
学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

ｱ 愛知町 全域 小野小 中部中

明知町 全域 西尾小 坂下中

旭町 全域 勝川小 中部中

朝宮町 全域 柏原小 柏原中

浅山町 １丁目 全域 篠木小

浅山町 ２丁目 全域 篠木小

浅山町 ３丁目 全域 篠木小

浅山町 ４丁目 全域 篠木小

浅山町 1丁目  ～4丁目   以外 松原小 松原中

味美上ノ町 全域 味美小 味美中

味美町 全域 味美小 知多中

味美西本町 全域 味美小 味美中

味美白山町 全域 白山小 味美中

穴橋町 １丁目 1 篠木小

2以降 篠原小

穴橋町 ２丁目 全域 篠原小

穴橋町 ３丁目 全域 篠原小

穴橋町 1  ～  1409 篠原小 東部中

1409-1  ～  1511-2 篠原小 南城中

1511-3　～  1567 篠原小

1568 篠木小

1569  ～  1600 篠原小

1601 篠木小

1602  ～  1605 篠原小

1606 篠木小

1606-1  ～  1606-16 篠原小

1606-17  ～  1606-46 篠木小

1606-47  ～  1606-51 篠原小

1606-52  ～  1606-53 篠木小

1606-54 篠原小

1606-55 篠木小

1606-56 篠原小

1606-57  ～  1606-58 篠木小

1606-59 篠原小

1606-60 篠木小

1606-61  ～  1606-65 篠原小

1606-66  ～  1606-72 篠木小

1606-73 篠原小

1606-74 篠木小

1606-75  ～  1606-76 篠原小

1606-77 篠木小

1606-78  ～  1606-82 篠原小

1606-83  ～  1606-85 篠木小

1606-86  ～  1606-88 篠原小

1606-89  ～  1606-90 篠木小

1606-91  ～  1606-101 篠原小

1606-102  ～  1606-106 篠木小

東部中

東部中

東部中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

穴橋町 1606-107  ～  1606-109 篠原小

1606-110 篠木小

1606-111  ～  1606-112 篠原小

1606-113  ～  1606-116 篠木小

1606-117  ～  1606-120 篠原小

1606-121  ～  1606-124 篠木小

1606-125  ～  1606-130 篠原小

1606-131  ～  1606-148 篠木小

1606-149 篠原小

1606-150  ～  1606-152 篠木小

1606-153 篠原小

1606-154 篠木小

1606-155  ～  1606-156 篠原小

1606-157  ～  1606-164 篠木小

1606-165  ～  1606-171 篠原小

1606-172  ～  1606-173 篠木小

1606-174  ～  1606-176 篠原小

1606-177  ～  1606-185 篠木小

1606-186  ～  1606-188 篠原小

1606-189  ～  1606-205 篠木小

1606-206 篠原小

1606-207  ～  1606-210 篠木小

1606-211 篠原小

1606-212以降の枝番 篠木小

1607  ～  1608 篠原小

1609 篠木小

1610 篠原小

1611  ～  1617 篠木小

1618 篠原小

1619  ～  1641 篠木小

1642以降 篠原小

ｲ 石尾台 １丁目 全域 石尾台小

石尾台 ２丁目 全域 石尾台小

石尾台 ３丁目 全域 石尾台小

石尾台 ４丁目 全域 東高森台小 高森台中

石尾台 ５丁目 全域 石尾台小

石尾台 ６丁目 全域 石尾台小

稲口町 全域 松山小 西部中

杁ケ島町 全域 上条小 中部中

岩成台 １丁目 全域 岩成台小

岩成台 ２丁目 全域 岩成台小

岩成台 ３丁目 全域 岩成台西小

岩成台 ４丁目 全域 岩成台西小

岩成台 ５丁目 全域 岩成台小

岩成台 ６丁目 全域 岩成台小

岩成台 ７丁目 全域 岩成台小

岩成台 ８丁目 全域 岩成台西小

東部中

石尾台中

石尾台中

岩成台中
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ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

