
豊橋市教育委員会学校教育課学事グループ
電話　５１－２８１７

最終加除：令和４年４月１日

豊橋市立小 ・中学校

通 学 区 域 早 見 表



最終加除年月日 令和4年4月1日

町  名 字  名 中学校 小学校

ア 青竹町 （全域） 吉田方 吉田方 ア
飽海町 （全域） 豊城 八町
曙町 字測点 高師台 幸

字松並 1 番地 ～ 30 番地の 9999 本郷 高師
31 番地 ～ 40 番地の 9999 南部 栄
101 番地 ～ 101 番地の 9999 本郷 高師
201 番地 ～ 210 番地の 9999 南部 栄
301 番地 ～ 311 番地の 9999 本郷 高師

字南松原 高師台 幸
字宮前 本郷 高師
字若松 高師台 幸

明海町 （全域） 南稜 大崎
朝丘町 （全域） 青陵 東田
旭本町 （全域） 豊城 八町
旭町 （字なし） 豊城 八町

字旭 青陵 旭
字餌指 1 番地 ～ 9 番地の 9999 青陵 旭

10 番地 ～ 33 番地の 9999 豊城 八町
芦原町 （全域） 本郷 芦原
東田町 （字なし） 青陵 東田

字井原 豊岡 岩田
字北臨済寺 1 番地 ～ 1 番地の 9999 青陵 旭

22 番地の 4 ～ 67 番地の 9999 青陵 東田
字北蓮田 青陵 旭
字五反畑 青陵 東田
字西郷 青陵 東田
字斉兵 青陵 東田
字三反畑 青陵 東田
字東郷 青陵 東田
字中郷 青陵 東田
字西前山 1 番地の 4 ～ 144 番地 青陵 旭

144 番地の 1 青陵 東田
144 番地の 2 ～ 144 番地の 55 青陵 旭
144 番地の 57 青陵 旭
145 番地 ～ 145 番地の 9999 青陵 東田
146 番地 ～ 186 番地の 3 青陵 旭
186 番地の 4 ～ 186 番地の 8 青陵 東田
187 番地 ～ 188 番地の 9999 青陵 東田

字西脇 1 番地 ～ 68 番地の 13 豊城 八町
68 番地の 14 ～ 68 番地の 15 青陵 東田
69 番地 ～ 71 番地の 9 豊城 八町
71 番地の 10 ～ 71 番地の 13 青陵 東田
71 番地の 16 ～ 71 番地の 16 豊城 八町
72 番地 ～ 97 番地の 14 青陵 東田
98 番地 ～ 133 番地の 9999 青陵 東田
134 番地 ～ 142 番地の 9999 豊城 八町
143 番地 ～ 163 番地の 9999 青陵 東田

字東前山 1 番地 ～ 7 番地の 9999 青陵 東田
8 番地 ～ 29 番地の 9999 青陵 旭

字前畑 青陵 旭
字南黒福 青陵 東田

東田中郷町 （全域） 青陵 東田
東田仲の町 （全域） 青陵 東田
吾妻町 （全域） 青陵 東田

イ 池見町 （全域） 青陵 旭 イ
伊古部町 （全域） 高豊 豊南
石巻小野田町 （全域） 石巻 西郷
石巻町 （全域） 石巻 石巻
石巻中山町 （全域） 石巻 西郷
石巻西川町 （全域） 石巻 西郷
石巻萩平町 （全域） 石巻 西郷
石巻平野町 （全域） 石巻 西郷
石巻本町 （全域） 石巻 玉川

番                    地
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町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

イ 磯辺下地町 字古新田 南陽 磯辺 イ
字小葭谷 南陽 磯辺
字下地 南陽 磯辺
字島東 南陽 磯辺
字下沢 南陽 磯辺
字東坪 南陽 磯辺
字南山崎 南陽 磯辺
字葭谷 南陽 磯辺
字葭山 1 番地 ～ 13 番地の 9999 本郷 芦原

14 番地 ～ 74 番地の 9999 南陽 磯辺
市場一丁目 （全域） 牟呂 牟呂
一色町 （全域） 南陽 磯辺
井原町 1 番地 ～ 7 番地の 2 豊岡 岩田

7 番地の 3 青陵 東田
7 番地の 4 豊岡 岩田
8 番地 ～ 174 番地の 9999 豊岡 岩田

742 番地 豊岡 岩田
今橋町 （全域） 豊城 八町
飯村北一丁目 （全域） 東部 飯村
飯村北二丁目 （全域） 東部 飯村
飯村北三丁目 （全域） 東部 飯村
飯村北四丁目 （全域） 東部 飯村
飯村北五丁目 （全域） 東部 飯村
飯村町 （全域） 東部 飯村
飯村南一丁目 （全域） 東部 飯村
飯村南二丁目 （全域） 東部 飯村
飯村南三丁目 （全域） 東部 飯村
飯村南四丁目 （全域） 東部 飯村
飯村南五丁目 （全域） 東部 飯村
入船町 1 番地 ～ 9 番地の 9999 南部 福岡

10 番地 ～ 54 番地の 9999 羽田 羽根井
55 番地 ～ 61 番地の 9999 南部 福岡
62 番地 ～ 69 番地の 9999 羽田 羽根井
70 番地 ～ 70 番地の 9999 南部 福岡
71 番地 ～ 71 番地の 9999 羽田 羽根井
72 番地 ～ 102 番地の 9999 南部 福岡

岩崎町 （全域） 東陽 多米
岩田町 字居村 東陽 岩田

字大坪 東陽 岩田
字影岩 東陽 多米
字北郷中 東陽 岩田
字後毛 東陽 岩田
字境坪 東陽 岩田
字栄田 東陽 岩田
字上庄 東陽 岩田
字曽銀 東陽 岩田
字野添 東陽 岩田
字道合 青陵 東田
字南山 東陽 岩田
字宮下 青陵 東田
字八ッ橋 東陽 岩田

岩屋町 字岩屋下 1 番地 ～ 29 番地の 16 東部 飯村
29 番地の 17 東部 岩西
29 番地の 18 ～ 29 番地の 69 東部 飯村
29 番地の 70 ～ 29 番地の 71 東部 岩西
29 番地の 72 東部 飯村
29 番地の 73 ～ 29 番地の 74 東部 岩西
29 番地の 75 ～ 29 番地の 76 東部 飯村
29 番地の 77 東部 岩西
30 番地 ～ 33 番地の 2 東部 飯村
33 番地の 3 ～ 33 番地の 4 東部 岩西
33 番地の 5 ～ 33 番地の 6 東部 飯村

3ページ



町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

イ 岩屋町 字岩屋下 33 番地の 7 東部 岩西 イ
33 番地の 8 ～ 33 番地の 33 東部 飯村
33 番地の 34 東部 岩西
33 番地の 35 ～ 33 番地の 41 東部 飯村
33 番地の 42 東部 岩西
33 番地の 43 東部 飯村
34 番地 ～ 35 番地の 3 東部 飯村
35 番地の 4 ～ 35 番地の 6 東部 岩西
35 番地の 7 東部 飯村
35 番地の 8 ～ 35 番地の 24 東部 岩西
36 番地 ～ 37 番地の 9999 東部 岩西
38 番地の 2 ～ 38 番地の 3 東部 飯村
38 番地の 4 ～ 38 番地の 7 東部 岩西
38 番地の 8 ～ 38 番地の 10 東部 飯村
38 番地の 11 ～ 38 番地の 13 東部 岩西
38 番地の 14 東部 飯村
38 番地の 15 ～ 38 番地の 28 東部 岩西
39 番地 ～ 39 番地の 9999 東部 飯村
42 番地 ～ 42 番地の 9999 東部 岩西
43 番地 ～ 45 番地の 9999 東部 飯村
46 番地 ～ 46 番地の 4 東部 岩西
46 番地の 5 ～ 46 番地の 7 東部 飯村
46 番地の 8 ～ 46 番地の 11 東部 岩西
46 番地の 12 ～ 46 番地の 15 東部 飯村
46 番地の 16 ～ 46 番地の 25 東部 岩西
46 番地の 26 ～ 46 番地の 27 東部 飯村
47 番地 ～ 47 番地の 9999 東部 岩西
48 番地 ～ 48 番地の 5 東部 飯村
48 番地の 6 ～ 48 番地の 18 東部 岩西
50 番地 ～ 50 番地の 2 東部 岩西
50 番地の 3 ～ 50 番地の 4 東部 飯村
50 番地の 5 ～ 50 番地の 7 東部 岩西
50 番地の 8 東部 飯村
50 番地の 9 ～ 50 番地の 12 東部 岩西
50 番地の 13 ～ 50 番地の 14 東部 飯村
50 番地の 15 ～ 50 番地の 42 東部 岩西
51 番地 ～ 85 番地の 3 東部 岩西
85 番地の 4 東部 飯村
85 番地の 5 ～ 85 番地の 7 東部 岩西
85 番地の 8 東部 飯村
85 番地の 9 ～ 85 番地の 11 東部 岩西
85 番地の 12 ～ 85 番地の 13 東部 飯村
85 番地の 14 ～ 85 番地の 27 東部 岩西
86 番地 ～ 88 番地の 6 東部 岩西
88 番地の 7 東部 飯村
88 番地の 8 ～ 88 番地の 11 東部 岩西
89 番地 ～ 89 番地の 2 東部 飯村
89 番地の 3 ～ 89 番地の 5 東部 岩西
89 番地の 6 東部 飯村
89 番地の 7 ～ 89 番地の 10 東部 岩西
90 番地 ～ 90 番地の 1 東部 岩西
90 番地の 2 東部 飯村
90 番地の 3 東部 岩西
91 番地 ～ 94 番地の 2 東部 岩西
94 番地の 3 東部 飯村
94 番地の 4 ～ 94 番地の 27 東部 岩西
94 番地の 28 東部 飯村
94 番地の 29 ～ 94 番地の 41 東部 岩西
94 番地の 42 ～ 94 番地の 43 東部 飯村
94 番地の 44 ～ 94 番地の 67 東部 岩西
94 番地の 83 東部 岩西
95 番地 ～ 97 番地の 9999 東部 岩西
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町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

イ 岩屋町 字岩屋下 98 番地の 1 東部 飯村 イ
98 番地の 2 ～ 98 番地の 3 東部 岩西
98 番地の 4 東部 飯村
100 番地 ～ 100 番地の 9999 東部 飯村
102 番地 ～ 104 番地の 9999 東部 岩西
106 番地 ～ 108 番地の 9999 東部 飯村
109 番地の 1 東部 岩西
109 番地の 2 東部 飯村
109 番地の 3 ～ 109 番地の 4 東部 岩西
110 番地 ～ 114 番地の 9999 東部 飯村
116 番地 ～ 116 番地の 9999 東部 岩西
118 番地 ～ 125 番地の 9999 東部 飯村
126 番地 ～ 127 番地の 9999 東部 岩西

字岩屋西 1 番地の 1 東部 飯村
1 番地の 2 ～ 1 番地の 4 東部 岩西
1 番地の 5 東部 飯村
1 番地の 6 ～ 1 番地の 9 東部 岩西
1 番地の 10 ～ 1 番地の 27 東部 飯村
1 番地の 28 東部 岩西
1 番地の 29 東部 飯村
1 番地の 30 ～ 1 番地の 35 東部 岩西
1 番地の 36 ～ 1 番地の 37 東部 飯村
1 番地の 38 ～ 1 番地の 40 東部 岩西
2 番地 ～ 81 番地の 9999 東部 飯村

ウ 上地町 （全域） 青陵 東田 ウ
植田町 （全域） 南稜 植田
上野町 （全域） 本郷 高師
魚町 （全域） 中部 新川
牛川町 字油田 青陵 牛川

字洗島 青陵 牛川
字池下 東陵 鷹丘
字後畑 青陵 牛川
字大縄 青陵 牛川
字押川 東陵 鷹丘
字折目 青陵 牛川
字神田 青陵 牛川
字川口 青陵 牛川
字川田 青陵 牛川
字川垂 青陵 牛川
字北台 青陵 牛川
字ギロウ 青陵 牛川
字郷道 青陵 牛川
字郷中 青陵 牛川
字西郷 青陵 牛川
字下田 青陵 牛川
字下モ田 青陵 牛川
字下野 青陵 牛川
字城下 青陵 牛川
字水神前 青陵 牛川
字瀬ノ上 青陵 牛川
字田中 青陵 牛川
字田ノ上 青陵 牛川
字寺前 東陵 鷹丘
字中郷 青陵 牛川
字中島 青陵 牛川
字長池 青陵 牛川
字浪ノ上 青陵 牛川
字長畑 青陵 牛川
字生土 青陵 牛川
字西河原 青陵 牛川
字西側 青陵 牛川
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町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

