保 保見
柿本町 美山 逢妻
篭林町 追分 足助
加塩町 敷島 旭
柏ヶ洞町 小原中部 小原
鍛治屋敷町 本城 小原
和会町 高嶺 上郷
桂野町 九久平 松平
金谷町 根川 朝日丘
加納町 加納 猿投
蕪木町 花山 下山
神池町 野見 美里
上丘町 （以下を除く） 堤 前林
上丘町 末広、清 土橋 竜神
上丘町 定林、八ツ田 美山 逢妻
上川口町 御作 藤岡
上切町 小渡 旭
上切山町 大蔵 足助
上小田町 冷田 足助
上郷町 高嶺 上郷
上佐切町 佐切 足助
上高町 上鷹見 石野
上渡合町 飯野 藤岡
上中町 小渡 旭
上仁木町 小原中部 小原
上脇町 佐切 足助
加茂川町 九久平 松平
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
亀首町 （以下を除く） 加納 猿投
亀首町 一色前、市場、太田、岡本、上町屋、雁ケ根、 四郷 猿投
亀首町 境畑、下迫、下町屋、東畑、間瀬口、町屋洞、 四郷 猿投
亀首町 札掛 四郷 猿投
亀首町  2 4、28 57、59、60、67、68、70、72 四郷 猿投
亀首町 桝広 四郷 猿投
亀首町  7 15、17、27 30 四郷 猿投
亀首町 山川 四郷 猿投
亀首町 八ツ口洞 四郷 猿投
亀首町  46 59 四郷 猿投
亀首町 山ノ上 四郷 猿投
亀首町  13 四郷 猿投
苅萱町 小原中部 小原
河合町 前山 豊南
川下町 本城 小原
川田町 寺部 高橋
川手町 稲武 稲武
川端町 挙母 崇化館
川面町 萩野 足助
神田町 （以下を除く） 挙母 崇化館
神田町 1丁目 童子山 朝日丘
神田町  3、4-3 9、5-6 10、6-4 9、7 13、 童子山 朝日丘
神田町  15 19、22 24、27 31 童子山 朝日丘
神田町 2丁目 童子山 朝日丘
神殿町 巴ケ丘 下山
勘八町 中根、西平地 青木 猿投台
勘八町 勘八、不動平 上鷹見 石野
勘八町 長根 東広瀬 石野

き
町名 字・丁名 小学校 中学校

喜佐平町 道慈 小原
木瀬町 飯野 藤岡
喜多町 1丁目を除く 元城 崇化館
喜多町 1丁目 挙母 崇化館
北一色町 （以下を除く） 飯野 藤岡
北一色町 梅ノ木960-6 7・36 37・39 72 石畳 藤岡
北大野町 小原中部 小原
北小田町 新盛 足助
北篠平町 道慈 小原
京ケ峰 2 7丁目 東山 高橋
京ケ峰 1丁目 市木 高橋
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
京町 梅坪 梅坪台
霧山町 則定 足助

く
町名 字・丁名 小学校 中学校

九久平町 九久平 松平
日下部町 敷島 旭
国附町 東広瀬 石野
国谷町 冷田 足助
久保町 挙母 崇化館
榑俣町 本城 小原
黒坂町 巴ケ丘 下山
黒田町 稲武 稲武
桑田和町 萩野 足助
桑原町 稲武 稲武
桑原田町 冷田 足助

こ
町名 字・丁名 小学校 中学校

小町 御蔵 足助
幸海町 幸海 松平
鴻ノ巣町 （以下を除く） 山之手 朝日丘
鴻ノ巣町 4丁目 土橋 竜神
鴻ノ巣町  19 43、78 121、142、143、177、178 土橋 竜神
鴻ノ巣町 5丁目 土橋 竜神
鴻ノ巣町  1 8、13 17、49 70、133 142 土橋 竜神
小坂町 （以下を除く） 衣丘 朝日丘
小坂町 14丁目 童子山 朝日丘
小坂町  55 57 童子山 朝日丘
小坂町 15丁目 童子山 朝日丘
小坂町  42、68 85、96 102 童子山 朝日丘
小坂町 16丁目 童子山 朝日丘
小坂本町 （以下を除く） 童子山 朝日丘
小坂本町 1丁目 挙母 崇化館
小坂本町  2-1 4・8・9 挙母 崇化館
越戸町 青木 猿投台
古瀬間町 古瀬間 益富
小田町 敷島 旭
五反田町 明和 足助
小手沢町 大蔵 足助
琴平町 前山 豊南
寿町 山之手 竜神
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
小畑町 敷島 旭
駒新町 駒場 前林
小松野町 巴ケ丘 下山
駒場町 駒場 前林
小峯町 東広瀬 石野
挙母町 元城 崇化館
衣ケ原 （以下を除く） 小清水 逢妻
衣ケ原 3丁目 衣丘 朝日丘
衣ケ原  7 16、48、55、56、61、62、78、79 衣丘 朝日丘
御所貝津町 稲武 稲武