岩成台 ９丁目 全域 岩成台西小

岩成台 １０丁目 全域 岩成台西小

岩野町 全域 大手小 鷹来中

ｳ 上野町 全域 坂下小 坂下中

牛山町 １  ～  2808-10 牛山小 西部中

2809-1  ～  2830-21 大手小 鷹来中

2831-1  ～  2953 牛山小 西部中

2954  ～  2987 大手小 鷹来中

2988  ～  3173-1 牛山小 西部中

3173-3  ・  3173-4 鷹来小 鷹来中

3174  ～  3226-3 牛山小 西部中

3228-2  ～  3229-4 鷹来小 鷹来中

3230-1  ～  3231-3 牛山小 西部中

3232-3  ～  3232-11 鷹来小 鷹来中

3233-2  ～  3233-3 牛山小 西部中

3234-7  鷹来小 鷹来中

3234-8　 牛山小 西部中

3235-3  ～  3238-5 牛山小 西部中

3242-3 鷹来小 鷹来中

3244-1 牛山小 西部中

3244-3 鷹来小 鷹来中

3245-1 牛山小 西部中

3245-3 ～ 3339 鷹来小 鷹来中

3340 牛山小 西部中

内津町 全域 西尾小 坂下中

梅ケ坪町 1  ～  96 篠木小 東部中

97-1  ～  113-4 松原小 松原中

ｵ 王子町 全域 上条小 中部中

大手田酉町 全域 大手小 鷹来中

大手町 全域 大手小 鷹来中

大留町 １丁目 1  ～  6-22 出川小

6-23以降の枝番 神領小

7　～　3029番地 出川小

3030以降 神領小

大留町 ２丁目 全域 出川小

大留町 ３丁目 全域 出川小

大留町 ４丁目 全域 出川小

大留町 ５丁目 全域 出川小

大留町 ６丁目 全域 出川小

大留町 ７丁目 全域 出川小

大留町８丁目 全域 出川小

大留町９丁目 全域 不二小 高蔵寺中

大留町 1  ～  52 不二小 高蔵寺中

53　～　59-1 出川小 南城中

59-2　～　61 不二小 高蔵寺中

62　～74-1 出川小 南城中

74-2　～74-5 不二小 高蔵寺中

岩成台中

南城中
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大留町 74-6 出川小 南城中

75　～　269 不二小 高蔵寺中

270　～　271 出川小 南城中

272　～　299 不二小 高蔵寺中

300　～　462 出川小 南城中

463　～　464 不二小 高蔵寺中

465　～　509 出川小 南城中

510　～　511 不二小 高蔵寺中

512　～　513 出川小 南城中

514　～　515 不二小 高蔵寺中

516　～　518 出川小 南城中

519 不二小 高蔵寺中

520　～　922 出川小 南城中

923 不二小 高蔵寺中

924　～　925 出川小 南城中

926　～　927 不二小 高蔵寺中

928 出川小 南城中

929 不二小 高蔵寺中

930　～　3029 出川小

3030以降 神領小

小木田町 1   - 353 篠原小

3022-3  ～  3022-6 篠原小

3023  ～  3028-2 上条小 中部中

3036-2  ～  3036-4 篠原小 東部中

3040  ～  3066 上条小 中部中

3066-2  ・  3066-3 篠原小

3073-3  ～  3098-5 篠原小

3099  ～  3235-11 上条小 中部中

3236-4  ・  3236-6 篠原小 東部中

3246-3  ～  3251-2 上条小 中部中

押沢台 全域 押沢台小 石尾台中

乙輪町１丁目 1-1   八幡小

1-2   ～   109 篠木小

乙輪町２丁目 全域 篠木小

乙輪町３丁目 全域 篠木小 東部中

小野町 全域 小野小 中部中

ｶ 神屋町 字上郷 全域 神屋小

神屋町 字北海道 全域 神屋小

神屋町 字南海道 全域 神屋小

神屋町 字南郷 全域 神屋小

神屋町 字森 全域 神屋小

神屋町 1-1  ～  652-1 神屋小

654-1  ～  654-560 坂下小

655  ～  712-3 神屋小

713-1  ～  713-15 坂下小

714  ～  2246 神屋小

2247  ～  2298-683 坂下小

東部中

南城中

東部中

東部中

坂下中

坂下中