ウ 牛川町 字乗小路 東陵 鷹丘 ウ
字八分取 青陵 牛川
字半ノ木 青陵 牛川
字東側 青陵 牛川
字東仲田 東陵 鷹丘
字宝塚 青陵 牛川
字堀割 青陵 牛川
字松下 青陵 牛川

青陵 牛川
字水洗 青陵 牛川
字道上 青陵 牛川
字道下 青陵 牛川
字三ツ又 青陵 牛川
字南台 青陵 牛川
字宮脇 青陵 牛川

青陵 牛川
字森下 青陵 牛川
字薬師前 青陵 牛川

牛川通一丁目 （全域） 青陵 牛川
牛川通二丁目 （全域） 青陵 牛川
牛川通三丁目 （全域） 青陵 牛川
牛川通四丁目 （全域） 青陵 牛川
牛川通五丁目 1 番地 ～ 1 番地の 2 青陵 牛川

1 番地の 3 石巻 玉川
1 番地の 4 ～ 1 番地の 10 青陵 牛川
1 番地の 11 石巻 玉川
1 番地の 12 青陵 牛川
1 番地の 13 石巻 玉川
1 番地の 14 ～ 1 番地の 26 青陵 牛川
2 番地 ～ 6 番地の 8 青陵 牛川
6 番地の 9 石巻 玉川
6 番地の 10 ～ 12 番地の 9999 青陵 牛川

牛川薬師町 （全域） 青陵 牛川
内張町 （全域） 南陽 磯辺
雲谷町 字上ノ山 1 番地 ～ 64 番地の 9999 二川 谷川

65 番地 ～ 65 番地の 150 二川 二川
65 番地の 152 ～ 65 番地の 163 二川 二川
65 番地の 164 ～ 65 番地の 452 二川 谷川
65 番地の 453 二川 二川
65 番地の 454 ～ 65 番地の 456 二川 谷川
65 番地の 457 二川 二川
65 番地の 458 ～ 65 番地の 459 二川 谷川
65 番地の 460 二川 二川
65 番地の 461 ～ 65 番地の 465 二川 谷川
65 番地の 466 二川 二川
65 番地の 467 ～ 65 番地の 468 二川 谷川
65 番地の 469 ～ 65 番地の 471 二川 二川
65 番地の 472 ～ 65 番地の 477 二川 谷川
65 番地の 478 ～ 65 番地の 484 二川 二川
65 番地の 485 ～ 65 番地の 495 二川 谷川
65 番地の 496 二川 二川
65 番地の 497 ～ 65 番地の 628 二川 谷川
66 番地 ～ 112 番地の 9999 二川 谷川
113 番地 ～ 120 番地の 9999 二川 二川
121 番地の 1 ～ 121 番地の 12 二川 二川
122 番地 ～ 126 番地の 1 二川 二川
126 番地の 3 ～ 126 番地の 4 二川 二川
127 番地 ～ 142 番地の 9999 二川 二川
143 番地の 1 ～ 143 番地の 2 二川 二川
143 番地の 4 二川 二川
144 番地の 1 ～ 144 番地の 2 二川 二川
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町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

ウ 雲谷町 字上ノ山 145 番地の 1 ～ 145 番地の 22 二川 二川 ウ
146 番地 ～ 147 番地の 2 二川 二川
147 番地の 4 ～ 147 番地の 5 二川 二川
148 番地の 1 二川 二川
148 番地の 3 ～ 148 番地の 5 二川 二川
149 番地 ～ 267 番地の 9999 二川 二川
268 番地 ～ 344 番地の 9999 二川 谷川
345 番地の 1 ～ 345 番地の 3 二川 谷川
346 番地 ～ 656 番地の 9999 二川 谷川

字川通 二川 谷川
字下ヶ谷 二川 谷川
字新下ヶ谷 二川 谷川
字新外ノ谷 二川 二川
字新ドウノマエ 二川 谷川
字新ノナカ 二川 谷川
字新丸山ワキ 二川 谷川
字新山ミチ 二川 谷川
字外ノ谷 二川 二川
字堂ノ前 二川 谷川
字ナベ山 二川 谷川
字ナベ山下 二川 谷川
字ノナカ 二川 谷川
字ハシヅメ 二川 二川
字八尻 二川 谷川
字丸山脇 二川 谷川
字山ミチ 二川 谷川
字ハシズメ 二川 二川
字橋詰 二川 二川

梅薮町 （全域） 前芝 前芝
梅薮西町 （全域） 前芝 前芝
瓜郷町 （全域） 北部 津田

エ 駅前大通一丁目 （全域） 中部 松山 エ
駅前大通二丁目 （全域） 中部 松山
駅前大通三丁目 （全域） 中部 松山
江島町 （全域） 高師台 幸

オ 老津町 字新居 章南 老津 オ
字池上 章南 老津
字石穴 章南 老津
字一本木 章南 老津
字稲場 章南 老津
字岩塚 章南 老津
字後田 章南 老津
字大津下 章南 老津
字大津中 章南 老津
字沖田 章南 老津
字奥原 章南 老津
字御山塚 章南 老津
字籠田 章南 老津
字鎌倉 章南 老津
字桐原 章南 老津
字切山 章南 老津
字桂王 章南 老津
字今下 章南 老津
字根竜 章南 老津
字新池 章南 老津
字新田 章南 老津
字嵩山 章南 老津
字多門田 章南 老津
字飛原 章南 老津
字道林 章南 老津
字中北 章南 老津
字中原 1 番地 ～ 66 番地の 9999 章南 老津
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町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

オ 老津町 字中原 67 番地 ～ 70 番地の 9999 高豊 富士見 オ
74 番地 ～ 74 番地の 9999 高豊 富士見
77 番地 ～ 78 番地の 9999 高豊 富士見
83 番地 ～ 84 番地の 9999 高豊 富士見
100 番地 ～ 102 番地の 9999 高豊 富士見
105 番地 ～ 105 番地の 9999 高豊 富士見
109 番地の 3 ～ 109 番地の 9999 高豊 富士見
110 番地の 2 ～ 110 番地の 14 高豊 富士見
110 番地の 16 ～ 110 番地の 20 高豊 富士見
110 番地の 23 ～ 110 番地の 25 高豊 富士見
123 番地 ～ 129 番地の 9999 高豊 富士見

字中聖 章南 老津
字波入江 章南 老津
字西高縄 章南 老津
字西中尾 章南 老津
字西聖 章南 老津
字東高縄 章南 老津
字東中尾 章南 老津
字東原 章南 老津
字東聖 章南 老津
字前田 章南 老津
字的場 章南 老津
字丸山 章南 老津
字三嶋 章南 老津
字南原 章南 老津
字南山田 章南 老津
字宮脇 章南 老津
字明見 章南 老津
字向田 章南 老津
字明新 章南 老津
字森崎 章南 老津
字薬師前 章南 老津
字谷東 章南 老津
字山田 章南 老津
字山ノ神 章南 老津
字葭池 章南 老津
字南山 章南 老津
字山の神 章南 老津

老松町 5 番地 ～ 195 番地の 9999 青陵 旭
196 番地 ～ 197 番地の 9999 中部 向山

往完町 （全域） 羽田 羽根井
大井町 （全域） 中部 向山
大岩町 字荒古 二川 二川南

字岩田 二川 二川南
字大穴 二川 二川南
字行田 1 番地 ～ 5 番地の 9999 二川 二川南

13 番地 ～ 14 番地 二川 二川
字小山塚 二川 二川南
字北田 二川 二川南
字北元屋敷 二川 二川
字北山 4 番地 ～ 5 番地の 9999 二川 二川

6 番地 ～ 6 番地の 1 東部 飯村
6 番地の 2 二川 二川
6 番地の 3 東部 飯村
6 番地の 4 二川 二川
6 番地の 5 ～ 6 番地の 7 東部 飯村
6 番地の 8 ～ 6 番地の 9 二川 二川
6 番地の 10 ～ 6 番地の 18 東部 飯村
6 番地の 19 二川 二川
6 番地の 20 ～ 6 番地の 30 東部 飯村
6 番地の 31 二川 二川
6 番地の 32 ～ 6 番地の 33 東部 飯村
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町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

オ 大岩町 字北山 6 番地の 34 二川 二川 オ
6 番地の 35 ～ 6 番地の 61 東部 飯村
6 番地の 62 ～ 6 番地の 64 二川 二川
6 番地の 65 ～ 6 番地の 88 東部 飯村
6 番地の 89 ～ 6 番地の 92 二川 二川
6 番地の 93 ～ 6 番地の 102 東部 飯村
6 番地の 103 ～ 6 番地の 104 二川 二川
6 番地の 105 ～ 6 番地の 109 東部 飯村
6 番地の 110 二川 二川
6 番地の 111 ～ 6 番地の 115 東部 飯村
6 番地の 116 二川 二川
6 番地の 117 ～ 6 番地の 123 東部 飯村
6 番地の 124 二川 二川
6 番地の 125 ～ 6 番地の 153 東部 飯村
6 番地の 154 二川 二川
6 番地の 155 ～ 6 番地の 215 東部 飯村
6 番地の 216 ～ 6 番地の 218 二川 二川
6 番地の 219 ～ 6 番地の 232 東部 飯村
6 番地の 233 二川 二川
6 番地の 234 東部 飯村
6 番地の 235 ～ 6 番地の 236 二川 二川
6 番地の 237 ～ 6 番地の 263 東部 飯村
6 番地の 264 二川 二川
6 番地の 265 ～ 6 番地の 267 東部 飯村
6 番地の 268 二川 二川
6 番地の 269 ～ 6 番地の 466 東部 飯村
6 番地の 467 ～ 6 番地の 469 二川 二川
6 番地の 470 ～ 6 番地の 494 東部 飯村
6 番地の 495 ～ 6 番地の 496 二川 二川
6 番地の 497 ～ 6 番地の 504 東部 飯村
6 番地の 505 二川 二川
6 番地の 506 ～ 6 番地の 595 東部 飯村
6 番地の 596 二川 二川
6 番地の 597 ～ 6 番地の 777 東部 飯村
6 番地の 778 二川 二川
6 番地の 779 ～ 6 番地の 815 東部 飯村
6 番地の 816 二川 二川
6 番地の 817 ～ 6 番地の 865 東部 飯村
6 番地の 866 ～ 6 番地の 868 二川 二川
6 番地の 869 ～ 6 番地の 915 東部 飯村
6 番地の 916 ～ 6 番地の 917 二川 二川
6 番地の 918 ～ 6 番地の 930 東部 飯村
6 番地の 931 二川 二川
6 番地の 932 ～ 6 番地の 973 東部 飯村
6 番地の 976 ～ 6 番地の 1004 東部 飯村
6 番地の 1006 ～ 6 番地の 1012 東部 飯村
6 番地の 1014 ～ 6 番地の 1030 東部 飯村
6 番地の 1031 二川 二川
6 番地の 1032 ～ 6 番地の 1046 東部 飯村
6 番地の 1048 ～ 6 番地の 1049 東部 飯村
6 番地の 1051 ～ 6 番地の 1083 東部 飯村
6 番地の 1085 ～ 6 番地の 1086 東部 飯村
6 番地の 1089 ～ 6 番地の 1097 東部 飯村
6 番地の 1099 東部 飯村
6 番地の 1102 ～ 6 番地の 1114 東部 飯村
6 番地の 1117 ～ 6 番地の 1120 東部 飯村
6 番地の 1122 ～ 6 番地の 1193 東部 飯村
6 番地の 1198 ～ 6 番地の 1228 東部 飯村
6 番地の 1231 ～ 6 番地の 1234 東部 飯村
6 番地の 1236 二川 二川
6 番地の 1249 ～ 6 番地の 1252 東部 飯村
6 番地の 1273 ～ 6 番地の 1274 東部 飯村
6 番地の 1276 東部 飯村
6 番地の 1278 東部 飯村
6 番地の 1281 ～ 6 番地の 1283 東部 飯村
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オ 大岩町 字北山 6 番地の 1296 東部 飯村 オ
6 番地の 1302 ～ 6 番地の 1303 東部 飯村
6 番地の 1310 ～ 6 番地の 1341 東部 飯村
6 番地の 1343 ～ 6 番地の 1349 東部 飯村
6 番地の 1354 東部 飯村
6 番地の 1357 ～ 6 番地の 1358 東部 飯村
6 番地の 1361 ～ 6 番地の 1362 東部 飯村
6 番地の 1364 ～ 6 番地の 1404 東部 飯村
6 番地の 1410 東部 飯村
6 番地の 1421 ～ 6 番地の 1434 二川 二川
6 番地の 1447 ～ 6 番地の 1449 二川 二川
6 番地の 1460 東部 飯村
7 番地の 10 ～ 10 番地の 32 二川 二川
10 番地の 52 二川 二川
11 番地の 1 ～ 11 番地の 8 二川 二川
12 番地 ～ 41 番地の 9999 二川 二川
43 番地 ～ 43 番地の 9999 二川 二川
49 番地 ～ 120 番地の 9999 二川 二川
122 番地 ～ 141 番地の 6 二川 二川
142 番地 ～ 174 番地の 9999 二川 二川
183 番地 ～ 183 番地の 9999 二川 二川
187 番地 ～ 193 番地の 9999 二川 二川
195 番地 ～ 229 番地の 9999 東部 飯村
231 番地 ～ 240 番地の 9999 東部 飯村
245 番地 ～ 248 番地の 9999 二川 二川
250 番地 ～ 459 番地の 9999 二川 二川
460 番地の 1 ～ 460 番地の 3 二川 二川
461 番地 ～ 461 番地の 4 二川 二川
462 番地 ～ 520 番地の 9999 二川 二川
534 番地 ～ 567 番地の 9999 東部 飯村
568 番地 ～ 604 番地の 9999 二川 二川
655 番地 二川 二川