さ
町名 字・丁名 小学校 中学校

幸町 寿恵野 末野原
坂上町 豊松 松平
栄町 （以下を除く） 挙母 崇化館
栄町 4丁目 朝日 崇化館
栄町  20 22、29 67 朝日 崇化館
榊野町 敷島 旭
桜町 元城 崇化館
笹戸町 小渡 旭
篠原町 大畑 保見
幸穂台 幸海 松平
雑敷町 小原中部 小原
猿投町 加納 猿投
沢田町 道慈 小原
沢ノ堂町 冷田 足助
三箇町 石畳 藤岡
三軒町 （以下を除く） 衣丘 朝日丘
三軒町 1丁目 小清水 逢妻
三軒町  1 3、4-2・7 9、 小清水 逢妻
三軒町  5 9、42、44、69、70 小清水 逢妻
三軒町 3丁目 小清水 逢妻
三軒町  15 33、35、37 44、80 82 小清水 逢妻

し
町名 字・丁名 小学校 中学校

塩ノ沢町 大蔵 足助
汐見町 小清水 逢妻
四郷町 四郷 井郷
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
志賀町 （以下を除く） 古瀬間 益富
志賀町 栃本 五ケ丘 益富
志賀町  136 152、724、728 730、732、767、770、771 五ケ丘 益富
志賀町 桐山（675 676、818-1を除く） 五ケ丘 益富
志賀町 桐山 五ケ丘東 益富
志賀町  675 676、818-1 五ケ丘東 益富
志賀町 浜居場 五ケ丘東 益富
志賀町  673 674 五ケ丘東 益富
閑羅瀬町 小渡 旭
枝下町 西広瀬 猿投台
渋谷町 3丁目を除く 広川台 美里
渋谷町 3丁目 東山 美里
島崎町 小渡 旭
清水町 土橋 竜神
下市場町 根川 朝日丘
下川口町 御作 藤岡
下切町 小渡 旭
下国谷町 （以下を除く） 則定 足助
下国谷町 長山29 佐切 足助
下佐切町 佐切 足助
下平町 冷田 足助
下中町 小渡 旭
下仁木町 小原中部 小原
下林町 根川 朝日丘
下室町 東広瀬 石野
下山田代町 花山 下山
樹木町 童子山 朝日丘
浄水町 伊保原（以下を除く） 浄水 浄水
浄水町 伊保原 浄水北 浄水
浄水町  1 197、290 353、668、670 673、679 浄水北 浄水
浄水町 下三戸口、中三戸口、南平 浄水 浄水
浄水町 原山 浄水 浄水
浄水町  200-1・7 9、201 203、222-3 5・8、223、 浄水 浄水
浄水町  239-1・7 13・15 35・39 42・46・48 50・ 浄水 浄水
浄水町     52・53・56 58 浄水 浄水
浄水町  240-1 12・15 26、332-13、335、336、345、 浄水 浄水
浄水町  356-7、392-3・4・7、395-1・7・10・11、 浄水 浄水
浄水町  396、397、403-7 14 浄水 浄水
浄水町 原山（上記を除く） 浄水北 浄水
昭和町 挙母 崇化館
白川町 石畳 藤岡
白倉町 佐切 足助
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
白浜町 元城 崇化館
城見町 中金 石野
新町 小清水 逢妻
新生町 童子山 朝日丘
陣中町 挙母 崇化館
神明町 元城 崇化館
新盛町 新盛 足助

