
　　　※が付いている住所については一部と表示してあります。

　　　詳細については、教育部総務課へお問い合わせください。

一宮市立小中学校区一覧表

小　学　校 中　学　校
一宮字郷西
一宮字郷前
一宮字神明
一宮字神明北
一宮字神明東
一宮字中小島
一宮字中島裏
一宮字中島北
一宮字中島東
一宮字西小島
一宮字西小島裏
一宮字八幡裏
一宮字東島西
乾町
大宮１～５丁目
小栗町
音羽１～３丁目
北神明町１～４丁目
九品町３～４丁目
栄１丁目の一部 ※
栄２丁目の一部 ※
三丹町
常願通１～３丁目
杉戸町３丁目
中島通１丁目の一部 ※
中島通２丁目の一部 ※
中島通３～４丁目
中島通５丁目の一部 ※
長島町１～５丁目
西島町１～５丁目
文京１丁目の一部 ※
文京２丁目の一部 ※
北丹町
本町１丁目の一部 ※
本町２丁目の一部 ※
真清田１丁目の一部 ※
真清田２丁目
水落町
宮西通７～８丁目
字西小島
一宮字石坪
一宮字西屋敷
一宮字東小島
一宮字松林
一宮字南屋敷
一宮字両郷寺
大江１丁目の一部 ※
大浜１丁目の一部 ※
大浜２丁目の一部 ※
小原町
観音町
貴船１～２丁目
貴船町３～４丁目

古見町

令和３年４月１日現在　

宮西小学校

北部中学校貴船小学校

住　　　　　　　　　　所

北部中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
桜１丁目の一部 ※

桜２丁目の一部 ※

桜３丁目の一部 ※
下沼町１～４丁目
常願通４～９丁目
高畑町１～３丁目
田島町
寺島町１～２丁目
中島通１丁目の一部 ※
中島通２丁目の一部 ※
西小原町
丹羽の一部 ※
丹羽字虚空蔵の一部 ※
東島町１～３丁目
文京１丁目の一部 ※
文京２丁目の一部 ※
別明町１～５丁目
本町１丁目の一部 ※
真清田１丁目の一部 ※
松降１～２丁目
松降通７～８丁目
松山町
両郷町１～５丁目
枠杁町３～４丁目
東両郷町
字東小島
一色町
神山１～３丁目
神戸町
北浦町
栄１丁目の一部 ※
栄２丁目の一部 ※
栄３丁目の一部 ※
栄４丁目の一部 ※
新生１丁目
竹橋町の一部 ※
天王１～４丁目
西出町
日光町の一部 ※
八幡１～５丁目
東出町
深坪町
平和１～３丁目
南出町
大和町福森字郷の一部 ※
大和町馬引 全域
大和町毛受
大和町毛受字八幡前の一部 ※
大和町毛受字宮東
石山町
大江１丁目の一部 ※
大江２～３丁目
川田町５丁目
公園通３丁目
栄１丁目の一部 ※
栄３丁目の一部 ※
栄４丁目の一部 ※
大志１～２丁目
本町２丁目の一部 ※

神山小学校 中部中学校

北部中学校貴船小学校

大志小学校 南部中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
本町３～４丁目
本町通８丁目
明治通５丁目
一宮字牛野北ノ切
一宮字牛野南ノ切
一宮字牛野宮前
一宮字下町西側
一宮字東片端
印田通３～５丁目
牛野通１～４丁目
北園通１～７丁目
公園通４～６丁目
古金町１～２丁目
下川田町１～５丁目
下田町
長専町
殿町１～３丁目
中町１丁目の一部 ※
中町２丁目
八町通１～２丁目
東印田町
東長専町
襖田町
松島町
水附町
南印田町
向山町１～２丁目
柳戸町１～２丁目
大和町宮地花池字高見
大和町宮地花池字中道
向山南１丁目の一部 ※
向山南２丁目
相生１～２丁目
下田１～２丁目
南印田１～２丁目
大毛 全域
佐千原 全域
島村 全域
高田 全域
富塚 全域
中島通５丁目の一部 ※
大赤見の一部 ※
大赤見字大山
大赤見字大山西
大赤見字金底
大赤見字北広手
大赤見字栽松浦
大赤見字栽松寺前
大赤見字若年西
大赤見字若年東