字久保田 1 番地 ～ 3 番地の 9999 二川 二川
4 番地の 1 二川 二川南
4 番地の 2 ～ 4 番地の 6 二川 二川
4 番地の 7 二川 二川南
4 番地の 8 ～ 4 番地の 10 二川 二川
4 番地の 11 ～ 4 番地の 87 二川 二川南
5 番地 ～ 7 番地の 9999 二川 二川
8 番地の 1 二川 二川南
8 番地の 2 ～ 8 番地の 3 二川 二川
9 番地の 1 二川 二川
9 番地の 2 二川 二川南
9 番地の 3 ～ 9 番地の 5 二川 二川
10 番地 ～ 21 番地の 9999 二川 二川
22 番地の 1 二川 二川南
22 番地の 2 ～ 22 番地の 3 二川 二川
22 番地の 4 ～ 22 番地の 5 二川 二川南
22 番地の 6 ～ 22 番地の 8 二川 二川
22 番地の 9 ～ 22 番地の 12 二川 二川南
22 番地の 13 二川 二川
22 番地の 14 二川 二川南
22 番地の 15 二川 二川
22 番地の 16 二川 二川南
22 番地の 17 ～ 22 番地の 29 二川 二川
23 番地の 1 二川 二川
23 番地の 2 二川 二川南
23 番地の 3 ～ 23 番地の 6 二川 二川
23 番地の 10 二川 二川南
23 番地の 13 二川 二川南
24 番地の 1 ～ 24 番地の 3 二川 二川
24 番地の 4 二川 二川南
24 番地の 5 ～ 24 番地の 7 二川 二川
25 番地 ～ 32 番地の 9999 二川 二川
33 番地の 1 ～ 33 番地の 2 二川 二川南
33 番地の 3 ～ 33 番地の 9 二川 二川
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オ 大岩町 字久保田 33 番地の 11 二川 二川南 オ
34 番地 ～ 34 番地の 9999 二川 二川
35 番地 ～ 47 番地の 9999 二川 二川南
48 番地 二川 二川
48 番地の 1 二川 二川南
48 番地の 3 二川 二川
48 番地の 4 ～ 48 番地の 5 二川 二川南
48 番地の 6 ～ 48 番地の 7 二川 二川
48 番地の 8 二川 二川南
48 番地の 9 ～ 48 番地の 27 二川 二川
48 番地の 28 ～ 48 番地の 36 二川 二川南
48 番地の 37 ～ 48 番地の 45 二川 二川
48 番地の 46 ～ 48 番地の 69 二川 二川南
48 番地の 70 ～ 48 番地の 97 二川 二川
48 番地の 98 ～ 48 番地の 104 二川 二川南
48 番地の 105 ～ 48 番地の 108 二川 二川
48 番地の 109 二川 二川南
48 番地の 110 ～ 48 番地の 116 二川 二川
48 番地の 117 二川 二川南
48 番地の 119 ～ 48 番地の 124 二川 二川
48 番地の 125 二川 二川南
48 番地の 126 ～ 48 番地の 141 二川 二川
48 番地の 142 ～ 48 番地の 149 二川 二川南
48 番地の 150 ～ 48 番地の 154 二川 二川
48 番地の 156 ～ 48 番地の 158 二川 二川南
48 番地の 159 ～ 48 番地の 161 二川 二川
48 番地の 162 二川 二川南
48 番地の 163 ～ 48 番地の 164 二川 二川
48 番地の 165 ～ 48 番地の 179 二川 二川南
48 番地の 180 ～ 48 番地の 181 二川 二川
48 番地の 182 二川 二川南
48 番地の 185 ～ 48 番地の 209 二川 二川
48 番地の 218 二川 二川
48 番地の 232 ～ 48 番地の 233 二川 二川
49 番地 ～ 61 番地の 9999 二川 二川南
62 番地 ～ 62 番地の 9999 二川 二川
66 番地 ～ 67 番地の 9999 二川 二川南
78 番地 ～ 78 番地 二川 二川
443 番地の 7 二川 二川南

字車田 二川 二川南
字黒下 二川 二川南
字境目 東部 飯村
字沢渡 1 番地 ～ 38 番地 二川 二川南

38 番地の 1 ～ 39 番地の 9999 二川 二川
40 番地 ～ 90 番地の 9999 二川 二川南
92 番地 4 二川 二川南

字下渡 二川 二川南
字菅池 二川 二川南
字高足道 1 番地 ～ 49 番地の 9999 二川 二川

50 番地 ～ 66 番地の 9999 二川 二川南
67 番地 ～ 69 番地の 9999 二川 二川
91 番地の 1 ～ 98 番地の 2 二川 二川

字反茂 二川 二川南
字佃 1 番地 ～ 13 番地の 9999 二川 二川南

14 番地 ～ 23 番地の 9999 二川 二川
24 番地 ～ 26 番地の 9999 二川 二川南

字西荒田 二川 二川南
字西郷内 二川 二川
字火打坂 4 番地 ～ 4 番地の 29 東部 飯村

4 番地の 30 ～ 4 番地の 31 二川 二川
4 番地の 32 ～ 4 番地の 40 東部 飯村
4 番地の 41 ～ 4 番地の 44 二川 二川
4 番地の 45 ～ 4 番地の 54 東部 飯村
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オ 大岩町 字火打坂 5 番地の 1 ～ 5 番地の 9 二川 二川 オ
5 番地の 10 ～ 5 番地の 12 東部 飯村
5 番地の 13 ～ 5 番地の 14 二川 二川
5 番地の 15 東部 飯村
5 番地の 16 二川 二川
5 番地の 17 ～ 5 番地の 21 東部 飯村
5 番地の 22 二川 二川
5 番地の 23 東部 飯村
5 番地の 24 ～ 5 番地の 30 二川 二川
5 番地の 31 ～ 5 番地の 32 東部 飯村
5 番地の 33 ～ 5 番地の 34 二川 二川
5 番地の 35 ～ 5 番地の 40 東部 飯村
5 番地の 41 二川 二川
5 番地の 42 ～ 5 番地の 47 東部 飯村
6 番地 ～ 18 番地の 9999 二川 二川
19 番地 東部 飯村
19 番地の 1 二川 二川
19 番地の 2 東部 飯村
19 番地の 3 二川 二川
19 番地の 4 ～ 19 番地の 6 東部 飯村
19 番地の 7 二川 二川
19 番地の 8 ～ 19 番地の 10 東部 飯村
19 番地の 11 ～ 19 番地の 13 二川 二川
19 番地の 14 ～ 19 番地の 15 東部 飯村
19 番地の 16 ～ 19 番地の 18 二川 二川
19 番地の 21 ～ 19 番地の 24 東部 飯村
19 番地の 25 ～ 19 番地の 36 二川 二川
19 番地の 38 ～ 19 番地の 50 東部 飯村
19 番地の 51 ～ 19 番地の 53 二川 二川
19 番地の 54 ～ 19 番地の 55 東部 飯村
19 番地の 56 二川 二川
19 番地の 57 ～ 19 番地の 60 東部 飯村
19 番地の 63 東部 飯村
20 番地 ～ 23 番地の 9999 二川 二川
24 番地 ～ 25 番地の 9999 東部 飯村
26 番地 ～ 26 番地の 4 二川 二川
26 番地の 5 東部 飯村
26 番地の 6 ～ 26 番地の 9999 二川 二川
27 番地 ～ 68 番地の 9999 東部 飯村
69 番地 ～ 97 番地の 9999 二川 二川

字東荒田 二川 二川南
字東郷内 二川 二川
字東畑 二川 二川南
字本郷 二川 二川南
字前荒田 二川 二川南
字前田 二川 二川南
字曲松 二川 二川南
字南町裏 二川 二川
字南元屋敷 二川 二川
字火打坂南 二川 二川

大崎町 （全域） 南稜 大崎
大清水町 字大清水 南稜 大清水

字彦坂 南稜 大清水 　
字娵田 1 番地の 2 ～ 5 番地の 10 南稜 大清水

5 番地の 11 南稜 植田
5 番地の 12 ～ 5 番地の 20 南稜 大清水
6 番地 ～ 37 番地の 9999 南稜 大清水
54 番地 南稜 大清水
74 番地 南稜 大清水

大手町 （全域） 中部 新川
大橋通一丁目 （全域） 豊城 松葉
大橋通二丁目 （全域） 豊城 松葉
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町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

オ 大橋通三丁目 （全域） 豊城 松葉 オ
大村町 （全域） 北部 大村
大山町 （全域） 南陽 磯辺
大脇町 （全域） 二川 二川
王ヶ崎町 字上原 南陽 中野

字王郷 南陽 磯辺
字北欠 南陽 磯辺
字北欠下 南陽 磯辺
字甲垂 南陽 中野
字汐崎 南陽 磯辺
字築山 南陽 中野
字八幡東 1 番地 ～ 48 番地の 9999 南陽 中野

49 番地 ～ 75 番地の 9999 南陽 磯辺
字八幡前 南陽 磯辺
字万福寺東 1 番地 ～ 17 番地の 9999 南陽 中野

18 番地 ～ 29 番地の 9999 南陽 磯辺
30 番地 ～ 70 番地の 9999 南陽 中野
71 番地 ～ 80 番地の 9999 南陽 磯辺
81 番地 ～ 84 番地の 9999 南陽 中野

字宮脇 南陽 磯辺
字四ッ塚 南陽 中野

カ 鍵田町 （全域） 南部 福岡 カ
鍛冶町 （全域） 豊城 八町
春日町一丁目 （全域） 豊岡 豊
春日町二丁目 （全域） 豊岡 豊
曲尺手町 （全域） 豊城 八町
上伝馬町 （全域） 豊城 松葉
神ノ輪町 （全域） 南陽 中野
鴨田町 （全域） 南部 福岡
賀茂町 （全域） 石巻 賀茂
萱町 （全域） 中部 松山

※ 60 番地のみ 豊城 松葉
川崎町 （全域） 北部 津田
瓦町 （字なし） 1 番地 ～ 39 番地の 9999 中部 向山

40 番地 ～ 40 番地の 1 青陵 旭
40 番地の 2 中部 向山
40 番地の 3 ～ 49 番地の 9999 青陵 旭
50 番地 ～ 137 番地の 9999 中部 向山