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神屋町 2298-684 神屋小

2298-685  ～  2339 坂下小

2340　～　2342-4 神屋小

2343 坂下小

2344以降 神屋小

柏原町 １丁目 1  ～  82 勝川小 中部中

83以降 柏原小 柏原中

柏原町 ２丁目 1  ～  66 勝川小 中部中

67以降 柏原小 柏原中

柏原町 ３丁目 全域 柏原小

柏原町 ４丁目 全域 柏原小

柏原町 ５丁目 全域 柏原小

柏井町 全域 勝川小 中部中

春日井上ノ町 全域 春日井小 西部中

春日井町 全域 春日井小 西部中

勝川新町 全域 山王小 知多中

勝川町 １丁目 全域 山王小

勝川町 ２丁目 全域 山王小

勝川町 ３丁目 全域 山王小

勝川町 ４丁目 全域 山王小

勝川町 ５丁目 全域 山王小

勝川町 ６丁目 全域 勝川小

勝川町 ７丁目 全域 勝川小

勝川町 ８丁目 1 ～ 11-11 勝川小

11-12 ～ 11-14 小野小

11-15 ～ 101-3 勝川小

101-4 小野小

101-5 勝川小

101-6以降 小野小

勝川町 ９丁目 全域 勝川小

勝川町 １０丁目 全域 勝川小

勝川町西 全域 山王小 知多中

金ケ口町 全域 北城小 南城中

上田楽町 全域 鷹来小 鷹来中

上ノ町 全域 味美小 味美中

菅大臣町 全域 篠木小 東部中

ｷ 北城町 １丁目 全域 北城小

北城町 ２丁目 全域 北城小

北城町 ３丁目 全域 北城小

北城町 ４丁目 1  ～  5-14 北城小

5-15  ～ 5-18 出川小

5-19以降の枝番 北城小

6  ～ 6-4 出川小

6-5以降の枝番 北城小

7 出川小

8　～　8-9 北城小

8-10　～　8-16 出川小

中部中

坂下中

柏原中

知多中

南城中
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ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

北城町 ４丁目 8-17　～　9-10 北城小

9-11　～　9-18 出川小

9-19　～　9-20 北城小

9-21 出川小

9-22以降の枝番 北城小

10　～　10-6 出川小

10-7以降の枝番 北城小

11　～　12 出川小

13　～　100-21 北城小

１00-22　～　100-24 出川小

100-25　～　2069-1 北城小

2069-2 出川小

2069-3以降の枝番 北城小

2070　～　2070-2 出川小

2070-3　～　2072 北城小

2073　～　2073-1 出川小

2073-2 北城小

2073-3　～　2073-4 出川小

2073-5　～　2074-2 北城小

2074-3 出川小

2074-4　～　2166-1 北城小

2166-2 出川小

2166-3以降の枝番 北城小

2167　～　2167-1 出川小

2167-2　～　2167-9 北城小

2167-10　～　2167-11 出川小

2167-12　～　2167-13 北城小

2167-14 出川小

2167-15以降全域 北城小

木附町 全域 玉川小 石尾台中

気噴町 全域 不二小 高蔵寺中

気噴町北 全域 不二小 高蔵寺中

貴船町 全域 篠原小 東部中

ｸ 熊野町 1    ～    1814-1 神領小 南城中

1814-3 篠原小 東部中

1814-14  ～  1814-16 神領小 南城中

1817-1  ～  1836-4 篠原小 東部中

1847-1  ～  2160-4 神領小 南城中

2164-2  ～  2239-10 篠原小 東部中

2241-1  ～  2269-1 神領小 南城中

2277-1  ～  2502-4 篠原小 東部中

2504-1  ～  2509-4 神領小 南城中

2518-1  ～  2527-7 篠原小 東部中

2529  ～  3151-12 神領小 南城中

熊野町北 １丁目 1 ～ 15 篠原小 東部中

16 神領小 南城中

17 ～ 100-20 篠原小 東部中

南城中
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熊野町北 １丁目 100-21 ～ 100-22 神領小 南城中