大赤見字西川垂

大赤見字八幡北

大赤見字八幡西

大赤見字東川垂

時之島字帯田の一部 ※

時之島字下途の一部 ※

時之島字上垂
時之島字八竜

西成小学校

葉栗中学校葉栗小学校

向山小学校 南部中学校

南部中学校

西成中学校

大志小学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
西大海道　一部を除く

丹羽　一部を除く

柚木颪字打箱
柚木颪字西川垂
柚木颪字東川垂
瀬部 全域
時之島　一部を除く

赤見１丁目の一部 ※
赤見２丁目の一部 ※
大赤見の一部 ※
大赤見字市場地下屋敷
大赤見字市場東屋敷
大赤見字大島
大赤見字大橋
大赤見字御神明
大赤見字颪前
大赤見字川島
大赤見字才勝
大赤見字山王裏
大赤見字清水
大赤見字鷺目
大赤見字神明東
大赤見字神明前
大赤見字地下中屋敷
大赤見字地下西屋敷
大赤見字地下東屋敷
大赤見字地内市場屋敷
大赤見字諏訪裏
大赤見字高畠ケ
大赤見字立長
大赤見字辻ノ御堂
大赤見字出口
大赤見字西四氏
大赤見字東四氏
大赤見字東出
大赤見字不動裏
大赤見字柳原
大赤見字山之子
北小渕 全域
小赤見 全域
柚木颪　一部を除く

浅野 全域

島崎１丁目の一部 ※

平島１丁目の一部 ※

平安１丁目の一部 ※

馬見塚 全域

緑４丁目の一部 ※

緑５丁目

南小渕 全域
若竹４丁目の一部 ※

西成中学校

浅野小学校 南部中学校

赤見小学校

瀬部小学校 （時之島字帯田の一部、時之島字下途の一部、時之島
字上垂、時之島字川角、時之島字堂山の一部、時之島
字八竜、時之島字東託美を除く）

（丹羽の一部と丹羽字虚空蔵の一部を除く）

（西大海道字須貝の一部と西大海道字中山の一部
を除く）

西成小学校 西成中学校

西成東部中学校

（柚木颪字打箱、柚木颪字西川垂、柚木颪字東川
垂を除く）
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
島崎１丁目の一部 ※
島崎２丁目
丹陽町重吉 全域
丹陽町外崎 全域
丹陽町三ツ井 全域
伝法寺１丁目の一部 ※
伝法寺２丁目の一部 ※
平島１丁目の一部 ※
平島２～３丁目
平安１丁目の一部 ※
平安２丁目
三ツ井１～２丁目
三ツ井３丁目の一部 ※
三ツ井４丁目の一部 ※
三ツ井５～６丁目
三ツ井７丁目の一部 ※
三ツ井８丁目
あずら１～３丁目
せんい１～４丁目
丹陽町吾鬘字向江
丹陽町猿海道 全域
丹陽町多加木 全域
丹陽町森本 全域
向山町４丁目
若竹１～３丁目
若竹４丁目の一部 ※
多加木１丁目
多加木２丁目の一部 ※
多加木３～５丁目
向山南１丁目の一部 ※
森本１～５丁目
猿海道１～３丁目
丹陽町五日市場 全域
丹陽町九日市場 全域
伝法寺１丁目の一部 ※
伝法寺２丁目の一部 ※
伝法寺３～１２丁目
三ツ井３丁目の一部 ※
三ツ井４丁目の一部 ※
三ツ井７丁目の一部 ※