字道下 青陵 旭
字宮下 青陵 旭
字臨済寺前 11 番地 ～ 11 番地の 9999 青陵 旭

15 番地 ～ 15 番地の 9999 中部 向山
36 番地 ～ 36 番地の 9999 青陵 旭
91 番地 ～ 91 番地の 9999 青陵 旭

瓦町通一丁目 1 番地 ～ 1 番地の 9999 青陵 旭
2 番地 ～ 2 番地の 9999 中部 向山
3 番地の 1 青陵 旭
3 番地の 2 中部 向山
4 番地の 1 青陵 旭
4 番地の 2 中部 向山
5 番地 青陵 旭
5 番地の 1 中部 向山
5 番地の 2 青陵 旭
5 番地の 18 中部 向山
6 番地 ～ 7 番地の 9999 青陵 旭
8 番地 ～ 9 番地の 9999 中部 向山
10 番地 ～ 10 番地の 9999 青陵 旭
11 番地 ～ 13 番地の 9999 中部 向山
14 番地 ～ 16 番地の 9999 青陵 旭
17 番地 ～ 86 番地の 9999 中部 向山

瓦町通二丁目 （全域） 中部 向山

キ 北岩田一丁目 （全域） 東陽 岩田 キ
北岩田二丁目 （全域） 東陽 岩田 ※
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町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

キ 北丘町 字北丘 1 番地 ～ 2 番地の 9999 南部 栄 キ
5 番地 ～ 6 番地の 9999 南部 福岡

北側町 （全域） 羽田 花田
北島町 （全域） 豊城 松葉
北山町 （全域） 南部 栄
絹田町 （全域） 豊城 松葉
清須町 （全域） 北部 津田

ク 草間町 字郷裏 南陽 中野 ク
字郷西 南陽 磯辺
字平東 南陽 中野
字平南 南陽 中野
字大応寺前 南陽 磯辺
字寺東 南陽 磯辺
字東郷 南陽 磯辺
字二本松 南陽 磯辺
字東山 1 番地 ～ 74 番地の 9999 南陽 磯辺

75 番地 ～ 138 番地の 9999 南部 栄
139 番地 ～ 160 番地の 9999 南陽 磯辺

ケ 下条西町 （全域） 青陵 下条 ケ
下条東町 （全域） 青陵 下条

コ 小池町 （字なし） 1 番地 ～ 1 番地の 6 南部 福岡 コ
2 番地 ～ 62 番地の 9999 南部 福岡
63 番地 ～ 63 番地の 9999 南部 栄
64 番地 ～ 119 番地の 9999 南部 福岡
201 番地の 1 南部 福岡

字安海戸 南部 福岡
字上ノ山 南部 福岡
字下リ戸 南部 福岡
字鍵田 南部 福岡
字鴨田 南部 福岡
字上田 南部 福岡
字角田 南部 福岡
字西海戸 南部 福岡
字原下 南部 福岡
字深田 南部 福岡
字曲田 南部 福岡
字山田川 南部 福岡

小島町 字荒巻 五並 小沢
字池ノ谷 五並 小沢
字芋ヶ谷 五並 小沢
字海見坂 五並 小沢
字大舟 五並 小沢
字柿木塚 五並 小沢
字上田濃 五並 小沢
字北出口 五並 小沢
字小判田 五並 小沢
字小舟 五並 小沢
字沢ノ神 五並 小沢
字下田濃 五並 小沢
字寂円 五並 小沢
字蛇ノ髭 五並 小沢
字神田 五並 小沢
字砂田 五並 小沢
字高橋 五並 小沢
字峠 五並 小沢
字西十三本 五並 小沢
字西峠 五並 小沢
字西中沢 五並 小沢
字西縄口 二川 二川南
字西蛭藻 五並 小沢
字東十三本 五並 小沢
字東峠 五並 小沢
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コ 小島町 字東中沢 五並 小沢 コ
字東縄口 五並 小沢
字東浜 五並 小沢
字蛭藻 五並 小沢
字抱ノ木 五並 小沢
字本田 五並 小沢
字前田 五並 小沢
字南島 五並 小沢
字南出口 五並 小沢
字宮ノ谷 五並 小沢
字谷ノ上 五並 小沢
字斧取 五並 小沢
字若宮 五並 小沢
字柿ノ木塚 五並 小沢
字蛇髭 五並 小沢

小畷町 （全域） 中部 新川
小浜町 （全域） 南陽 中野
駒形町 （全域） 南陽 磯辺
小松町 （全域） 南部 栄
小松原町 （全域） 五並 小沢
小向町 （全域） 吉田方 吉田方 ※
菰口町一丁目 （全域） 吉田方 吉田方 ※
菰口町二丁目 （全域） 吉田方 吉田方 ※
菰口町三丁目 （全域） 吉田方 吉田方 ※
菰口町四丁目 （全域） 吉田方 吉田方 ※
菰口町五丁目 （全域） 吉田方 吉田方 ※
菰口町六丁目 （全域） 吉田方 吉田方 ※
呉服町 （全域） 中部 新川

サ 西郷町 （全域） 青陵 東田 サ
栄町 （全域） 青陵 東田
佐藤町 （全域） 東部 岩西
佐藤一丁目 （全域） 中部 つつじが丘
佐藤二丁目 （全域） 東部 つつじが丘
佐藤三丁目 （全域） 東部 つつじが丘
佐藤四丁目 （全域） 東部 つつじが丘
佐藤五丁目 （全域） 東部 つつじが丘
三本木町 （全域） 本郷 高師

シ 潮崎町 （全域） 南陽 中野 シ
東雲町 1 番地 ～ 12 番地の 9999 青陵 旭

13 番地 ～ 48 番地の 5 青陵 東田
48 番地の 11 青陵 東田
49 番地 ～ 55 番地の 1 青陵 東田
56 番地 ～ 172 番地の 9999 青陵 東田

下五井町 （全域） 北部 津田
下地町 （全域） 北部 下地
下地町一丁目 （全域） 北部 下地
下地町二丁目 （全域） 北部 下地
下地町三丁目 （全域） 北部 下地
下地町四丁目 （全域） 北部 下地
下地町五丁目 （全域） 北部 下地
白河町 （全域） 羽田 羽根井
城下町 （全域） 高豊 豊南
城山町 （全域） 南陽 磯辺
新川町 （全域） 中部 松山
新栄町 （全域） 吉田方 吉田方 ※
新西浜町 （全域） 前芝 前芝
新本町 1 番地 ～ 57 番地の 9999 豊城 松葉

58 番地 ～ 70 番地の 9999 中部 松山
71 番地 ～ 71 番地の 9999 豊城 松葉
72 番地 ～ 143 番地の 9999 中部 松山
144 番地 ～ 144 番地の 9999 豊城 松葉

神明町 （全域） 中部 新川

15ページ



町  名 字  名 中学校 小学校番                    地

シ 新吉町 （全域） 中部 新川 シ
神野新田町 字イノ割 牟呂 牟呂

字ロノ割 牟呂 牟呂
字ハノ割 牟呂 牟呂
字ニノ割 牟呂 牟呂
字ホノ割 牟呂 牟呂
字ヘノ割 牟呂 牟呂
字トノ割 牟呂 牟呂
字チノ割 牟呂 牟呂
字リノ割 牟呂 牟呂
字ヌノ割 牟呂 牟呂
字ルノ割 牟呂 牟呂
字ヲノ割 牟呂 牟呂
字ワノ割 牟呂 牟呂
字カノ割 牟呂 牟呂
字ヨノ割 牟呂 牟呂
字タノ割 牟呂 牟呂
字レノ割 牟呂 牟呂
字ソノ割 牟呂 牟呂
字ツノ割 牟呂 牟呂
字子ノ割 牟呂 牟呂
字ナノ割 牟呂 牟呂
字ラノ割 牟呂 牟呂
字ムノ割 牟呂 牟呂
字ウノ割 牟呂 牟呂
字ヰノ割 牟呂 牟呂
字ノノ割 牟呂 牟呂
字オノ割 牟呂 牟呂
字クノ割 牟呂 牟呂
字ヤノ割 牟呂 牟呂
字マノ割 牟呂 牟呂
字ケノ割 牟呂 牟呂
字フノ割 牟呂 牟呂
字コノ割 牟呂 牟呂
字エノ割 牟呂 牟呂
字テノ割 牟呂 牟呂
字アノ割 牟呂 牟呂
字サノ割 牟呂 牟呂
字キノ割 牟呂 牟呂
字ユノ割 牟呂 牟呂
字メノ割 吉田方 吉田方
字ミノ割 吉田方 吉田方
字シノ割 吉田方 吉田方
字ヱノ割 吉田方 吉田方
字ヒノ割 吉田方 吉田方
字モノ割 吉田方 吉田方
字セノ割 吉田方 吉田方
字スノ割 吉田方 吉田方
字京ノ割 吉田方 吉田方
字江縁 南陽 磯辺
字沖ノ島 南陽 磯辺
字会所前 1 番地 ～ 80 番地の 9999 牟呂 汐田

81 番地 ～ 86 番地の 9999 南陽 磯辺
87 番地 ～ 87 番地の 9999 牟呂 汐田
88 番地 ～ 95 番地の 2 南陽 磯辺
95 番地の 3 牟呂 牟呂
95 番地の 4 ～ 98 番地の 9999 南陽 磯辺
99 番地 ～ 131 番地の 9999 牟呂 汐田
132 番地 ～ 143 番地の 9999 南陽 磯辺
144 番地 ～ 144 番地の 9999 牟呂 汐田

字品井潟 南陽 磯辺
字水神下 南陽 磯辺
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シ 神野新田町 字中島 南陽 磯辺 シ
字中洲 南陽 磯辺
字中道東 南陽 磯辺
字宮前 南陽 磯辺
字沖之島 南陽 磯辺

神野西町一丁目 （全域） 牟呂 牟呂
神野ふ頭町 （全域） 牟呂 牟呂

ス 杉山町 （全域） 章南 杉山 ス
嵩山町 （全域） 石巻 嵩山
住吉町 1 番地 ～ 24 番地の 9999 青陵 東田

25 番地 ～ 211 番地の 9999 青陵 旭

セ 関屋町 （全域） 豊城 松葉 セ
タ 高師石塚町 （全域） 南部 栄 タ
高師町 字奥山田 東部 岩西

字小野 高師台 幸
字北新切 本郷 芦原
字北原 1 番地の 4 ～ 1 番地の 56 本郷 芦原

1 番地の 57 ～ 1 番地の 58 南部 栄
1 番地の 59 ～ 1 番地の 66 本郷 芦原
1 番地の 72 ～ 1 番地の 90 南部 栄
1 番地の 91 ～ 1 番地の 92 東部 岩西
1 番地の 95 ～ 1 番地の 104 東部 岩西
1 番地の 107 ～ 1 番地の 110 東部 岩西
1 番地の 112 ～ 1 番地の 116 東部 岩西
1 番地の 130 ～ 1 番地の 137 東部 岩西
2 番地 ～ 11 番地の 9999 東部 岩西
13 番地 ～ 16 番地の 9999 東部 岩西
25 番地 東部 岩西
33 番地 ～ 49 番地の 9999 本郷 芦原
111 番地の 1 東部 岩西

字清水 東部 岩西
字水神 東部 岩西
字西沢 本郷 芦原
字丸田 東部 岩西

高師本郷町 （全域） 本郷 高師
高洲町 （全域） 吉田方 吉田方
高田町 （全域） 高師台 幸 ※
高塚町 （全域） 高豊 高根
忠興一丁目 （全域） 東陵 鷹丘
忠興二丁目 （全域） 東陵 鷹丘
忠興三丁目 （全域） 東陵 鷹丘
立花町 （全域） 羽田 羽根井
多米町 字赤岩山 東陽 多米