す
町名 字・丁名 小学校 中学校

水源町 （以下を除く） 前山 豊南
水源町 1丁目 平和 豊南
水源町  20 24 平和 豊南
水源町 2丁目 平和 豊南
水源町 6丁目 平和 豊南
水源町  1-1 56・59・60・62・63・65 71、 平和 豊南
水源町  3、4、5、6-1・3 5・7 15、 平和 豊南
水源町  7 12、13-1・3・4、14-1・3・4、15、 平和 豊南
水源町  16-2 4、20-1・3・4、21 25、28、29 平和 豊南
水源町 7丁目 平和 豊南
杉本町 敷島 旭
菅生町 萩野 足助
砂町 元城 崇化館
須渕町 小渡 旭
住吉町 竹村 竜神
李町 本城 小原
摺町 大蔵 足助

せ
町名 字・丁名 小学校 中学校

聖心町 （以下を除く） 土橋 竜神
聖心町 1丁目17-1 美山 逢妻
石楠町 豊松 松平
千石町 寺部 高橋
千足町 10丁目を除く 小清水 逢妻
千足町 10丁目 美山 逢妻
千田町 明和 足助
川見町 小原中部 小原

そ
町名 字・丁名 小学校 中学校

惣田町 敷島 旭
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Ⅳ　町名別　小中学校区

た
町名 字・丁名 小学校 中学校

大成町 高嶺 上郷
田折町 花山 下山
高町 四郷 井郷
高岡町 堤 前林
高岡本町 堤 前林
高丘新町 堤 前林
高崎町 小清水 逢妻
高上 寺部 高橋
高野町 巴ケ丘 下山
高橋町 寺部 高橋
高原町 梅坪 梅坪台
高美町 若林西 高岡
田町 小清水 逢妻
田代町 美山 逢妻
田津原町 小渡 旭
立岩町 巴ケ丘 下山
田中町 美山 逢妻
田籾町 伊保 保見
宝町 竹村 竜神
竹町 竹村 竜神
竹生町 挙母 崇化館
竹元町 竹村 竜神
太平町 小清水 逢妻
滝見町 上鷹見 石野
滝脇町 滝脇 松平
竜岡町 萩野 足助
田平沢町 巴ケ丘 下山
田振町 追分 足助
玉野町 萩野 足助
田茂平町 中山 藤岡南

ち
町名 字・丁名 小学校 中学校

千洗町 道慈 小原
近岡町 追分 足助
力石町 東広瀬 石野
千鳥町 上鷹見 石野
長興寺 根川 朝日丘
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Ⅳ　町名別　小中学校区

つ
町名 字・丁名 小学校 中学校

司町 童子山 朝日丘
月見町 挙母 崇化館
土橋町 土橋 竜神
堤町 （以下を除く） 堤 前林
堤町 寺池、寺池上 竹村 竜神
堤本町 堤 前林
葛町 大蔵 足助
葛沢町 足助 足助
椿立町 足助 足助
坪崎町 敷島 旭

て
町名 字・丁名 小学校 中学校

貞宝町 朝日 崇化館
寺下町 上鷹見 石野
寺平町 道慈 小原
寺部町 寺部 高橋
手呂町 平井 高橋
天王町 小清水 逢妻

と
町名 字・丁名 小学校 中学校

トヨタ町 平和 豊南
東新町 小清水 逢妻
東郷町 小原中部 小原
百月町 本城 小原
百々町 平井 高橋
渡合町 前山 豊南
渡刈町 寿恵野 末野原
時瀬町 小渡 旭
常盤町 童子山 朝日丘
栃立町 巴ケ丘 下山
栃ノ沢町 大蔵 足助
栃本町 冷田 足助
戸中町 足助 足助
十塚町 元城 崇化館
富岡町 新盛 足助
富田町 東広瀬 石野
冨永町 稲武 稲武
巴町 岩倉 松平
豊松町 豊松 松平
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Ⅳ　町名別　小中学校区

な
町名 字・丁名 小学校 中学校

中町 竹村 竜神
中垣内町 九久平 松平
中金町 中金 石野
中切町 中金 石野
中島町 挙母 崇化館
中田町 駒場 前林
中当町 稲武 稲武
中根町 若園 若園
中立町 大蔵 足助
長沢町 【教育事務委託により、岡崎市立常盤中へ区域外就学可】 滝脇 松平
永野町 新盛 足助
梨野町 巴ケ丘 下山
夏焼町 稲武 稲武
鍋田町 九久平 松平
成合町 上鷹見 石野