浅井町江森 全域

浅井町河端 全域

浅井町西浅井 全域

浅井町西海戸 全域

浅井町東浅井 全域

浅井町大野 全域

浅井町尾関　一部を除く

浅井町黒岩 全域

浅井町河田 全域

浅井町極楽寺 全域

北方小学校 北方中学校 北方町 全域

観音寺１丁目の一部 ※

花池１丁目の一部 ※

花池２丁目の一部 ※

花池３～４丁目

（浅井町尾関字高見の一部、浅井町尾関字長田を
除く）

丹陽中学校

浅井北小学校 浅井中学校

丹陽南小学校

丹陽中学校

浅井南小学校 浅井中学校

丹陽小学校 丹陽中学校

大和東小学校 大和中学校

丹陽西小学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
宮地１～２丁目

妙興寺１～２丁目

大和町戸塚

大和町戸塚字山王

大和町戸塚字西浦

大和町戸塚字西郷

大和町戸塚字東浦

大和町戸塚字東郷

大和町戸塚字薬師浦
大和町宮地花池字下り松
大和町宮地花池字出町裏
大和町宮地花池字楼光寺
大和町妙興寺 全域
多加木２丁目の一部 ※
苅安賀１～２丁目
観音寺１丁目の一部 ※
観音寺２丁目
昭和３丁目
竹橋町の一部 ※
寺前町
日光町の一部 ※
大和町苅安賀 全域
大和町福森　一部を除く

大和町毛受　一部を除く

今伊勢町馬寄字石刀
今伊勢町馬寄字江川
今伊勢町馬寄字上河原
今伊勢町馬寄字上高見
今伊勢町馬寄字上畑田
今伊勢町馬寄字上町屋
今伊勢町馬寄字観音堂
今伊勢町馬寄字北塚本
今伊勢町馬寄字桑屋敷
今伊勢町馬寄字子守
今伊勢町馬寄字郷浦
今伊勢町馬寄字郷前
今伊勢町馬寄字権現西
今伊勢町馬寄字篠原
今伊勢町馬寄字志水
今伊勢町馬寄字下河原
今伊勢町馬寄字下町屋
今伊勢町馬寄字大聖
今伊勢町馬寄字大日
今伊勢町馬寄字呑光寺
今伊勢町馬寄字呑光寺西
今伊勢町馬寄字中切
今伊勢町馬寄字中坪
今伊勢町馬寄字中屋敷
今伊勢町馬寄字西更屋敷
今伊勢町馬寄字八丁堀
今伊勢町馬寄字東更屋敷
今伊勢町馬寄字福塚前
今伊勢町馬寄字舟入
今伊勢町馬寄字宮北
今伊勢町馬寄字宮東

大和西小学校 大和中学校

（大和町福森字郷の一部を除く）

（大和町毛受、大和町毛受字八幡前の一部、大和
町毛受字宮東を除く）

大和東小学校 大和中学校

今伊勢小学校 今伊勢中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
今伊勢町馬寄字桃木原
今伊勢町馬寄字山之小路
今伊勢町馬寄字六地蔵
今伊勢町馬寄字六地蔵前
今伊勢町馬寄字若宮
今伊勢町新神戸字乾
今伊勢町新神戸字九反野
今伊勢町新神戸字郷東の一部 ※
今伊勢町新神戸字五輪野
今伊勢町新神戸字新開
今伊勢町本神戸 全域
今伊勢町宮後字午新田下筬
今伊勢町宮後字北山中

奥小学校 奥中学校 奥町 全域

萩原町朝宮 全域
萩原町河田方字三味浦の一部 ※
萩原町串作　一部を除く

萩原町高木字島田の一部 ※
萩原町高木字十三塚
萩原町高木字東浦の一部 ※
萩原町高松 全域
萩原町滝 全域
萩原町築込 全域
萩原町戸苅 全域
萩原町富田方 全域
萩原町萩原 全域
萩原町花井方 全域
萩原町河田方　一部を除く

萩原町串作字滝浦の一部 ※
萩原町高木　一部を除く

萩原町中島 全域
萩原町西御堂 全域
萩原町西宮重 全域
萩原町林野 全域
萩原町東宮重 全域
千秋町一色 全域
千秋町浮野 全域
千秋町勝栗 全域
千秋町加茂 全域
千秋町佐野 全域
千秋町天摩 全域
千秋町穂積塚本 全域
千秋町浅野羽根 全域
千秋町小山 全域
千秋町塩尻 全域
千秋町町屋 全域
赤見４丁目の一部 ※
朝日１丁目の一部 ※
朝日３丁目の一部 ※
大浜１丁目の一部 ※
大浜２丁目の一部 ※
桜１丁目の一部 ※
桜２丁目の一部 ※
桜３丁目の一部 ※