字神石 東陽 多米
字北田 東陽 多米
字北脇 東陽 多米
字五反田 東陽 多米
字沢尻 東陽 多米
字蝉川 1 番地の 2 ～ 3 番地の 3 東陽 多米

18 番地 ～ 33 番地の 3 東陽 多米
33 番地の 4 ～ 33 番地の 8 東陵 鷹丘
33 番地の 9 ～ 33 番地の 28 東陽 多米
33 番地の 29 東陵 鷹丘
33 番地の 30 ～ 33 番地の 31 東陽 多米
33 番地の 32 東陵 鷹丘
33 番地の 33 ～ 33 番地の 38 東陽 多米
33 番地の 39 東陵 鷹丘
33 番地の 40 ～ 33 番地の 48 東陽 多米
33 番地の 49 東陵 鷹丘
33 番地の 50 ～ 33 番地の 59 東陽 多米
33 番地の 60 東陵 鷹丘
33 番地の 61 ～ 33 番地の 64 東陽 多米
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タ 多米町 字蝉川 33 番地の 65 東陵 鷹丘 タ
33 番地の 66 東陽 多米
33 番地の 67 東陵 鷹丘
33 番地の 68 東陽 多米
33 番地の 69 ～ 33 番地の 75 東陵 鷹丘
33 番地の 76 ～ 33 番地の 88 東陽 多米
33 番地の 89 ～ 33 番地の 91 東陵 鷹丘
33 番地の 92 ～ 33 番地の 123 東陽 多米
33 番地の 124 東陵 鷹丘
33 番地の 125 ～ 33 番地の 135 東陽 多米
33 番地の 136 東陵 鷹丘
33 番地の 137 東陽 多米
33 番地の 138 ～ 33 番地の 139 東陵 鷹丘
33 番地の 140 ～ 33 番地の 143 東陽 多米
33 番地の 144 ～ 33 番地の 146 東陵 鷹丘
33 番地の 147 ～ 33 番地の 148 東陽 多米
33 番地の 149 東陵 鷹丘
33 番地の 150 ～ 33 番地の 152 東陽 多米
33 番地の 153 ～ 33 番地の 154 東陵 鷹丘
33 番地の 155 ～ 33 番地の 156 東陽 多米
33 番地の 157 東陵 鷹丘
33 番地の 158 ～ 33 番地の 170 東陽 多米
33 番地の 171 ～ 33 番地の 172 東陵 鷹丘
33 番地の 173 ～ 33 番地の 174 東陽 多米
33 番地の 175 東陵 鷹丘
33 番地の 176 東陽 多米
33 番地の 177 ～ 33 番地の 178 東陵 鷹丘
33 番地の 179 東陽 多米
33 番地の 180 ～ 33 番地の 181 東陵 鷹丘
33 番地の 182 ～ 33 番地の 183 東陽 多米
33 番地の 184 東陵 鷹丘
33 番地の 185 ～ 33 番地の 211 東陽 多米
33 番地の 212 ～ 33 番地の 213 東陵 鷹丘
33 番地の 214 ～ 33 番地の 216 東陽 多米
33 番地の 217 東陵 鷹丘
33 番地の 218 ～ 33 番地の 240 東陽 多米
33 番地の 241 ～ 33 番地の 242 東陵 鷹丘
33 番地の 243 東陽 多米
33 番地の 244 東陵 鷹丘
33 番地の 245 ～ 33 番地の 252 東陽 多米
33 番地の 253 東陵 鷹丘
33 番地の 254 ～ 33 番地の 263 東陽 多米
33 番地の 264 ～ 33 番地の 266 東陵 鷹丘
33 番地の 267 ～ 33 番地の 281 東陽 多米
33 番地の 282 東陵 鷹丘
33 番地の 283 ～ 33 番地の 300 東陽 多米
33 番地の 301 ～ 33 番地の 302 東陵 鷹丘
33 番地の 303 ～ 33 番地の 309 東陽 多米
33 番地の 310 ～ 33 番地の 311 東陵 鷹丘
33 番地の 312 ～ 33 番地の 317 東陽 多米
33 番地の 318 東陵 鷹丘
33 番地の 319 ～ 33 番地の 320 東陽 多米
33 番地の 321 ～ 33 番地の 322 東陵 鷹丘
33 番地の 323 ～ 33 番地の 329 東陽 多米
33 番地の 330 ～ 33 番地の 331 東陵 鷹丘
33 番地の 332 ～ 33 番地の 339 東陽 多米
33 番地の 340 東陵 鷹丘
33 番地の 341 ～ 33 番地の 351 東陽 多米
33 番地の 352 東陵 鷹丘
33 番地の 353 東陽 多米
33 番地の 354 ～ 33 番地の 358 東陵 鷹丘
33 番地の 359 東陽 多米
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タ 多米町 字蝉川 33 番地の 360 ～ 33 番地の 368 東陵 鷹丘 タ
33 番地の 369 東陽 多米
33 番地の 370 東陵 鷹丘
33 番地の 371 ～ 33 番地の 383 東陽 多米
33 番地の 384 東陵 鷹丘
33 番地の 385 東陽 多米
33 番地の 386 ～ 33 番地の 387 東陵 鷹丘
33 番地の 388 ～ 33 番地の 390 東陽 多米
33 番地の 391 ～ 33 番地の 396 東陵 鷹丘
33 番地の 397 東陽 多米
33 番地の 398 ～ 33 番地の 402 東陵 鷹丘
33 番地の 403 ～ 33 番地の 406 東陽 多米
33 番地の 407 東陵 鷹丘
33 番地の 408 ～ 33 番地の 410 東陽 多米
33 番地の 411 ～ 33 番地の 414 東陵 鷹丘
33 番地の 415 ～ 33 番地の 445 東陽 多米
33 番地の 446 東陵 鷹丘
33 番地の 447 ～ 33 番地の 448 東陽 多米
33 番地の 449 ～ 33 番地の 451 東陵 鷹丘
33 番地の 452 ～ 33 番地の 481 東陽 多米
33 番地の 484 東陽 多米
33 番地の 487 東陵 鷹丘
33 番地の 495 東陽 多米
33 番地の 607 東陽 多米
33 番地の 629 東陽 多米

字滝ノ谷 東陽 多米
字大門 東陽 多米
字塚原 東陽 多米
字坪尻 東陽 多米
字寺門 東陽 多米
字野中 東陽 多米
字東脇 東陽 多米
字広畑 東陽 多米
字福田 東陽 多米
字南脇 東陽 多米
字柳原 東陽 多米

多米中町一丁目 （全域） 東陽 多米
多米中町二丁目 （全域） 東陽 多米
多米中町三丁目 （全域） 東陽 多米
多米中町四丁目 （全域） 東陽 多米
多米西町一丁目 （全域） 東陽 多米
多米西町二丁目 （全域） 東陽 多米
多米西町三丁目 （全域） 東陽 多米
多米東町一丁目 （全域） 東陽 多米
多米東町二丁目 （全域） 東陽 多米
多米東町三丁目 （全域） 東陽 多米
大国町 （全域） 中部 松山
談合町 （全域） 豊城 八町

ツ 築地町 （全域） 羽田 花田 ツ
つつじが丘一丁目 （全域） 中部 つつじが丘
つつじが丘二丁目 （全域） 中部 つつじが丘
つつじが丘三丁目 （全域） 中部 つつじが丘

テ 寺沢町 （全域） 五並 小沢 テ
天伯町 （全域） 高師台 天伯
伝馬町 1 番地 ～ 31 番地の 9999 中部 向山

32 番地 豊岡 豊
32 番地の 1 中部 向山
32 番地の 2 ～ 33 番地 豊岡 豊
33 番地の 1 中部 向山
33 番地の 2 ～ 33 番地の 9999 豊岡 豊
34 番地 ～ 45 番地の 9999 中部 向山
46 番地 ～ 47 番地の 9999 豊岡 豊
48 番地 ～ 58 番地の 9999 中部 向山
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テ 伝馬町 59 番地 ～ 62 番地の 9999 豊岡 豊 テ
63 番地 ～ 64 番地の 2 中部 向山
64 番地の 3 豊岡 豊
65 番地 ～ 100 番地の 9999 豊岡 豊
101 番地 ～ 106 番地の 9999 中部 向山
107 番地 ～ 109 番地の 9999 豊岡 豊
110 番地 ～ 168 番地の 9999 中部 向山
169 番地 ～ 202 番地の 9999 豊岡 豊
203 番地 ～ 212 番地の 9999 中部 向山
213 番地 ～ 226 番地の 9999 豊岡 豊
227 番地 ～ 228 番地の 9999 中部 向山
229 番地 ～ 232 番地の 9999 豊岡 豊
233 番地 ～ 235 番地の 9999 中部 向山

ト 東光町 （全域） 豊岡 岩田 ト
東郷町 （全域） 青陵 東田
富本町 （全域） 南部 福岡
豊岡町 1 番地 ～ 165 番地の 9999 豊岡 岩田

166 番地 ～ 166 番地の 9999 豊岡 豊
167 番地 ～ 176 番地の 9999 豊岡 岩田
177 番地 ～ 177 番地の 9999 豊岡 豊
178 番地 ～ 179 番地の 9999 豊岡 岩田
180 番地 ～ 180 番地の 9999 豊岡 豊
181 番地 ～ 196 番地の 9999 豊岡 岩田
197 番地 ～ 219 番地の 9999 豊岡 豊

問屋町 （全域） 吉田方 吉田方
堂浦町 （全域） 南部 福岡
堂坂町 （全域） 南部 福岡

ナ 中岩田一丁目 （全域） 豊岡 岩田 ナ
中岩田二丁目 （全域） 豊岡 岩田
中岩田三丁目 （全域） 豊岡 岩田 ※
中岩田四丁目 （全域） 豊岡 岩田
中岩田五丁目 （全域） 豊岡 岩田
中岩田六丁目 （全域） 豊岡 岩田
中郷町 （全域） 羽田 羽根井
中柴町 （全域） 中部 松山
中世古町 （全域） 中部 新川
中野町 字大原 南陽 磯辺

字上新切 南陽 中野
字欠 南陽 磯辺
字平北 南陽 中野
字平西 南陽 中野
字中原 南陽 磯辺
字二本松西 南陽 磯辺
字野中 南陽 磯辺
官有地 南陽 中野

仲ノ町 （全域） 豊岡 豊
中橋良町 （全域） 南部 福岡
中浜町 （全域） 南陽 中野
中原町 （全域） 二川 谷川
中松山町 （全域） 中部 松山
長瀬町 （全域） 北部 大村
浪ノ上町 （全域） 青陵 牛川

ニ 西赤沢町 字大坂 高豊 豊南 ニ
字大堀 高豊 豊南
字根入 高豊 豊南
字郷ノ内 高豊 豊南
字神出 高豊 豊南
字深山 40 番地 ～ 56 番地の 9999 高豊 富士見

64 番地 ～ 82 番地の 9999 高豊 富士見
83 番地の 9 ～ 156 番地の 9999 高豊 富士見
167 番地 ～ 207 番地の 9999 高豊 富士見
208 番地 ～ 232 番地の 9999 高豊 豊南
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ニ 西赤沢町 字堂田 高豊 豊南 ニ
字原山 高豊 豊南
字東浦 高豊 豊南
字堀尻 高豊 豊南
字道下 高豊 豊南
字南ノ谷 高豊 豊南
字横根 高豊 豊南
字池見 高豊 豊南
字神田 高豊 豊南
字万場 高豊 豊南

西岩田一丁目 （全域） 豊岡 豊
西岩田二丁目 （全域） 豊岡 豊
西岩田三丁目 （全域） 豊岡 豊
西岩田四丁目 （全域） 豊岡 豊
西岩田五丁目 （全域） 豊岡 豊
西岩田六丁目 （全域） 豊岡 豊
西小鷹野一丁目 （全域） 東陵 鷹丘
西小鷹野二丁目 （全域） 東陵 鷹丘
西小鷹野三丁目 （全域） 東陵 鷹丘
西小鷹野四丁目 （全域） 東陵 鷹丘
西小田原町 （全域） 中部 松山
錦町 （全域） 羽田 羽根井
西口町 字土橋 1 番地 ～ 1 番地の 4 東部 飯村

1 番地の 5 ～ 1 番地の 6 東部 岩西
1 番地の 7 ～ 1 番地の 9 東部 飯村
1 番地の 10 ～ 1 番地の 12 東部 岩西
1 番地の 14 ～ 1 番地の 16 東部 飯村
1 番地の 18 東部 岩西
1 番地の 19 ～ 1 番地の 20 東部 飯村
1 番地の 21 東部 岩西
1 番地の 22 ～ 1 番地の 34 東部 飯村
1 番地の 37 ～ 1 番地の 41 東部 飯村
1 番地の 47 東部 飯村
2 番地 ～ 3 番地の 9999 東部 飯村
5 番地 ～ 16 番地の 9999 東部 飯村
18 番地 ～ 21 番地の 9999 東部 飯村
23 番地 ～ 26 番地の 9999 東部 飯村
29 番地の 1 ～ 41 番地の 9999 東部 岩西
44 番地 ～ 45 番地の 9999 東部 岩西
47 番地 ～ 48 番地の 9999 東部 岩西
51 番地の 2 ～ 51 番地の 9999 東部 飯村
53 番地 ～ 54 番地の 1 東部 岩西
54 番地の 2 東部 飯村
54 番地の 4 ～ 54 番地の 6 東部 岩西
55 番地 ～ 56 番地の 9999 東部 岩西
57 番地 ～ 58 番地の 9999 東部 飯村