に
町名 字・丁名 小学校 中学校

荷掛町 道慈 小原
西町 1 3丁目 元城 崇化館
西町 4 6丁目 挙母 崇化館
西市野々町 石畳 藤岡
西岡町 堤 前林
西樫尾町 大蔵 足助
西新町 小清水 逢妻
西田町 竹村 竜神
西丹波町 小原中部 小原
西中山町 中山 藤岡南
西萩平町 道慈 小原
西広瀬町 西広瀬 猿投台
西細田町 本城 小原
錦町 （以下を除く） 根川 朝日丘
錦町 1丁目 元城 崇化館
錦町  1、22、35、59、74、107 元城 崇化館
西山町 梅坪 梅坪台
日南町 朝日 崇化館

ぬ
町名 字・丁名 小学校 中学校

怒田沢町 萩野 足助
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Ⅳ　町名別　小中学校区

の
町名 字・丁名 小学校 中学校

野入町 稲武 稲武
野口町 中金 石野
野林町 冷田 足助
野原町 巴ケ丘 下山
野見町 野見 美里
野見山町 （以下を除く） 野見 美里
野見山町 3丁目 五ケ丘 益富
野見山町  133 136、139 五ケ丘 益富
則定町 則定 足助

は
町名 字・丁名 小学校 中学校

配津町 畝部 上郷
白山町 小清水 逢妻
迫町 飯野 藤岡
八幡町 元城 崇化館
花丘町 朝日 崇化館
花沢町 花山 下山
花園町 若園 若園
花本町 青木 猿投台
羽布町 巴ケ丘 下山
林添町 滝脇 松平

ひ
町名 字・丁名 小学校 中学校

冷田町 冷田 足助
日面町 本城 小原
東梅坪町 梅坪 梅坪台
東大島町 則定 足助
東大林町 巴ケ丘 下山
東大見町 足助 足助
東川端町 足助 足助
東渡合町 御蔵 足助
東中山町 大蔵 足助
東萩平町 敷島 旭
東広瀬町 東広瀬 石野
東保見町 伊保 保見
東山町 1丁目 広川台 美里
東山町 2丁目 広川台 美里
東山町  2、3、5、6、7、11 33、 広川台 美里
東山町  1044 1049、1053-2 4・9 16、1054 1059、 広川台 美里
東山町  1060-1、1515-23 36・39 71・74 99、（続く） 広川台 美里
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町名 字・丁名 小学校 中学校
東山町  （続き）1609、1613、1626 1632 広川台 美里
東山町 2丁目（上記を除く） 東山 美里
東山町 3 7丁目 東山 美里
久岡町 小清水 逢妻
久木町 新盛 足助
日之出町 （以下を除く） 挙母 崇化館
日之出町 2丁目 元城 崇化館
日之出町  13 17、19-15 17、20-12 13 元城 崇化館
平井町 平井 高橋
平岩町 小原中部 小原
平沢町 明和 足助
平芝町 挙母 崇化館
平瀬町 巴ケ丘 下山
平戸橋町 青木 猿投台
平畑町 本城 小原
平山町 平和 豊南
広川町 広川台 美里
広久手町 1 3丁目 小清水 逢妻
広久手町 4丁目（18を除く） 小清水 逢妻
広久手町 5丁目（24 34、40、41、44 46を除く） 小清水 逢妻
広久手町 4丁目 衣丘 朝日丘
広久手町  18 衣丘 朝日丘
広久手町 5丁目 衣丘 朝日丘
広久手町  24 34、40、41、44 46 衣丘 朝日丘
広久手町 6 7丁目 衣丘 朝日丘
広路町 元城 崇化館
広幡町 大畑 保見
広美町 高嶺 上郷
広田町 （以下を除く） 竹村 竜神
広田町 広田 土橋 竜神
広田町  18、47-4 土橋 竜神
広田町 稲荷山 土橋 竜神
広田町  32、33 土橋 竜神
平折町 佐切 足助