（萩原町河田方字三味浦の一部を除く）

千秋中学校

萩原中学校

千秋南小学校

（萩原町高木字島田の一部、萩原町高木字十三
塚、萩原町高木字東浦の一部を除く）

千秋中学校

（萩原町串作字滝浦の一部を除く）

萩原小学校

中島小学校 萩原中学校

千秋小学校

今伊勢小学校 今伊勢中学校

富士小学校 北部中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
羽衣１丁目の一部 ※
羽衣２丁目の一部 ※
浜町３～６丁目
藤塚町３～４丁目
和光１～２丁目
赤見１丁目の一部 ※
赤見２丁目の一部 ※
赤見３丁目
赤見４丁目の一部 ※
朝日１丁目の一部 ※
朝日２丁目
朝日３丁目の一部 ※
泉１～３丁目
一宮字白旗
印田通２丁目
大赤見字下河原
城崎通４～７丁目
白旗通１～４丁目
羽衣１丁目の一部 ※
羽衣２丁目の一部 ※
富士１～４丁目
緑１～３丁目
緑４丁目の一部 ※
昭和１～２丁目
新生２～４丁目
末広１～３丁目
住吉１～２丁目
中町１丁目の一部 ※
野口１～２丁目
花池１丁目の一部 ※
花池２丁目の一部 ※
春明 全域
定水寺 全域
時之島字川角
時之島字堂山の一部 ※
時之島字東託美
西大海道字須貝の一部 ※
西大海道字中山の一部 ※
今伊勢町馬寄字上沼
今伊勢町馬寄字川田
今伊勢町馬寄字御祭田
今伊勢町馬寄字下沼
今伊勢町馬寄字鯲池
今伊勢町馬寄字西切戸
今伊勢町馬寄字西流
今伊勢町馬寄字西平
今伊勢町馬寄字東瀬古
今伊勢町馬寄字山島
今伊勢町馬寄字吉田
今伊勢町馬寄字吉田浦
今伊勢町馬寄字吉田東
今伊勢町馬寄字吉田前
今伊勢町新神戸字郷浦
今伊勢町新神戸字郷中
今伊勢町新神戸字郷東の一部 ※
今伊勢町新神戸字郷前
今伊勢町宮後　一部を除く

今伊勢西小学校 今伊勢中学校

西成東小学校 西成東部中学校

（今伊勢町宮後字午新田下筬、今伊勢町宮後字北
山中を除く）

中部中学校末広小学校

南部中学校富士小学校

富士小学校 北部中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
光明寺 全域
笹野 全域
更屋敷 全域
杉山 全域
田所 全域
大和町氏永 全域
大和町於保 全域
大和町北高井 全域
大和町戸塚字町長
大和町戸塚字寺田
大和町戸塚字宮崎西
大和町戸塚字宮崎東
大和町戸塚字毛受田
大和町戸塚字連田
大和町南高井 全域