字西ノ口 1 番地 ～ 3 番地の 9999 東部 飯村
4 番地 ～ 4 番地の 9999 東部 岩西
5 番地の 1 東部 飯村
5 番地の 2 東部 岩西
5 番地の 4 ～ 5 番地の 6 東部 飯村
5 番地の 8 東部 岩西
5 番地の 9 東部 飯村
5 番地の 12 ～ 5 番地の 13 東部 岩西
5 番地の 15 ～ 5 番地の 18 東部 飯村
6 番地 ～ 6 番地の 9999 東部 飯村
7 番地 ～ 8 番地の 9 東部 岩西
8 番地の 10 東部 飯村
8 番地の 15 ～ 8 番地の 18 東部 岩西
8 番地の 19 東部 飯村
8 番地の 20 ～ 8 番地の 41 東部 岩西
9 番地 ～ 9 番地の 9999 東部 岩西
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ニ 西口町 字西ノ口 11 番地 ～ 11 番地の 9999 東部 岩西 ニ
14 番地 ～ 21 番地の 9999 東部 岩西
23 番地 ～ 35 番地の 9999 東部 岩西
37 番地 ～ 42 番地の 9999 東部 岩西
44 番地 ～ 46 番地の 9999 東部 岩西
47 番地 ～ 47 番地の 9999 東部 飯村
49 番地 ～ 50 番地の 9999 東部 岩西
52 番地 ～ 54 番地の 9999 東部 岩西

字元茶屋 1 番地 ～ 4 番地の 9999 東部 飯村
5 番地の 1 ～ 6 番地の 1 東部 岩西
6 番地の 2 東部 飯村
7 番地の 1 東部 飯村
7 番地の 2 東部 岩西
8 番地の 1 東部 飯村
8 番地の 2 東部 岩西
8 番地の 4 東部 飯村
9 番地 ～ 10 番地の 1 東部 岩西
10 番地の 2 東部 飯村
10 番地の 3 東部 岩西
11 番地の 1 ～ 27 番地の 9999 東部 岩西
28 番地の 1 ～ 30 番地の 1 東部 飯村
30 番地の 2 東部 岩西
31 番地の 1 東部 飯村
31 番地の 2 東部 岩西
32 番地の 1 東部 岩西
32 番地の 2 東部 飯村
33 番地 ～ 36 番地の 1 東部 岩西
36 番地の 2 東部 飯村
37 番地の 1 東部 岩西
37 番地の 2 東部 飯村
38 番地の 1 ～ 58 番地の 9999 東部 岩西
60 番地 ～ 61 番地の 9999 東部 岩西
63 番地 ～ 65 番地の 1 東部 岩西
65 番地の 3 ～ 66 番地の 2 東部 岩西
66 番地の 4 ～ 83 番地の 19 東部 岩西
84 番地 ～ 86 番地の 9999 東部 岩西
92 番地 ～ 92 番地の 9999 東部 岩西
93 番地の 2 東部 岩西
93 番地の 4 ～ 93 番地の 5 東部 岩西

官有地 東部 岩西
西小池町 （全域） 南部 福岡
西新町 （全域） 豊城 八町
西高師町 字大坪 本郷 芦原

字奥谷 本郷 芦原
字小谷 1 番地 ～ 3 番地の 9999 本郷 高師

4 番地 ～ 5 番地の 1 本郷 芦原
5 番地の 2 本郷 高師
5 番地の 6 本郷 高師
6 番地 ～ 18 番地の 9999 本郷 芦原
19 番地 ～ 20 番地の 9999 本郷 高師
21 番地 ～ 25 番地の 9999 本郷 芦原
26 番地の 1 本郷 高師
26 番地の 2 ～ 26 番地の 14 本郷 芦原
26 番地の 17 ～ 26 番地の 22 本郷 芦原
27 番地 ～ 27 番地の 3 本郷 高師
27 番地の 4 ～ 27 番地の 7 本郷 芦原
28 番地 ～ 29 番地の 9999 本郷 高師
30 番地の 1.3.4.6.8.9.10.11.14.15 本郷 芦原
30 番地の 2 本郷 高師
30 番地の 5 本郷 芦原
31 番地 ～ 31 番地の 9999 本郷 高師
32 番地 ～ 32 番地の 9999 本郷 芦原
33 番地 ～ 41 番地の 9999 本郷 高師
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ニ 西高師町 字小谷 42 番地 ～ 46 番地の 9999 本郷 芦原 ニ
47 番地 ～ 47 番地の 9999 本郷 高師
48 番地 ～ 48 番地の 9999 本郷 芦原
49 番地 ～ 49 番地の 9999 本郷 高師
50 番地 ～ 50 番地の 9999 本郷 芦原
51 番地 ～ 55 番地の 9999 本郷 高師
56 番地 本郷 芦原
56 番地の 1 ～ 56 番地の 6 本郷 高師
57 番地 ～ 57 番地の 9999 本郷 高師
58 番地 ～ 58 番地の 5 本郷 芦原
58 番地の 6 ～ 58 番地の 10 本郷 高師
59 番地 ～ 62 番地の 9999 本郷 芦原
63 番地 ～ 63 番地の 1 本郷 高師
63 番地の 2 本郷 芦原
63 番地の 3 本郷 高師
64 番地 ～ 64 番地の 1 本郷 高師
64 番地の 2 本郷 芦原
64 番地の 3 ～ 64 番地の 4 本郷 高師
65 番地 ～ 65 番地の 1 本郷 高師
65 番地の 2 本郷 芦原
65 番地の 3 ～ 65 番地の 7 本郷 高師
66 番地 ～ 68 番地の 1 本郷 高師
68 番地の 2 本郷 芦原
68 番地の 3 ～ 68 番地の 7 本郷 高師
69 番地 ～ 72 番地の 1 本郷 高師
72 番地の 2 本郷 芦原
72 番地の 3 ～ 72 番地の 12 本郷 高師
73 番地 ～ 73 番地の 2 本郷 芦原
73 番地の 3 ～ 73 番地の 4 本郷 高師
74 番地 ～ 74 番地の 9999 本郷 高師
75 番地 ～ 75 番地の 9999 本郷 芦原
76 番地 ～ 104 番地の 9999 本郷 高師
105 番地 ～ 110 番地の 9999 本郷 芦原

字沢向 本郷 芦原
字津森 1 番地 ～ 99 番地の 9999 本郷 芦原

100 番地 ～ 100 番地の 1 本郷 高師
100 番地の 2 本郷 芦原
101 番地 ～ 112 番地の 1 本郷 芦原
112 番地の 2 ～ 112 番地の 3 本郷 高師
112 番地の 4 ～ 112 番地の 16 本郷 芦原
112 番地の 17 ～ 112 番地の 27 本郷 高師
112 番地の 28 ～ 112 番地の 31 本郷 芦原
112 番地の 32 ～ 112 番地の 33 本郷 高師
112 番地の 34 ～ 112 番地の 38 本郷 芦原
112 番地の 39 ～ 112 番地の 40 本郷 高師
112 番地の 41 ～ 112 番地の 44 本郷 芦原
112 番地の 45 本郷 高師
112 番地の 46 ～ 112 番地の 49 本郷 芦原
112 番地の 50 ～ 112 番地の 52 本郷 高師
112 番地の 53 本郷 芦原
112 番地の 54 本郷 高師
112 番地の 55 ～ 112 番地の 63 本郷 芦原
113 番地 ～ 114 番地の 9999 本郷 高師
115 番地 ～ 115 番地の 9999 本郷 芦原
116 番地 ～ 116 番地の 9999 本郷 高師
117 番地 ～ 118 番地の 9999 本郷 芦原
119 番地 ～ 123 番地の 9999 本郷 高師
124 番地 ～ 125 番地の 9999 本郷 芦原

字西浦 本郷 芦原
字白山 本郷 芦原
字船渡 本郷 芦原
字緑 本郷 芦原
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ニ 西高師町 字柚木 本郷 芦原 ニ
字奥ノ谷 本郷 芦原

西七根町 （全域） 高豊 高根
西橋良町 1 番地 ～ 14 番地の 9999 羽田 羽根井

15 番地 ～ 61 番地の 9999 南部 福岡
西羽田町 （全域） 羽田 花田
西浜町 （全域） 前芝 前芝
西松山町 （全域） 中部 松山
西幸町 （全域） 高師台 幸
西山町 （全域） 五並 細谷
仁連木町 （全域） 青陵 東田

ノ 野黒町 （全域） 羽田 羽根井 ノ
野田町 （全域） 吉田方 吉田方 ※
野依台一丁目 （全域） 南稜 野依
野依台二丁目 （全域） 南稜 大清水
野依町 字山中 南稜 野依

字八重屋舗 南稜 野依
字西川 南稜 野依
字新切 南稜 野依
字三割 南稜 野依
字向河原 南稜 野依
字西新屋 南稜 野依
字西中山 南稜 野依
字諏訪 南稜 野依
字東新切 南稜 野依
字西山 南稜 野依
字東山 南稜 野依
字井原 南稜 野依
字郷道 南稜 野依
字西新切 南稜 大清水
字南郷 南稜 野依
字中瀬古 南稜 野依
字東中山 南稜 野依
字東新谷 南稜 野依
字北 南稜 野依
字谷向 南稜 野依
字竹尾 南稜 野依
字神戸坂 南稜 野依
字藤山 南稜 野依
字上地 南稜 野依
字上藤ヶ谷 南稜 大清水
字上鷺田 南稜 野依
字神明山 南稜 野依
字西物草 南稜 野依
字森下 南稜 野依
字花ノ木 南稜 野依
字西屋敷 南稜 野依
字下鷺田 南稜 野依
字東五反田 南稜 野依
字光明 南稜 野依
字東物草 南稜 野依
字上原 南稜 野依
字東屋敷 南稜 野依
字西畑 南稜 野依
字次郎三 南稜 野依
字薮下 南稜 野依
字上ノ山 南稜 野依
字東欠 南稜 野依
字南丸山 南稜 野依
字浜田川 南稜 野依
字上古川 南稜 野依
字古川 南稜 野依
字木戸口 南稜 野依
字山脇 南稜 野依
字相川 南稜 野依
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ハ 橋良町 字寿庵 南部 福岡 ハ
字東郷 南部 福岡
字中柱 南部 福岡
字西中山 南部 福岡
字東新切 南部 福岡
字東中山 南部 福岡
字平野 南部 福岡
字向山 4 番地 ～ 4 番地の 9999 南部 福岡

6 番地 ～ 20 番地の 9999 南陽 中野
柱一番町 （全域） 南部 福岡
柱二番町 （全域） 南部 福岡
柱三番町 （全域） 南部 福岡
柱四番町 （全域） 南部 福岡
柱五番町 （全域） 南部 福岡
柱六番町 （全域） 南部 福岡
柱七番町 （全域） 南部 福岡
柱八番町 （全域） 南部 福岡
柱九番町 （全域） 南部 福岡
畑ヶ田町 （全域） 本郷 高師
羽田町 （全域） 羽田 花田
八町通一丁目 （全域） 豊城 八町
八町通二丁目 （全域） 豊城 八町
八町通三丁目 （全域） 豊城 八町
八町通四丁目 （全域） 豊城 八町
八町通五丁目 （全域） 豊城 八町
花園町 （全域） 中部 松山
花田町 字荒木 1 番地 ～ 35 番地の 9999 吉田方 吉田方 ※

36 番地 ～ 111 番地の 9999 羽田 花田
字石田 中部 松山
字石塚 豊城 松葉
字稲場 羽田 花田
字後田 羽田 羽根井
字大山塚 羽田 羽根井
字北新起 羽田 羽根井
字絹田 豊城 松葉
字越水 羽田 花田
字小松 羽田 花田
字西郷 羽田 羽根井
字塞神 羽田 羽根井
字斉藤 羽田 花田
字城海津 羽田 花田
字築地 羽田 花田
字中郷 羽田 羽根井
字中野 中部 松山
字中ノ坪 1 番地 ～ 28 番地の 9999 吉田方 吉田方 ※

29 番地 ～ 32 番地の 9999 豊城 松葉

ハ 花田町 字中ノ坪 33 番地 ～ 33 番地の 9999 吉田方 吉田方 ※ ハ
34 番地 ～ 38 番地の 9999 豊城 松葉
39 番地 ～ 81 番地の 9999 羽田 花田
82 番地 ～ 98 番地の 9999 豊城 松葉
101 番地 ～ 143 番地の 9999 羽田 花田