100-23以降の枝番 篠原小 東部中

101 ～ 1814-1 神領小 南城中

1814-2 ～ 1814-9 篠原小 東部中

1814-10以降の枝番 神領小 南城中

1815 ～ 1845 篠原小 東部中

1846 ～ 2161 神領小 南城中

2162 ～ 2239 篠原小 東部中

2240 ～ 2271 神領小 南城中

2272 ～ 2502 篠原小 東部中

2503 ～ 2511 神領小 南城中

2512 ～ 2528 篠原小 東部中

2529以降 神領小 南城中

黒鉾町 全域 春日井小 西部中

ｹ 下条町 全域 小野小 中部中

ｺ 高蔵寺町 １丁目 1       　 ～   100-9 高座小

100-10 ～   100-20 不二小

100-21 ～   199 高座小

200      ～  230 不二小

231以降 高座小

高蔵寺町 ２丁目 1          ～　100-32 高座小

100-33 ～  37 不二小

100-38 ～  150 高座小

151      ～  161 不二小

162以降 高座小

高蔵寺町 ３丁目 全域 高座小

高蔵寺町 ４丁目 全域 高座小

高蔵寺町 ５丁目 全域 高座小

高蔵寺町 ６丁目 全域 高座小

高蔵寺町 ７丁目 全域 高座小

高蔵寺町 ８丁目 全域 高座小

高蔵寺町北 １丁目 全域 高座小

高蔵寺町北 ２丁目 全域 高座小

高蔵寺町北 ３丁目 全域 高座小

高蔵寺町北 ４丁目 全域 高座小

高蔵寺町北 ５丁目 全域 高座小

ことぶき町 全域 八幡小 東部中

ｻ 西尾町 全域 西尾小

坂下町 １丁目 全域 坂下小

坂下町 ２丁目 全域 坂下小

坂下町 ３丁目 全域 坂下小

坂下町 ４丁目 222-1  ～  236-2 神屋小

237-1 坂下小

237-2 神屋小

238-1  ～  255-1 神屋小

255-2 坂下小

255-4 神屋小

高蔵寺中

坂下中
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坂下町 ４丁目 256-1  ～  258-3 神屋小