浅井町大日比野 全域

浅井町尾関字高見の一部 ※

浅井町尾関字長田

浅井町小日比野 全域

浅井町前野 全域

千秋町加納馬場 全域

千秋町芝原 全域

起 全域

小信中島字上郷西の一部 ※

冨田の一部 ※

冨田字石宮

冨田字牛池の一部 ※

冨田字漆畑

冨田字大堀

冨田字蒲池

冨田字上本郷

冨田字上町

冨田字北新田

冨田字砂入

冨田字砂原

冨田字竹橋

冨田字立石の一部 ※

冨田字所塚

冨田字橋詰の一部 ※

冨田字東浦

冨田字平口の一部 ※

冨田字古川の一部 ※

冨田字三ツ俣

冨田字南新田

冨田字渡所

西五城字杁先南の一部 ※

西五城字起境

西五城字上切

西五城字下須賀の一部 ※

西五城字須賀前

西五城字高須賀

西五城字中川田の一部 ※

西五城字中切の一部 ※

西五城字宮西

千秋中学校

浅井中学校

千秋東小学校

大和南小学校 大和南中学校

浅井中小学校

葉栗北小学校 葉栗中学校

起小学校 尾西第一中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所

西五城字用水東

東五城字上川田

東五城字上出

東五城字三味廓の一部 ※

東五城字寺廓の一部 ※

東五城字本郷の一部 ※

東五城字南田尾の一部 ※

東五城字若宮の一部 ※

東五城字若宮前

篭屋一丁目～五丁目
小信中島字郷東の一部 ※
小信中島字仁井北
小信中島字仁井西の一部 ※
小信中島字東鵯平の一部 ※
三条　一部を除く

西五城字板倉前西切

西五城字高坪前

西五城字比丘尼道西の一部 ※

東五城字大平裏の一部 ※

東五城字篭島の一部 ※

東五城字北作野の一部 ※

東五城字中通り西

東五城字東備前

東五城字備前

東五城字南田尾の一部 ※

東五城字祐久野

開明字蒲原の一部 ※

開明字菖蒲田

開明字西池田の一部 ※

開明字畑添の一部 ※
開明字村上の一部 ※
三条字江向
三条字下り戸
三条字四反田
三条字新田畑
三条字野間の一部 ※
三条字屋敷
開明字乾土
開明字杁先
開明字絹屋田
開明字洗心
開明字出屋敷
開明字樋西の一部 ※
開明字西出の一部 ※
開明字畑添の一部 ※

小信中島　一部を除く

三条字野間の一部 ※

東五城字大平裏の一部 ※

東五城字篭島の一部 ※

東五城字若宮の一部 ※

尾西第三中学校

尾西第三中学校

三条小学校

小信中島小学校

尾西第一中学校

（三条字江向、三条字下り戸、三条字四反田、三
条字新田畑、三条字西蛭子の一部、三条字野間の
一部、三条字屋敷を除く）

（小信中島字上郷西の一部、小信中島字郷東の一
部、小信中島字仁井北、小信中島字仁井西の一
部、小信中島字東鵯平の一部を除く）

起小学校 尾西第一中学校

三条小学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
玉野 全域
西萩原字祐久東
西萩原字若宮北の一部 ※
蓮池字郷西の一部 ※
蓮池字下松山の一部 ※
東加賀野井字東川原の一部 ※
明地　一部を除く

祐久　一部を除く

上祖父江 全域

西中野 全域

東加賀野井　一部を除く

明地字西七丁原の一部 ※

祐久字九百坪の一部 ※

祐久字外浦

祐久字西川田

祐久字東川田

開明　一部を除く

北今 一部を除く 全域

（北今字十八丁三ノ切の一部を除く）

三条字西蛭子の一部 ※

冨田の一部 ※

冨田字一本松

冨田字牛池の一部 ※

冨田字仮宮

冨田字下本郷

冨田字下屋敷

冨田字立石の一部 ※

冨田字出先

冨田字流筋

冨田字橋詰の一部 ※

冨田字平口の一部 ※

冨田字古川の一部 ※

冨田字棒杭

冨田字南出

冨田字宮東

冨田字若宮前

西五城字杁先南の一部 ※

西五城字大下

西五城字下切

西五城字下須賀の一部 ※

西五城字飛石北

西五城字中川田の一部 ※

西五城字中切の一部 ※

西五城字中切浦

西五城字比丘尼道西の一部 ※

尾西第三中学校開明小学校

（東加賀野井字東川原の一部を除く）

（開明字乾土、開明字杁先、開明字蒲原の一部、開明
字絹屋田、開明字菖蒲田、開明字洗心、開明字出屋
敷、開明字樋西の一部、開明字西池田の一部、開明字
西出の一部、開明字畑添、開明字村上の一部を除く）