字西宿 羽田 花田
字野黒 羽田 羽根井
字百北 羽田 花田
字南新起 羽田 羽根井
字南島 豊城 松葉
字斎藤 羽田 花田

花田一番町 （全域） 羽田 花田
花田二番町 （全域） 羽田 花田
花田三番町 （全域） 羽田 花田
花中町 （全域） 羽田 羽根井
羽根井町 （全域） 羽田 羽根井
羽根井西町 （全域） 羽田 羽根井
羽根井本町 （全域） 羽田 羽根井
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浜道町 字管石 本郷 高師
字北側 本郷 高師
字窪田 本郷 高師
字車 本郷 高師
字桜 本郷 高師
字沢東 本郷 高師
字芝切 本郷 高師
字新桜 本郷 高師
字新百々池 本郷 高師
字百々池 3 番地の 1 本郷 高師

4 番地 ～ 45 番地の 7 本郷 高師
45 番地の 8 高師台 幸 ※
45 番地の 9 ～ 45 番地の 31 本郷 高師
45 番地の 32 高師台 幸 ※
45 番地の 33 ～ 45 番地の 35 本郷 高師
45 番地の 36 高師台 幸 ※
45 番地の 37 ～ 45 番地の 48 本郷 高師
45 番地の 49 高師台 幸 ※
45 番地の 50 ～ 45 番地の 52 本郷 高師
45 番地の 53 高師台 幸 ※
45 番地の 54 ～ 45 番地の 55 本郷 高師
45 番地の 56 ～ 45 番地の 58 高師台 幸 ※
45 番地の 59 本郷 高師
45 番地の 60 ～ 45 番地の 80 高師台 幸 ※
45 番地の 83 ～ 45 番地の 89 高師台 幸 ※
45 番地の 90 高師台 幸 ※
45 番地の 92 ～ 45 番地の 93 高師台 幸 ※
45 番地の 95 高師台 幸 ※
45 番地の 98 ～ 45 番地の 102 高師台 幸 ※
45 番地の 106 ～ 45 番地の 110 高師台 幸 ※
45 番地の 112 ～ 45 番地の 122 高師台 幸 ※
45 番地の 126 高師台 幸 ※
45 番地の 129 ～ 45 番地の 130 本郷 高師
45 番地の 132 ～ 45 番地の 145 高師台 幸 ※
46 番地 ～ 46 番地の 9999 本郷 高師

字浜道 本郷 高師
字船原 本郷 高師
字南側 本郷 高師
字八坂 本郷 高師
字薮合 本郷 高師

原町 （全域） 二川 谷川

ヒ 東赤沢町 字観音堂 高豊 豊南 ヒ
字北ノ谷 高豊 豊南
字茶ノ木 高豊 豊南

ヒ 東赤沢町 字坪ノ谷 2 番地の 39 ～ 14 番地の 9999 高豊 豊南 ヒ
171 番地の 1 ～ 172 番地の 9999 高豊 豊南
209 番地の 1 ～ 213 番地の 9999 高豊 豊南
394 番地の 1 ～ 398 番地の 5 高豊 富士見
408 番地の 2 ～ 408 番地の 5 高豊 富士見
454 番地の 1 ～ 456 番地の 9999 高豊 富士見
473 番地の 1 ～ 473 番地の 8 高豊 富士見
641 番地 ～ 696 番地の 9999 高豊 豊南
719 番地 ～ 728 番地の 9999 高豊 豊南
730 番地 ～ 806 番地の 9999 高豊 豊南

字西方部 高豊 豊南
字西横根 高豊 豊南
字橋詰 高豊 豊南
字浜井場 高豊 豊南
字浜屋敷 高豊 豊南
字東横根 高豊 豊南
字広見 高豊 豊南
字行倒 高豊 豊南
字竜 高豊 豊南
字竜下 高豊 豊南
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東岩田一丁目 （全域） 東陽 岩田
東岩田二丁目 （全域） 東陽 岩田
東岩田三丁目 （全域） 東陽 岩田
東岩田四丁目 （全域） 東陽 岩田
東大清水町 （全域） 南稜 大清水
東小鷹野一丁目 （全域） 東陵 鷹丘
東小鷹野二丁目 （全域） 東陵 鷹丘
東小鷹野三丁目 （全域） 東陵 鷹丘
東小鷹野四丁目 （全域） 東陵 鷹丘
東小田原町 （全域） 中部 松山
東小池町 （全域） 南部 福岡
東小浜町 （全域） 南陽 中野
東新町 （全域） 青陵 旭
東高田町 （全域） 高師台 天伯
東七根町 字足田口 高豊 高根

字一の沢 高豊 高根
字稲場 高豊 高根
字井領 高豊 高根
字大山 高豊 高根
字篭田 高豊 高根
字北浦 高豊 高根
字暗リ谷 高豊 高根
字下井領 高豊 高根
字銭田 高豊 高根
字坪尻 高豊 高根
字中井領 高豊 高根
字中六ツ峰 高豊 高根
字西落合 高豊 高根
字西宝地道 高師台 天伯
字西向 高豊 高根
字西女松原 高豊 高根
字東大山 高豊 高根
字東宝地道 高豊 高根
字東六ツ峰 高豊 高根
字宝地道 高豊 高根
字前 高豊 高根
字松端 高豊 高根
字松前 高豊 高根
字山頭 高豊 高根
字山ノ神 高豊 高根

東橋良町 （全域） 南部 福岡
東細谷町 字旭島 五並 細谷

ヒ 東細谷町 字一里山 二川 二川南 ヒ
字牛田 五並 細谷
字大寒 五並 細谷
字奥田 五並 細谷
字篭田東 五並 細谷
字小寒 五並 細谷
字境川 二川 二川南
字坂ノ上 五並 細谷
字寒 五並 細谷
字新中田 五並 細谷
字十ヶ谷 五並 細谷
字西篭田 二川 二川南
字西島 五並 細谷
字西畑 五並 細谷
字根木谷 五並 細谷
字橋北 五並 細谷
字橋下 五並 細谷
字東篭田 二川 二川南
字東中田 五並 細谷
字東畑 五並 細谷
字広面 五並 細谷
字広谷 五並 細谷
字深田 五並 細谷
字本畑 五並 細谷
字宮下 五並 細谷
字一リ山 二川 二川南
字宮ノ下 五並 細谷
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東松山町 （全域） 中部 松山
東幸町 （全域） 東部 岩西
東森岡一丁目 （全域） 石巻 玉川
東森岡二丁目 （全域） 石巻 玉川
東脇一丁目 1 番地 ～ 30 番地の 9999 牟呂 汐田

31 番地 ～ 35 番地の 9999 牟呂 牟呂
東脇二丁目 1 番地 ～ 3 番地の 9999 牟呂 牟呂

4 番地 ～ 6 番地の 9999 牟呂 汐田
7 番地 ～ 8 番地の 9999 牟呂 牟呂
9 番地 ～ 12 番地の 9999 牟呂 汐田
13 番地 ～ 14 番地の 9999 牟呂 牟呂
15 番地 ～ 15 番地の 9999 牟呂 汐田
16 番地 ～ 16 番地の 9999 牟呂 牟呂

東脇三丁目 1 番地 ～ 8 番地の 1 羽田 羽根井
8 番地の 2 ～ 22 番地の 9999 牟呂 汐田

東脇四丁目 1 番地 ～ 15 番地の 9999 牟呂 汐田
16 番地 ～ 16 番地の 9999 牟呂 牟呂
17 番地 ～ 24 番地の 9999 牟呂 汐田

日色野町 （全域） 前芝 前芝
平川町 （全域） 豊岡 岩田
平川本町一丁目 （全域） 豊岡 岩田
平川本町二丁目 （全域） 豊岡 岩田
平川本町三丁目 （全域） 豊岡 岩田
平川南町 （全域） 豊岡 岩田
広小路一丁目 （全域） 中部 松山
広小路二丁目 （全域） 中部 松山
広小路三丁目 （全域） 中部 松山

フ 福岡町 （全域） 南部 福岡 フ
富久縞町 （全域） 吉田方 吉田方
藤沢町 （全域） 南陽 中野
藤並町 （全域） 高師台 幸 ※
富士見台一丁目 （全域） 高豊 富士見
富士見台二丁目 （全域） 高豊 富士見
富士見台三丁目 （全域） 高豊 富士見
富士見台四丁目 （全域） 高豊 富士見

フ 富士見台五丁目 （全域） 高豊 富士見 フ
富士見台六丁目 （全域） 高豊 富士見
冨士見町 （全域） 五並 小沢
二川町 字川田 二川 二川南

字北裏 二川 二川
字新橋町 二川 二川
字道賢田 二川 二川南
字中町 二川 二川
字西向山 二川 二川南
字鼡池 二川 二川
字東町 二川 二川
字東向山 二川 二川南
字南裏 二川 二川
字四畝町 二川 二川南

札木町 （全域） 中部 新川
船渡町 （全域） 南稜 大崎
舟原町 （全域） 中部 新川
船町 （全域） 豊城 松葉

ホ 豊栄町 （全域） 二川 二川南 ホ
豊清町 （全域） 二川 二川南
細谷町 字穴ノ口 五並 細谷

字阿羅田 五並 細谷
字石蔵 五並 細谷
字井ノ上 五並 細谷
字井口 五並 細谷
字芋ヶ谷 五並 細谷
字大口 五並 細谷
字大坪 五並 細谷
字大谷 五並 細谷
字小川 五並 細谷
字上大附 五並 細谷
字苅底 五並 細谷
字北荒子 五並 細谷
字北芋ヶ谷 五並 細谷
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字北丸山 五並 細谷
字京田 五並 細谷
字荒神松 五並 細谷
字小坂 五並 細谷
字小袋松 五並 細谷
字下大附 五並 細谷
字下川田 五並 細谷
字下モ道 五並 細谷
字新坂 五並 細谷
字墨焼 五並 細谷
字滝ノ上 五並 細谷
字滝ノ谷 五並 細谷
字大定前 五並 細谷
字近見山 五並 細谷
字地原 五並 細谷
字地原下 五並 細谷
字土沢 五並 細谷
字土添 五並 細谷
字天神前 五並 細谷
字中尾 五並 細谷
字中ノ島 五並 細谷
字西坂ノ上 五並 細谷
字西畑 五並 細谷
字西松ヶ谷 五並 細谷
字袴田 五並 細谷
字坂東堀 五並 細谷
字東坂ノ上 五並 細谷
字東松ヶ谷 五並 細谷

ホ 細谷町 字東山 二川 二川南 ホ
字広見 五並 細谷
字広面 五並 細谷
字広谷 五並 細谷
字深道 五並 細谷
字船原 五並 細谷
字細谷北 五並 細谷
字臍ノ谷 五並 細谷
字馬門 五並 細谷
字馬道口 五並 細谷
字南丸山 五並 細谷
字棟曽利 五並 細谷
字目高田 五並 細谷
字諸木 五並 細谷
字山ノ田 五並 細谷
字山脇 二川 二川南
字中島 五並 細谷

マ 前芝町 （全域） 前芝 前芝 マ
前田町一丁目 （全域） 中部 新川
前田町二丁目 （全域） 中部 新川
前田中町 （全域） 中部 新川
前田南町一丁目 1 番地 ～ 1 番地の 9999 中部 新川

2 番地の 1 ～ 2 番地の 7 中部 新川
2 番地の 8 ～ 2 番地の 21 中部 松山
2 番地の 22 ～ 2 番地の 26 中部 新川
3 番地 ～ 5 番地の 9999 中部 松山
6 番地の 1 ～ 6 番地の 8 中部 新川
6 番地の 9 ～ 6 番地の 19 中部 松山
7 番地 ～ 22 番地の 9999 中部 松山