258-4  ～  258-6 坂下小

259  ～  261-3 神屋小

261-4  坂下小

262  ～  294-1 坂下小

294-2  神屋小

294-4  ・  294-5 坂下小

295-1 ～  296-3 坂下小

297-1  ～  302-1 神屋小

302-3  ・  302-4 坂下小

305-1  神屋小

305-2 坂下小

306-1  ～  306-2 神屋小

307  ～  614-1 坂下小

615-1  ～  616-4 神屋小

617 ～ 677-2 坂下小

677-3 神屋小

677-4  ～  680-5 坂下小

681-3  ・  681-4 神屋小

682-1 坂下小

682-2 神屋小

682-3以降 坂下小

坂下町 ５丁目 全域 坂下小

坂下町 ６丁目 全域 坂下小

坂下町 ７丁目 3-5  ～  759-12 坂下小

760-1以降の枝番 神屋小

761  ～   803-1 坂下小

1701  ～  1826-1 坂下小

桜佐町 全域 神領小 南城中

ｼ 篠木町 １丁目 1  ～  8 八幡小

9  ～  12 篠木小

13  ～  28 八幡小

29以降 篠木小

篠木町 ２丁目 全域 篠木小

篠木町 ３丁目 全域 篠木小

篠木町 ４丁目 全域 篠木小

篠木町 ５丁目 全域 篠木小

篠木町 ６丁目 全域 篠木小

篠木町 ７丁目 全域 篠木小

篠木町 ８丁目 1-1 ～ 8-7 北城小 南城中

8-8 ～ 8-9 篠木小 東部中

8-10以降

100-1 ～ 100-16

100-17 篠木小 東部中

100-18以降 北城小 南城中

篠田町 全域 小野小 中部中

下市場町 全域 北城小 南城中

北城小 南城中

坂下中

東部中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

下津町 全域 小野小 中部中

下原町 全域 東野小 松原中

下屋敷町 全域 松山小 西部中

十三塚町 全域 北城小 南城中

上条町 １丁目 1     ～   20-3 上条小 中部中

21-1   ～   271-2 鳥居松小 柏原中

上条町 ２丁目 全域 上条小

上条町 ３丁目 全域 上条小

上条町 ４丁目 全域 上条小

上条町 ５丁目 全域 上条小

上条町 ６丁目 全域 上条小

上条町 ７丁目 全域 上条小

上条町 ８丁目 全域 上条小

上条町 ９丁目 全域 上条小

上条町 １０丁目 全域 上条小

庄名町 全域 不二小 高蔵寺中

白山町 １丁目 全域 高座小

白山町 ２丁目 全域 高座小

白山町 ３丁目 全域 高座小

白山町 ４丁目 全域 不二小

白山町 ５丁目 全域 不二小 高蔵寺中

白山町 ６丁目 全域 岩成台西小

白山町 ７丁目 全域 岩成台西小

白山町 ８丁目 全域 岩成台西小

白山町 ９丁目 全域 藤山台小 藤山台中

新開町 字北野池 全域 牛山小

新開町 字新開 全域 牛山小

新開町 字平渕 1  ～  49 牛山小

50  ～  168 春日井小

神明町 1  ～  22 勝川小 中部中

23以降 山王小 知多中

神領町 １丁目 全域 神領小

神領町 ２丁目 全域 神領小

神領町 ３丁目 全域 神領小

神領町北 １丁目 全域 出川小

神領町北 ２丁目 全域 出川小

神領町 1　～　259-1 出川小

259-2 神領小

259-3　～　262 出川小

263　～　275-4 神領小

275-5 出川小

275-6　～　410-5 神領小

410-6 出川小

410-7　～　417 神領小

418-1 出川小

418-2以降の枝番 神領小

419　～　421-5 出川小

南城中

南城中

南城中

中部中

高蔵寺中

岩成台中

西部中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

神領町 421-6　～421-8 神領小

421-9　～　421-17 出川小

421-18以降の枝番 神領小

422-1 出川小

422-2 神領小

422-3　～　427-2 出川小

427-3　 神領小

427-4以降の枝番 出川小

428 神領小

429　～　453 出川小

454-1　～　454-3 神領小

454-4　～　454-8 出川小

454-9　～　492 神領小

493　～　497-6 出川小

497-7　～　497-9 神領小

498　～　506-1 出川小

506-2　～　506-9 神領小

507　～　512-1 出川小

512-2　～　515 神領小

516-1 出川小

516-2 神領小

517　～　519-1 出川小

519-2　～　521 神領小

522-1 出川小

522-2以降全域 神領小