ふ
町名 字・丁名 小学校 中学校

深田町 美山 逢妻
深見町 （以下を除く） 中山 藤岡南
深見町 鳥目 飯野 藤岡
深見町  1026-5 7･42･47 53・57 64･66 67・ 飯野 藤岡
深見町  69 73･75 81 飯野 藤岡
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
福受町 高嶺 上郷
藤岡飯野町 飯野 藤岡
藤沢町 東広瀬 石野
扶桑町 平井 高橋
双美町 市木 高橋
二タ宮町 萩野 足助
武節町 稲武 稲武

へ
町名 字・丁名 小学校 中学校

平和町 平和 豊南

ほ
町名 字・丁名 小学校 中学校

豊栄町 2丁目 前山 豊南
豊栄町  118 123、135 138 前山 豊南
豊栄町 3丁目 前山 豊南
豊栄町  81 86、88 前山 豊南
豊栄町 1 4丁目（上記を除く） 前山 末野原
豊栄町 5 13丁目 寿恵野 末野原
芳友町 中金 石野
宝来町 （以下を除く） 東山 美里
宝来町 4丁目 古瀬間 益富
宝来町  755-179・181・200 217 古瀬間 益富
北曽木町 石畳 藤岡
穂積町 幸海 松平
細田町 新盛 足助
細谷町 童子山 朝日丘
保見ケ丘 （以下を除く） 西保見 保見
保見ケ丘 4丁目 東保見 保見
保見ケ丘  県営1 22棟 東保見 保見
保見ケ丘 5丁目 東保見 保見
保見ケ丘  公団123 142棟 東保見 保見
保見町 （以下を除く） 伊保 保見
保見町 南山 浄水北 保見
保見町  3-4、242-2、245-2 浄水北 保見
本町 土橋 竜神
本新町 小清水 逢妻
本地町 美山 逢妻
本田町 堤 前林
本徳町 加納 猿投
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ま
町名 字・丁名 小学校 中学校

舞木町 加納 猿投
前田町 根川 朝日丘
前林町 堤 前林
前洞町 小原中部 小原
前山町 前山 豊南
槙本町 敷島 旭
桝塚西町 高嶺 上郷
桝塚東町 畝部 上郷
松ケ枝町 元城 崇化館
松平町 豊松 松平
松平志賀町 （以下を除く） 岩倉 松平
松平志賀町 石亀 五ケ丘東 益富
松平志賀町  22-1、23-2、24-2 五ケ丘東 益富
松平志賀町 萩田 五ケ丘東 益富
松名町 小原中部 小原
松嶺町 東広瀬 石野
丸根町 朝日 崇化館
丸山町 山之手 豊南
万町町 （以下を除く） 敷島 旭
万町町 柿平、柿畑、熊久保、尺地元、神田沢、李木、 小渡 旭
万町町 初野開、藤下、堀谷、松ヶ久保、餅形 小渡 旭
万根町 敷島 旭

み
町名 字・丁名 小学校 中学校

御内町 足助 足助
御蔵町 御蔵 足助
実栗町 御蔵 足助
美里 1 2丁目 広川台 美里
美里 4丁目 広川台 美里
美里 6丁目 広川台 美里
美里  1 6、17-17、30、31 広川台 美里
美里 3丁目 東山 美里
美里 5丁目 野見 美里
美里 6丁目（1 6、17-17、30、31を除く） 野見 美里
美山町 美山 逢妻
美和町 平井 高橋
水間町 寺部 高橋
瑞穂町 元城 崇化館
御立町 野見 美里
三ツ久保町 道慈 小原
御作町 御作 藤岡
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町名 字・丁名 小学校 中学校
緑ケ丘 山之手 竜神
御船町 井上 井郷
御幸町 童子山 朝日丘
御幸本町  大林 末野原
宮町 小清水 逢妻
宮上町 （以下を除く） 小清水 逢妻
宮上町 2丁目 朝日 崇化館
宮上町  15-2・5・6・8、16-2、17 29、60 70、 朝日 崇化館
宮上町  117-2、118、122 124、131、133 朝日 崇化館
宮上町 3丁目 朝日 崇化館
宮上町  1 38、45、46、63、65、69 72、77 朝日 崇化館
宮口町 小清水 逢妻
宮代町 小原中部 小原
宮前町 平和 豊南