264 番地 中部 松山
前田南町二丁目 1 番地 ～ 1 番地の 9999 中部 新川

2 番地 ～ 27 番地の 9999 中部 松山
前畑町 （全域） 青陵 旭
牧野町 （字なし） 高師台 幸

字梅鉢 高師台 幸
字北原 高師台 幸
字長畑 高師台 幸
字牧野 24 番地 ～ 26 番地 南部 栄

26 番地の 1 高師台 幸
26 番地の 2 ～ 26 番地の 25 南部 栄
26 番地の 26 高師台 幸
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26 番地の 27 ～ 26 番地の 31 南部 栄
26 番地の 32 高師台 幸
26 番地の 33 ～ 26 番地の 34 南部 栄
26 番地の 35 高師台 幸
26 番地の 36 ～ 26 番地の 39 南部 栄
26 番地の 40 高師台 幸
26 番地の 41 ～ 26 番地の 79 南部 栄
26 番地の 80 高師台 幸
26 番地の 81 ～ 26 番地の 97 南部 栄
26 番地の 98 ～ 26 番地の 101 高師台 幸
26 番地の 102 ～ 26 番地の 120 南部 栄
26 番地の 121 ～ 26 番地の 124 高師台 幸
26 番地の 125 ～ 26 番地の 126 南部 栄
26 番地の 127 高師台 幸
26 番地の 128 ～ 26 番地の 157 南部 栄
27 番地 ～ 30 番地の 9999 高師台 幸
62 番地 ～ 62 番地の 9999 高師台 幸
95 番地の 4 高師台 幸
114 番地の 1 高師台 幸
120 番地 ～ 120 番地の 9999 高師台 幸
137 番地 ～ 137 番地の 9999 高師台 幸

マ 町畑町 （全域） 南部 栄 マ
松井町 字赤根 1 番地 ～ 4 番地の 9999 本郷 芦原

5 番地 ～ 5 番地の 9999 南陽 磯辺
6 番地 ～ 55 番地の 9999 本郷 芦原

字仲沖 本郷 芦原
字中新切 本郷 芦原
字松井 本郷 芦原
字南新切 本郷 芦原

松葉町一丁目 （全域） 中部 松山
松葉町二丁目 （全域） 豊城 松葉
松葉町三丁目 （全域） 豊城 松葉
松村町 （全域） 南部 福岡
馬見塚町 （全域） 吉田方 吉田方

ミ 御園町 （全域） 青陵 東田 ミ
三ツ相町 （全域） 吉田方 吉田方
三弥町 （全域） 二川 二川南
緑ケ丘一丁目 （全域） 東陵 鷹丘
緑ケ丘二丁目 （全域） 東陵 鷹丘
湊町 （全域） 豊城 松葉
南旭町 （全域） 青陵 旭
南牛川一丁目 1 番地 ～ 9 番地の 9999 青陵 牛川

10 番地 ～ 23 番地の 9999 東陵 鷹丘
38 番地の 2 ～ 38 番地の 2 青陵 牛川

南牛川二丁目 1 番地 ～ 7 番地の 9999 青陵 牛川
8 番地 ～ 8 番地の 9999 東陵 鷹丘

南大清水町 字藤ヶ谷 南稜 大清水
字富士見 112 番地 ～ 112 番地の 9999 南稜 大清水

114 番地の 2 南稜 大清水
140 番地 ～ 183 番地の 9999 高豊 富士見
198 番地の 2 ～ 210 番地の 9999 高豊 富士見
215 番地の 4 ～ 215 番地の 9999 高豊 富士見
326 番地の 1 ～ 351 番地の 9999 高豊 富士見
352 番地 ～ 436 番地の 9999 南稜 大清水
437 番地 ～ 494 番地の 9999 高豊 富士見
495 番地 ～ 868 番地の 9999 南稜 大清水

字元町 南稜 大清水
南瓦町 （全域） 中部 向山
南小池町 1 番地 ～ 25 番地の 9999 南部 福岡

26 番地 ～ 26 番地の 9999 南部 栄
27 番地 ～ 144 番地の 4 南部 福岡
145 番地 ～ 206 番地の 9999 南部 福岡

南栄町 （全域） 南部 栄
南島町一丁目 （全域） 豊城 松葉
南島町二丁目 （全域） 豊城 松葉
南松山町 （全域） 中部 松山
三ノ輪町 字白山 豊岡 豊

字本興寺 東部 つつじが丘
字三ノ輪 1 番地 ～ 5 番地の 9999 豊岡 豊
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6 番地 ～ 22 番地の 2 中部 向山
22 番地の 3 豊岡 豊
22 番地の 4 ～ 22 番地の 9 中部 向山
22 番地の 10 豊岡 豊
22 番地の 11 ～ 22 番地の 12 中部 向山
22 番地の 13 ～ 22 番地の 15 豊岡 豊
23 番地 豊岡 豊
23 番地の 1 中部 向山
23 番地の 2 豊岡 豊
23 番地の 3 中部 向山
23 番地の 4 ～ 23 番地の 5 豊岡 豊
23 番地の 6 中部 向山
23 番地の 7 豊岡 豊
23 番地の 8 ～ 23 番地の 12 中部 向山

ミ 三ノ輪町 字三ノ輪 23 番地の 13 豊岡 豊 ミ
23 番地の 14 中部 向山
24 番地 ～ 173 番地の 9999 中部 向山

三ノ輪町一丁目 1 番地 ～ 81 番地の 9999 豊岡 豊
82 番地 ～ 90 番地の 9999 中部 向山
91 番地 ～ 94 番地の 9999 豊岡 豊

三ノ輪町二丁目 （全域） 豊岡 豊
三ノ輪町三丁目 （全域） 豊岡 豊
三ノ輪町四丁目 1 番地 ～ 75 番地の 9999 豊岡 豊

76 番地 ～ 82 番地の 9999 中部 向山
83 番地 ～ 83 番地の 9999 豊岡 豊
84 番地 ～ 85 番地の 9999 中部 向山

三ノ輪町五丁目 1 番地 ～ 89 番地の 9999 豊岡 豊
90 番地 ～ 90 番地の 2 中部 向山
90 番地の 3 ～ 91 番地の 1 豊岡 豊
91 番地の 2 ～ 91 番地の 3 中部 向山

三ノ輪町五丁目 91 番地の 4 豊岡 豊
92 番地 ～ 96 番地の 9999 豊岡 豊

宮下町 （全域） 青陵 東田

ム 向山大池町 （全域） 中部 向山 ム
向山台町 1 番地 ～ 1 番地の 2 中部 新川

1 番地の 3 ～ 1 番地の 10 中部 向山
1 番地の 11 ～ 1 番地の 29 中部 新川
1 番地の 32 ～ 1 番地の 37 中部 新川
2 番地 ～ 3 番地の 15 中部 向山
3 番地の 20 中部 向山
4 番地 ～ 4 番地の 18 中部 向山
5 番地 ～ 6 番地の 13 中部 向山
7 番地 ～ 8 番地の 14 中部 向山
9 番地 ～ 9 番地の 15 中部 向山
10 番地の 1 ～ 10 番地の 20 中部 向山
11 番地の 1 ～ 11 番地の 23 中部 向山
12 番地 ～ 15 番地の 9999 中部 向山
16 番地 ～ 16 番地の 9999 中部 新川

向山町 字池下 中部 向山
字一本松 1 番地 ～ 1 番地の 9999 中部 向山

2 番地 ～ 30 番地の 9999 中部 新川
字川北 中部 向山
字庚申下 1 番地の 1 中部 新川

6 番地 ～ 6 番地の 9999 中部 向山
7 番地 ～ 40 番地の 9999 中部 新川

字水車 中部 向山
字塚南 中部 向山
字伝馬 中部 向山
字中畑 中部 向山
字東猿 中部 向山
字七面 中部 松山
字三ッ塚 2 番地 ～ 2 番地の 9999 中部 向山

7 番地の 1 ～ 30 番地の 1 中部 新川
30 番地の 2 中部 向山
30 番地の 3 中部 新川
30 番地の 4 中部 向山
30 番地の 5 ～ 30 番地の 7 中部 新川
30 番地の 10 中部 新川
31 番地 ～ 39 番地の 9999 中部 新川
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40 番地 ～ 51 番地の 9999 中部 向山
字南中畑 中部 向山
字三ノ輪 中部 向山

向山西町 （全域） 中部 向山
向山東町 （全域） 中部 向山
向草間町 字北新切 南陽 磯辺

字日雇取 南陽 磯辺

ム 向草間町 字向郷 南陽 磯辺 ム
字向中 南陽 磯辺
字向西 46 番地 ～ 64 番地の 9999 南陽 磯辺

65 番地 ～ 67 番地の 9999 本郷 芦原
68 番地 ～ 73 番地の 9999 南陽 磯辺
117 番地 ～ 166 番地の 9999 南陽 磯辺

牟呂町 字市場 牟呂 牟呂
字市道 牟呂 牟呂
字一本木 1 番地 ～ 7 番地の 9999 牟呂 牟呂

12 番地 ～ 25 番地の 9999 羽田 花田
26 番地 ～ 28 番地の 1 牟呂 牟呂
28 番地の 2 ～ 28 番地の 3 羽田 花田
29 番地 ～ 80 番地の 9999 羽田 花田

字内田 牟呂 牟呂
字大海津 牟呂 牟呂
字扇田 羽田 羽根井
字大塚 牟呂 汐田
字大西 牟呂 牟呂
字奥山 牟呂 汐田
字奥山新田 牟呂 汐田
字桶口下 牟呂 牟呂
字北汐田 牟呂 汐田
字公文 牟呂 牟呂
字古田 牟呂 汐田
字古幡焼 牟呂 汐田
字郷社 1 番地 ～ 2 番地の 1 牟呂 牟呂

2 番地の 2 ～ 2 番地の 31 羽田 花田
字郷社西 1 番地 ～ 23 番地の 9999 羽田 花田

24 番地 ～ 49 番地の 1 牟呂 牟呂
49 番地の 2 羽田 花田
49 番地の 3 ～ 68 番地の 9999 牟呂 牟呂
69 番地 ～ 103 番地の 9999 羽田 花田
104 番地 ～ 104 番地の 9999 牟呂 牟呂
105 番地 ～ 107 番地の 9999 羽田 花田
108 番地 ～ 109 番地の 9999 牟呂 牟呂
771 番地 羽田 花田

字境松 牟呂 牟呂
字坂津 牟呂 牟呂
字作神 牟呂 牟呂
字水神 牟呂 牟呂
字大師孝 牟呂 牟呂
字田成 牟呂 牟呂
字築根 牟呂 牟呂
字外神 牟呂 牟呂
字中西 牟呂 汐田
字中村 牟呂 牟呂
字西明治圦添 牟呂 牟呂
字西明治沖坪 牟呂 牟呂
字西明治川東 牟呂 牟呂
字西明治源助堀 牟呂 牟呂
字西明治新右前 牟呂 牟呂
字西明治大道下 牟呂 牟呂
字八王子 牟呂 牟呂
字東里 1 番地 ～ 22 番地の 9999 南部 福岡

23 番地 ～ 65 番地の 9999 牟呂 汐田
字東明治圦裏 牟呂 牟呂
字東明治沖坪 牟呂 牟呂
字東明治川添 牟呂 牟呂
字東明治郷下 牟呂 牟呂
字東明治橋下 牟呂 牟呂
字百間 牟呂 汐田
字真裏口 牟呂 牟呂
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ム 牟呂町 字松崎 1 番地 ～ 22 番地の 9999 牟呂 汐田 ム
23 番地 ～ 46 番地の 9999 南部 福岡

字松島 牟呂 汐田
字松島東 牟呂 汐田
字松東 牟呂 汐田
字三ッ山 牟呂 牟呂
字南汐田 牟呂 汐田
字若宮 牟呂 牟呂

牟呂市場町 （全域） 牟呂 牟呂
牟呂大西町 （全域） 牟呂 牟呂
牟呂公文町 （全域） 牟呂 牟呂
牟呂水神町 （全域） 牟呂 牟呂
牟呂外神町 （全域） 牟呂 牟呂
牟呂中村町 （全域） 牟呂 牟呂

モ 森岡町 （全域） 石巻 玉川 モ
ヤ 柳生町 （全域） 南部 福岡 ヤ
八通町 （全域） 羽田 羽根井
山田町 （全域） 南部 栄
山田一番町 （全域） 南部 栄
山田二番町 （全域） 南部 栄
山田三番町 （全域） 南部 栄
弥生町 字中原 南部 栄

字西豊和 南部 栄
字東豊和 南部 栄
字松原 高師台 幸

ユ 有楽町 （全域） 南部 福岡 ユ
ヨ 横須賀町 （全域） 北部 津田 ヨ
吉川町 （全域） 吉田方 吉田方
吉前町 （全域） 吉田方 吉田方

ワ 若松町 （全域） 南稜 野依 ワ

※印は、学校選択制地域が含まれるため注意が必要です。
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