ｾ 関田町 全域 篠木小 東部中

ｿ 惣中町 全域 山王小 知多中

宗法町 全域 松山小 西部中

ﾀ 大泉寺町 全域 北城小 南城中

鷹来町 １丁目 全域 西山小

鷹来町 3171-2  ～  4218-2 鷹来小

4230-1  ～  4237-3 大手小

4245-3  鷹来小

4269-1  ～  4269-7 大手小

4495-3  ～  4522-2 鷹来小

4551-1  ～  4599-1 西山小

4662-1  ～  4663-8 鷹来小

4688-1  ～  4809 西山小

4811  ～  4812 鷹来小

4833-1  ～  4895 西山小

4899-1  鷹来小

4907  ～  4939-8 西山小

4957-2  ～  5010-2 鷹来小

5011-1  ～  5012-18 西山小 

高座台 １丁目 全域 高座小

高座台 ２丁目 全域 高座小

高座台 ３丁目 全域 高座小

高蔵寺中

南城中

鷹来中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

高座台 ４丁目 全域 高座小 高蔵寺中

高座台 ５丁目 全域 岩成台小 岩成台中

高座町 全域 高座小 高蔵寺中

高森台 １丁目 全域 高森台小

高森台 ２丁目 全域 高森台小

高森台 ３丁目 全域 高森台小

高森台 ４丁目 全域 高森台小

高森台 ５丁目 全域 東高森台小

高森台 ６丁目 全域 東高森台小

高森台 ７丁目 全域 東高森台小

高森台 ８丁目 全域 高森台小

高森台 ９丁目 全域 高森台小

高森台 １０丁目 全域 高森台小

高山町 全域 春日井小 西部中

玉野台 全域 玉川小 石尾台中

玉野町 全域 玉川小 石尾台中

田楽町 685-2   ～  1375 鷹来小

1376-1   ～  1378-15 大手小

1380-2  鷹来小

1381  ・  1382 大手小

1383-2   ～  1869-3 鷹来小

ﾁ 知多町 全域 味美小 知多中

中央台 全域 中央台小 高森台中

中央通 １丁目 1  ～  22 篠木小

23  ～  113-3 篠原小

中央通 ２丁目 1  ～  20 八幡小

21 篠木小

22   ～  47 八幡小

48  ～  106 篠木小

107  ～  129 篠原小

143-1  ～  143-2 篠木小

町田町 全域 小野小 中部中

ﾂ 追進町 全域 山王小 知多中

月見町 全域 鳥居松小 柏原中

角崎町 全域 勝川小 中部中

ﾃ 出川町 １丁目 1-1  ～  21 北城小 南城中

22  ～  60 不二小

出川町 ２丁目 全域 不二小

出川町 ３丁目 全域 不二小

出川町 ４丁目 全域 不二小

出川町 ５丁目 全域 不二小

出川町 ６丁目 全域 出川小

出川町 ７丁目 全域 出川小

出川町 ８丁目 全域 出川小

出川町 1  ～ 2006-12 出川小

2006-13 ・  2006-14 北城小

2006-15  ～  2017 出川小

高森台中

鷹来中

東部中

高蔵寺中

南城中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

出川町 2018 ～  2020 北城小

2021  ～  2034 出川小

2035  ～  2046 北城小

2047  ～  2057 出川小

2058  ～  2068 北城小

2069  ～  2166 出川小

2167 北城小

2167-1  ～  2167-2 出川小

2167-3  ～  2167-5 北城小

2167-6  ・  2167-7 出川小

2167-8 北城小

2167-9  ～  2167-14 出川小

2167-15  ～  2167-17 北城小

2167-18 出川小

2167-19 ～  2179-1 北城小

2179-2以降の枝番 出川小

2180 北城小

2181　～　2621 出川小

2622 北城小

2623　～　3005 出川小

3006以降 不二小 高蔵寺中

天神町 全域 山王小 知多中

ﾄ 外之原町 全域 石尾台小 石尾台中

鳥居松町 １丁目 全域 鳥居松小

鳥居松町 ２丁目 全域 鳥居松小

鳥居松町 ３丁目 全域 鳥居松小

鳥居松町 ４丁目 全域 鳥居松小

鳥居松町 ５丁目 1  ～  10 八幡小 東部中

11  ～  150 鳥居松小 柏原中

151  ～  175 八幡小 東部中

5633  ～  5634-16 鳥居松小 柏原中

5635  ～  5635-2 八幡小

鳥居松町 ６丁目 全域 八幡小

鳥居松町 ７丁目 全域 八幡小

鳥居松町 ８丁目 全域 八幡小

ﾅ 中切町 全域 小野小 中部中

中新町 全域 白山小 味美中