（祐久字九百坪の一部、祐久字外浦、祐久字西川
田、祐久字東川田を除く）

朝日西小学校

（明地字西七丁原の一部を除く）

尾西第二中学校

朝日東小学校 尾西第二中学校

大徳小学校 尾西第一中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所

西五城字山方

東五城字北作野の一部 ※

東五城字三味廓の一部 ※

東五城字下出

東五城字出先

東五城字寺廓の一部 ※

東五城字西大堀

東五城字東出

東五城字古川

東五城字本郷の一部 ※

東五城字南大堀

北今字十八丁三ノ切の一部 ※

西萩原　一部を除く

蓮池　一部を除く

木曽川町内割田 全域

木曽川町黒田一ノ通り

木曽川町黒田二ノ通り

木曽川町黒田三ノ通り

木曽川町黒田字井桁畔の一部 ※

木曽川町黒田字杁ノ戸

木曽川町黒田字往還西北ノ切

木曽川町黒田字往還西南ノ切

木曽川町黒田字往還東

木曽川町黒田字往還東東ノ切

木曽川町黒田字往還南

木曽川町黒田字奥屋敷の一部 ※

木曽川町黒田字上仲沖

木曽川町黒田字川北

木曽川町黒田字勘治西

木曽川町黒田字勘宗山の一部 ※

木曽川町黒田字北宿一の切の一部 ※

木曽川町黒田字北宿二の切

木曽川町黒田字北宿三の切

木曽川町黒田字北宿四の切

木曽川町黒田字北宿五の切

木曽川町黒田字北新開

木曽川町黒田字北沼

木曽川町黒田字北野黒

木曽川町黒田字北八ツケ池

木曽川町黒田字蔵ノ浦

木曽川町黒田字桑木塚

木曽川町黒田字古城

木曽川町黒田字篭守西の一部 ※

木曽川町黒田字三反物

木曽川町黒田字地蔵西

木曽川町黒田字下市場南

木曽川町黒田字城西

木曽川町黒田字城東の一部 ※

木曽川町黒田字高田

木曽川町黒田字寺西

木曽川町黒田字寺東

（西萩原字祐久東、西萩原字若宮北の一部を除
く）

（蓮池字郷西の一部、蓮池字下松山の一部を除く）

大徳小学校 尾西第二中学校

大徳小学校 尾西第一中学校

黒田小学校 木曽川中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
木曽川町黒田字酉新田中ノ切

木曽川町黒田字酉新田西ノ切

木曽川町黒田字酉新田東ノ切

木曽川町黒田字中出口

木曽川町黒田字中沼北ノ切

木曽川町黒田字中野黒の一部 ※

木曽川町黒田字中針口北ノ切

木曽川町黒田字中針口南ノ切

木曽川町黒田字錦里

木曽川町黒田字西出口

木曽川町黒田字西沼

木曽川町黒田字西沼北ノ切の一部 ※

木曽川町黒田字西沼南ノ切

木曽川町黒田字西針口北ノ切

木曽川町黒田字西針口南ノ切

木曽川町黒田字沼北ノ切

木曽川町黒田字野畔の一部 ※

木曽川町黒田字東出口

木曽川町黒田字東針口

木曽川町黒田字宝光寺

木曽川町黒田字宝光寺東

木曽川町黒田字松山東

木曽川町黒田字松山東北ノ切

木曽川町黒田字松山東南ノ切

木曽川町黒田字三ツ股の一部 ※

木曽川町黒田字南青木

木曽川町黒田字南新開

木曽川町黒田字南八ツケ池

木曽川町黒田字妙見前

木曽川町黒田字妙見廻の一部 ※

木曽川町黒田字柳原北

木曽川町黒田字割田浦

木曽川町里小牧字西青木の一部 ※

木曽川町里小牧字東蛭田

木曽川町里小牧字蛭田の一部 ※

木曽川町里小牧字南蛭田の一部 ※

木曽川町外割田一の通り

木曽川町外割田二の通りの一部 ※

木曽川町外割田三の通り

木曽川町外割田四の通りの一部 ※

木曽川町外割田字川原畑

木曽川町外割田字赤田

木曽川町外割田字上割

木曽川町外割田字城跡

木曽川町外割田字新規橋東

木曽川町外割田字摺鉢

木曽川町外割田字千代の一部 ※

木曽川町外割田字高堀田

木曽川町外割田字寺前の一部 ※

木曽川町外割田字墓土西

木曽川町外割田字蓮池の一部 ※

木曽川町外割田字東郷中の一部 ※

木曽川町外割田字東郷前

木曽川町外割田字東千代の一部 ※

木曽川町外割田字南青木の一部 ※

黒田小学校 木曽川中学校

13