む
町名 字・丁名 小学校 中学校

室町 平和 豊南
室口町 足助 足助

め
町名 字・丁名 小学校 中学校

明和町 （以下を除く） 前山 豊南
明和町 4丁目 前山 末野原
明和町  11、13 前山 末野原
明和町 5丁目 前山 末野原
明和町  1 8 前山 末野原

も
町名 字・丁名 小学校 中学校

元町 美山 逢妻
元城町 元城 崇化館
元宮町 根川 朝日丘
森町 広川台 美里

や
町名 字・丁名 小学校 中学校

岩神町 追分 足助
八草町 大畑 保見
社町 寺部 高橋
簗平町 本城 小原
矢並町 矢並 高橋
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Ⅳ　町名別　小中学校区

町名 字・丁名 小学校 中学校
山谷町 足助 足助
山中町 矢並 高橋
山之手 山之手 豊南
山ノ中立町 足助 足助

ゆ
町名 字・丁名 小学校 中学校

遊屋町 小原中部 小原

よ
町名 字・丁名 小学校 中学校

横山町 朝日 崇化館
吉原町 若園 若園
余平町 敷島 旭
四ツ松町 冷田 足助

り
町名 字・丁名 小学校 中学校

竜宮町 根川 朝日丘
竜神町 （以下を除く） 竹村 竜神
竜神町 寺池 山之手 竜神
竜神町  1-2・3・30・57 73・77・79 95・101 109・ 山之手 竜神
竜神町   113 127・131 139・141 146・156 192・ 山之手 竜神
竜神町   196 202 山之手 竜神
竜神町   34 山之手 竜神

れ
町名 字・丁名 小学校 中学校

連谷町 明和 足助

わ
町名 字・丁名 小学校 中学校

若草町 梅坪 梅坪台
若林西町 若林西 高岡
若林東町 （以下を除く） 若林東 高岡
若林東町 棚田 若林西 高岡
若林東町  1 13、20-4 8 若林西 高岡
若宮町 挙母 崇化館
和合町 巴ケ丘 下山
月原町 御蔵 足助
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Ⅴ 小中学校一覧