長塚町 １丁目 全域 山王小 知多中

長塚町 ２丁目 全域 小野小 中部中

中野町 全域 白山小 味美中

中町 全域 春日井小 西部中

ﾆ 西高山町 全域 春日井小 西部中

西本町 全域 味美小 味美中

西屋町 全域 春日井小 西部中

西山町 全域 西山小 松原中

如意申町 全域 松山小 西部中

ﾊ 廻間町  (字寺木) 乙1101  ～  乙1101-1 東高森台小 高森台中

南城中

柏原中

東部中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

廻間町 字馬不入 1  ～  100-15 東高森台小

1102-1  ～  1102-91 東高森台小

廻間町 字高森 1  ～  100-12 坂下小

1103  ～  1107-18 坂下小

廻間町  (字大谷) 1108-1   ～  1114-150 東高森台小

廻間町  (字奥山) 1115-1  ～  1116-2 東高森台小

廻間町  (字堂頭山) 1117-1  ～  1125 東高森台小

廻間町 上記　以外 坂下小 坂下中

八幡町 全域 勝川小 中部中

八光町 １丁目 全域 勝川小

八光町 ２丁目 全域 勝川小

八光町 ３丁目 全域 勝川小

八光町 ４丁目 全域 勝川小

八光町 ５丁目 1  ～  19 勝川小

20  ～  41 柏原小 柏原中

八田町 １丁目 全域 柏原小

八田町 ２丁目 全域 丸田小

八田町 ３丁目 全域 柏原小

八田町 ４丁目 全域 丸田小

八田町 ５丁目 全域 丸田小

八田町 ６丁目 全域 丸田小

八田町 ７丁目 全域 丸田小

八田町 ８丁目 全域 丸田小

花長町 全域 味美小 知多中

林島町 全域 篠原小 東部中

春見町 全域 八幡小 東部中

ﾋ 東神明町 １丁目 全域 不二小

東神明町 ２丁目 全域 不二小

東神明町 480 坂下小

482 ～ 482-1 坂下小

482-13 ～ 482-25 坂下小

500 坂下小

534- 4 坂下小

542 ～ 542-1 坂下小

542-5 ～ 542-7 坂下小

543-2 ～ 543-5 坂下小

544 坂下小

700   ～   710-17 坂下小

上記以外 不二小 高蔵寺中

東野新町 全域 篠木小 東部中

東野町 １丁目 全域 松原小

東野町 ２丁目 全域 松原小

東野町 ３丁目 全域 東野小

東野町 ４丁目 全域 東野小

東野町 ５丁目 全域 東野小

東野町 ６丁目 全域 東野小

東野町 ７丁目 全域 東野小

柏原中

高森台中

中部中

高蔵寺中

高森台中

坂下中

松原中

坂下中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

東野町 ８丁目 全域 松原小

東野町 ９丁目 全域 松原小

東野町 １０丁目 全域 松原小

東野町西 １丁目 全域 松原小

東野町西 ２丁目 全域 松原小

東野町西 ３丁目 全域 東野小

東野町 字茨沢 全域 東野小

東野町 字落合池 全域 東野小

東野町 字上二本木 全域 東野小

東野町 字小堤 全域 東野小

東野町 字松原庵 全域 東野小

東山町 全域 東野小 松原中

ﾌ 不二ガ丘 全域 北城小 南城中

不二町 全域 不二小 高蔵寺中

藤山台 全域 藤山台小 藤山台中

二子町 全域 白山小 味美中

ﾎ 細木町 全域 小野小 中部中

細野町 全域 東高森台小 高森台中

堀ノ内町 全域 神領小 南城中

堀ノ内町北 全域 神領小 南城中

ﾏ 前並町 全域 春日井小 西部中

町屋町 １丁目 全域 大手小

町屋町 3470  ～  3616-1 鷹来小

3616-2  ～  3616-56 大手小

3617-1  ・  3618-1 鷹来小

3650-2  ～  3662-2 大手小

3713-3 大手小

3723-2  ～  3723-29 大手小

3727-2  ・  3727-8 鷹来小

3727-9  ～  3727-16 大手小

3736 大手小

3755-3  ～  4098-1 鷹来小

4125-2  ～  4133-1 大手小

4145-6  ～  4149-1 鷹来小

松河戸町 全域 小野小 中部中

松新町 1丁目 1 小野小

2～3 勝川小

4～32 小野小

33～35 勝川小

36以降 小野小

松新町 ２丁目 全域 小野小

松新町 ３丁目 全域 小野小

松新町 ４丁目 全域 小野小

松新町 ５丁目 全域 小野小

松新町 ６丁目 1 ～ 2 小野小

3-1 ～ 3-2 勝川小

3-3 ～ 100-5 小野小

松原中

鷹来中

中部中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

松新町 ６丁目 100-6 勝川小