小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
木曽川町外割田字宮廻

木曽川町外割田字山川田

木曽川町外割田字六町

木曽川町黒田字北宿一の切の一部 ※

木曽川町里小牧　一部を除く

木曽川町外割田二の通りの一部 ※

木曽川町外割田四の通りの一部 ※

木曽川町外割田字青木

木曽川町外割田字稲葉川田

木曽川町外割田字江東

木曽川町外割田字大畔西

木曽川町外割田字大橋向

木曽川町外割田字勝橋川田

木曽川町外割田字勝橋東

木曽川町外割田字上伊勢田

木曽川町外割田字上稲葉

木曽川町外割田字上桂徳輪

木曽川町外割田字上堀田

木曽川町外割田字北乙五郎

木曽川町外割田字北沼

木曽川町外割田字高照寺東

木曽川町外割田字郷中川田

木曽川町外割田字郷間

木曽川町外割田字小牧境

木曽川町外割田字申町

木曽川町外割田字下伊勢田

木曽川町外割田字下稲葉

木曽川町外割田字下川田

木曽川町外割田字下桂徳輪

木曽川町外割田字下玉ノ井境

木曽川町外割田字下堀田

木曽川町外割田字千代の一部 ※

木曽川町外割田字出池

木曽川町外割田字寺前の一部 ※

木曽川町外割田字天王西

木曽川町外割田字中伊勢田

木曽川町外割田字中稲葉

木曽川町外割田字七町

木曽川町外割田字西片ノ池

木曽川町外割田字西郷中

木曽川町外割田字西郷西

木曽川町外割田字西郷東

木曽川町外割田字西千代

木曽川町外割田字西松ノ木

木曽川町外割田字西芳池

木曽川町外割田字蓮池の一部 ※

木曽川町外割田字東片ノ池

木曽川町外割田字東郷中の一部 ※

木曽川町外割田字東千代の一部 ※

木曽川町外割田字東芳池

木曽川町外割田字前堀田

木曽川町外割田字孫兵衛池

（木曽川町里小牧字西青木の一部、木曽川町里小
牧字東蛭田、木曽川町里小牧字蛭田の一部、木曽
川町里小牧字南蛭田の一部を除く）

木曽川中学校木曽川西小学校

黒田小学校 木曽川中学校
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小　学　校 中　学　校 住　　　　　　　　　　所
木曽川町外割田字南青木の一部 ※

木曽川町外割田字南乙五郎

木曽川町外割田字伊勢田

木曽川町外割田字堀田

木曽川町外割田字芳池

木曽川町玉ノ井 全域

木曽川町三ツ法寺 全域

木曽川町門間 全域

木曽川町黒田四ノ通り

木曽川町黒田五ノ通り

木曽川町黒田六ノ通り

木曽川町黒田七ノ通り

木曽川町黒田八ノ通り

木曽川町黒田九ノ通り

木曽川町黒田十ノ通り

木曽川町黒田十一ノ通り

木曽川町黒田十二ノ通り

木曽川町黒田字井桁畔の一部 ※

木曽川町黒田字石亀

木曽川町黒田字奥屋敷の一部 ※

木曽川町黒田字勘宗山の一部 ※

木曽川町黒田字北五反田北ノ切

木曽川町黒田字篭守浦

木曽川町黒田字篭守西の一部 ※

木曽川町黒田字地蔵東

木曽川町黒田字城東の一部 ※

木曽川町黒田字神明前

木曽川町黒田字大畑東西ノ切

木曽川町黒田字中野黒の一部 ※

木曽川町黒田字西石原

木曽川町黒田字西河原崎

木曽川町黒田字西町北

木曽川町黒田字西町南

木曽川町黒田字野畔の一部 ※

木曽川町黒田字初毛木

木曽川町黒田字東石原

木曽川町黒田字東河原崎

木曽川町黒田字東古川

木曽川町黒田字東町北

木曽川町黒田字東町南

木曽川町黒田字松枝

木曽川町黒田字三ツ股の一部 ※

木曽川町黒田字南一本松

木曽川町黒田字南出口

木曽川町黒田字南芳仲の一部 ※

木曽川町黒田字妙見廻の一部 ※

木曽川町黒田字虫祭

木曽川町黒田字山

木曽川町黒田字山口

※が付いている住所については一部と表示してあります。

詳細については、下記へお問い合わせください。

（問い合わせ先）

教育部総務課　学校事務グループ

電話　０５８６（８５）７０７０

木曽川西小学校 木曽川中学校

木曽川東小学校 木曽川中学校
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