小学校
学校名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

童子山小学校 471-0852 御幸町１－６０ 0565-32-0196 0565-35-4572
挙母小学校 471-0065 平芝町１－１－１ 0565-31-0193 0565-35-4590
根川小学校 471-0878 下林町７－３０ 0565-32-0195 0565-35-4578
小清水小学校 471-0049 田町２－８１ 0565-32-0194 0565-35-4584
前山小学校 471-0828 前山町１－２４ 0565-28-0192 0565-26-6275
山之手小学校 471-0833 山之手６－６ 0565-28-0722 0565-26-6273
美山小学校 471-0849 美山町４－１ 0565-28-3458 0565-26-6274
寺部小学校 471-0015 上野町１－１７３ 0565-80-0126 0565-89-6419
平井小学校 471-0008 百々町５－６０ 0565-80-3011 0565-89-6484
野見小学校 471-0812 野見町１２－１ 0565-80-0372 0565-89-6491
古瀬間小学校 471-0802 志賀町西之海道２４０ 0565-80-0593 0565-89-6459
矢並小学校 471-0002 矢並町大坪９０１－７ 0565-88-3100 0565-89-6485
高嶺小学校 470-1215 広美町高根２－１ 0565-21-0026 0565-21-5127
寿恵野小学校 470-1207 鴛鴨町東屋敷５０ 0565-28-5027 0565-26-6270
畝部小学校 470-1219 畝部西町新田屋敷２４ 0565-21-0029 0565-21-5063
堤小学校 473-0939 堤本町流２８ 0565-52-3718 0565-52-1634
若園小学校 473-0923 中根町永池２００ 0565-52-3717 0565-52-1667
竹村小学校 473-0905 住吉町大興４ 0565-52-3420 0565-52-1664
駒場小学校 473-0925 駒場町新生５８ 0565-57-2507 0565-57-1327
大林小学校 473-0902 大林町１４－１１－５ 0565-28-2501 0565-26-6271
大畑小学校 470-0355 大畑町神戸７９－２ 0565-48-8003 0565-48-0783
伊保小学校 470-0344 保見町権堂坊１－１ 0565-48-8200 0565-48-0790
加納小学校 470-0364 加納町東股５５ 0565-45-0024 0565-46-0692
青木小学校 470-0335 青木町４－５ 0565-45-0025 0565-46-0689
西広瀬小学校 470-0309 西広瀬町清水３４ 0565-41-2555 0565-42-1408
東広瀬小学校 470-0307 東広瀬町大根坂８ 0565-41-2012 0565-42-1438
中金小学校 470-0312 中金町塚ノ本１２４ 0565-41-2210 0565-42-1437
上鷹見小学校 470-0322 上高町宮下６０ 0565-41-2017 0565-42-1410
幸海小学校 444-2221 幸海町下御堂下切１４－１ 0565-58-0127 0565-58-2475
岩倉小学校 444-2225 岩倉町五ツ畑２３ 0565-58-0119 0565-58-1446
九久平小学校 444-2216 九久平町寺前３－２ 0565-58-0027 0565-58-2460
滝脇小学校 444-2212 滝脇町切石洞１８－１ 0565-58-0252 0565-58-1754
豊松小学校 444-2201 坂上町郷敷１－１ 0565-58-0129 0565-58-2205
東山小学校 471-0808 渋谷町３－８ 0565-80-7581 0565-89-6495
元城小学校 471-0861 八幡町３－３０ 0565-31-2280 0565-35-4587
梅坪小学校 471-0064 梅坪町１－５－１ 0565-31-4882 0565-35-4591
朝日小学校 471-0031 朝日町６－１－１ 0565-31-4880 0565-35-4589
若林東小学校 473-0914 若林東町広間６４ 0565-52-7211 0565-52-9663
東保見小学校 470-0353 保見ケ丘４－５ 0565-48-1075 0565-48-0892
四郷小学校 470-0373 四郷町山畑７６－８ 0565-45-2283 0565-46-0693
浄水小学校 470-0343 浄水町南平１１３－２ 0565-45-0556 0565-46-0695
平和小学校 471-0821 平和町６－７０ 0565-29-3833 0565-26-6276
市木小学校 471-0006 市木町８－１－２ 0565-80-0385 0565-89-6483
若林西小学校 473-0917 若林西町西ノ堂７ 0565-52-2821 0565-52-9661
衣丘小学校 471-0037 三軒町６－２０－１ 0565-34-2030 0565-35-4595
土橋小学校 471-0842 土橋町６－１１７ 0565-29-5285 0565-26-6278
広川台小学校 471-0808 渋谷町１－１２－１ 0565-80-2801 0565-89-6493
井上小学校 470-0372 井上町２－３４ 0565-45-2411 0565-46-0691
五ケ丘小学校 471-0814 五ケ丘４－２ 0565-80-5533 0565-89-6492
西保見小学校 470-0353 保見ケ丘２－１８５ 0565-48-2822 0565-48-0896
五ケ丘東小学校 471-0814 五ケ丘８－１ 0565-80-9211 0565-80-9220
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Ⅴ 小中学校一覧
学校名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