100-7以降 小野小

松本町 全域 不二小 高蔵寺中

ﾐ 瑞穂通 １丁目 全域 柏原小

瑞穂通 ２丁目 全域 柏原小

瑞穂通 ３丁目 全域 柏原小

瑞穂通 ４丁目 全域 柏原小

瑞穂通 ５丁目 全域 柏原小

瑞穂通 ６丁目 全域 八幡小

瑞穂通 ７丁目 全域 八幡小

瑞穂通 ８丁目 全域 八幡小

南下原町 1～1090-1 松原小 松原中

1090-2～1094-5 大手小 鷹来中

1095～1500 松原小

南下原町１丁目 全域 松原小

南下原町２丁目 1 ～ 3-4 松原小

3-5 ～ 3-12 大手小 鷹来中

3-13以降 松原小 松原中

4-1 ～ 4-10 大手小 鷹来中

4-11 ～ 100-8 松原小 松原中

100-9 ～ 100-14 大手小 鷹来中

100-15以降 松原小

南下原町３丁目 全域 松原小

南下原町４丁目 1 ～ 16-1 松原小

16-2 ～ 16-8 西山小

16-9 ～ 100-38 松原小

100-39 ～ 100-54 西山小

100-55以降 松原小

南下原町５丁目 全域 松原小

南下原町６丁目 全域 松原小

南花長町 全域 味美小 知多中

美濃町 全域 味美小 知多中

宮町 全域 春日井小 西部中

御幸町 全域 山王小 知多中

妙慶町 全域 勝川小 中部中

ﾓ 桃山町 １丁目 全域 西山小

桃山町 ２丁目 全域 西山小

桃山町 ３丁目 全域 西山小

桃山町 1  ～  2999 西山小

3000  ～  3100 鷹来小

3101  ～  3112 西山小

3113  ～  4922 鷹来小

4923以降 西山小

森山田町 全域 小野小 中部中

ﾔ 八事町 全域 八幡小 東部中

大和通 １丁目 全域 山王小 知多中

大和通 ２丁目 1  ～  19 勝川小 中部中

鷹来中

中部中

柏原中

東部中

松原中

松原中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

20  ～  21 山王小 知多中

22  ～  28 勝川小 中部中

29  ～  55 山王小 知多中

56以降 勝川小 中部中

弥生町 １丁目 全域 鳥居松小

弥生町 ２丁目 全域 鳥居松小

弥生町 １丁目 ・２丁目　以外 上条小 中部中

ﾖ 四ツ家町 全域 春日井小 西部中

ﾛ 六軒屋町 １丁目 全域 丸田小

六軒屋町 ２丁目 全域 丸田小

六軒屋町 ３丁目 全域 松原小

六軒屋町 ４丁目 全域 松原小

六軒屋町 ５丁目 全域 松原小

六軒屋町 ６丁目 全域 松原小

六軒屋町 ７丁目 全域 松原小

六軒屋町西 １丁目 全域 丸田小

六軒屋町西 ２丁目 全域 丸田小

六軒屋町西 ３丁目 全域 丸田小

六軒屋町  字東丘   1- 2   ～  11-30 松原小 松原中

11-31  ～  11-33 篠木小 東部中

11-34  ～  11-35 松原小 松原中

11-36  ～  11-41 篠木小 東部中

11-42  ～  11-53 松原小 松原中

12-1  ～  12-7 松原小 松原中

13-2  ～  13-17 篠木小 東部中

13-21  ～  13-23 松原小 松原中

13-24  ～  13-42 篠木小 東部中

13-43  ～  13-48 松原小 松原中

13-52  ～  13-62 篠木小 東部中

13-63  ～  13-64 松原小 松原中

13-65  ～  15-15 篠木小 東部中

16-9    ～  25-28 松原小 松原中

25-29  ～　25-30 篠木小 東部中

25-31  ～  26-51 松原小 松原中

六軒屋町 字中山 全域 松原小

六軒屋町 字松山 全域 松原小

六軒屋町 字水附 全域 篠木小 東部中

六軒屋町 字向ヱ 1 ～ 14-1 松原小

六軒屋町 字向ヱ 14-3 丸田小

14-5  ～  17 松原小

18  ～  24 丸田小

25  ～  26-1 松原小

26-2  ～ 26- 5 丸田小

27  ～  53 丸田小

54  ～  57 松原小

58  ～  78 丸田小

ﾜ 若草通 １丁目 全域 勝川小 中部中

柏原中

松原中

松原中

松原中

松原中
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学区リスト（町名順）

ｶﾅ 町名 地番 小学校 中学校

若草通 ２丁目 全域 勝川小

若草通 ３丁目 全域 勝川小

若草通 ４丁目 全域 勝川小

若草通 ５丁目 1  ～  57-1 柏原小 柏原中

58  ～  180 勝川小 中部中

割塚町 全域 篠原小 東部中

中部中
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