飯野小学校 470-0451 藤岡飯野町弥治前１０９５ 0565-76-2504 0565-76-4241
石畳小学校 470-0471 石畳町辻１２４－５ 0565-76-2511 0565-76-4243
御作小学校 470-0424 御作町田中１０８６－４ 0565-76-2512 0565-76-4245
中山小学校 470-0431 西中山町蔵屋敷６１－５ 0565-76-2509 0565-76-4246
道慈小学校 470-0545 千洗町道慈３８２－３ 0565-65-2023 0565-65-3692
本城小学校 470-0574 市場町市場前３７２－２ 0565-65-2022 0565-65-3693
小原中部小学校 470-0563 遊屋町向垣内１９１ 0565-65-3002 0565-65-3694
足助小学校 444-2424 足助町今岡３３－２ 0565-62-0059 0565-62-1799
冷田小学校 444-2312 四ツ松町笹ケ田４０－１ 0565-63-2300 0565-63-2759
追分小学校 444-2355 近岡町馬橋４－２ 0565-62-0392 0565-62-2327
佐切小学校 444-2335 上脇町タラクゴ１ 0565-63-2330 0565-63-2673
則定小学校 444-2342 則定町本郷５－１ 0565-63-2001 0565-63-2672
萩野小学校 444-2407 桑田和町宮ノ前２５ 0565-62-0214 0565-62-2448
明和小学校 444-2607 平沢町赤田和２１－８ 0565-67-2250 0565-67-2269
新盛小学校 444-2505 新盛町深沼２４－１ 0565-67-2020 0565-67-2059
大蔵小学校 444-2511 大蔵町本城９－２ 0565-64-2002 0565-64-2708
御蔵小学校 444-2522 御蔵町辻４３ 0565-64-2001 0565-64-2810
花山小学校 444-3222 下山田代町万徳前１６－４ 0565-90-2102 0565-90-3047
大沼小学校 444-3242 大沼町青木１ 0565-90-2028 0565-90-3012
巴ケ丘小学校 444-3207 大桑町別当５６番地 0565-91-1717 0565-91-1718
小渡小学校 444-2833 下切町平田３０１２－１ 0565-68-2326 0565-68-2327
敷島小学校 444-2816 杉本町稲場下２７－１ 0565-68-2702 0565-68-2193
稲武小学校 441-2513 稲武町シモ田２０－１ 0565-82-3535 0565-82-2765
浄水北小学校 470-0343 浄水町原山８－１ 0565-63-5091 0565-45-3305

中学校
学校名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

崇化館中学校 471-0066 栄町２－６－１ 0565-31-0197 0565-35-4187
朝日丘中学校 471-0858 朝日ケ丘５－３４ 0565-32-0198 0565-35-4198
豊南中学校 471-0822 水源町１－１７ 0565-28-0947 0565-26-6176
高橋中学校 471-0019 高橋町４－７０ 0565-80-0412 0565-80-4932
上郷中学校 470-1218 上郷町４－５－１ 0565-21-0035 0565-21-3719
高岡中学校 473-0917 若林西町広崎８２－１ 0565-52-1830 0565-52-7244
保見中学校 470-0344 保見町北山１８ 0565-48-8026 0565-48-0502
猿投中学校 470-0364 加納町東股１５ 0565-45-0264 0565-46-0408
猿投台中学校 470-0335 青木町３－８０ 0565-45-0039 0565-46-0396
石野中学校 470-0318 力石町井ノ上６００－１ 0565-41-2016 0565-41-2841
松平中学校 444-2216 九久平町河原畑３７ 0565-58-0026 0565-58-2349
竜神中学校 473-0907 竜神町竜神１６－１ 0565-28-6600 0565-26-6186
美里中学校 471-0805 美里４－５－１ 0565-89-1731 0565-89-6399
逢妻中学校 471-0044 新町１－４６－５ 0565-33-7881 0565-35-4159
若園中学校 473-0924 花園町脇ノ田１３－３ 0565-52-2233 0565-52-6189
梅坪台中学校 471-0062 西山町１－２１－１ 0565-31-2131 0565-35-4182
前林中学校 473-0934 前林町行田６０ 0565-52-1353 0565-52-6967
益富中学校 471-0802 志賀町浜居場６２５ 0565-80-4161 0565-80-4929
末野原中学校 470-1201 豊栄町１１－１－１ 0565-27-9800 0565-26-6146
井郷中学校 470-0372 井上町１－１０－１ 0565-45-8222 0565-46-0399
藤岡中学校 470-0411 木瀬町稽古屋１１６３－３ 0565-76-2521 0565-76-4240
小原中学校 470-0562 永太郎町馬場５９ 0565-65-3011 0565-65-3691
足助中学校 444-2424 足助町梶平５８ 0565-62-0227 0565-62-1300
下山中学校 444-3242 大沼町青木１ 0565-90-2140 0565-90-3059
旭中学校 444-2816 杉本町羽根１－１ 0565-68-2131 0565-68-2187
稲武中学校 441-2521 桑原町鐘鋳場２７０ 0565-82-2084 0565-82-2758
藤岡南中学校 470-0431 西中山町蔵屋敷８６－１ 0565-76-2410 0565-76-2420
浄水中学校 470-0342 大清水町大清水１２－１ 0565-42-8400 0565-45-5616
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