
通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

あ 青葉台 藤松 緑丘

い 泉ケ丘 大里南 柳西

稲積一丁目 西門司 緑丘

稲積二丁目 西門司 緑丘

う 梅ノ木町 １番 大里東 戸ノ上

梅ノ木町 ２番～３番 萩ヶ丘 戸ノ上

梅ノ木町 ４番１号～５号 萩ヶ丘 戸ノ上

梅ノ木町 ４番６号～７号 大里柳 柳西

梅ノ木町 ４番８号の一部 萩ヶ丘 戸ノ上

梅ノ木町 ４番８号の一部 大里柳 柳西

梅ノ木町 ４番９号～１６号 大里柳 柳西

梅ノ木町 ４番１７号～２８号 萩ヶ丘 戸ノ上

梅ノ木町 ５番～６番 大里東 戸ノ上

お 老松町 門司中央 門司

大久保一丁目 港が丘 早鞆

大久保二丁目 港が丘 早鞆

大久保三丁目 １番～１０番 港が丘 早鞆

大久保三丁目 １１番 田野浦 早鞆

大久保三丁目 １２番～１３番 港が丘 早鞆

奥田一丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

奥田二丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

奥田三丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

奥田四丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

奥田五丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

か 花月園 １番～２番 門司中央 門司

花月園 ３番１号～７号 港が丘 早鞆

花月園 ３番８号 門司中央 門司

花月園 ４番１号～４号 門司中央 門司

花月園 ４番５号～９号 港が丘 早鞆

花月園 ４番１０号 門司中央 門司

花月園 ４番１１号～１６号 港が丘 早鞆

花月園 ４番１７号～２５号 門司中央 門司

花月園 ５番～７番 門司中央 門司

花月園 ８番１号～１１号 門司中央 門司

花月園 ８番１２号～１３号 港が丘 早鞆

花月園 ８番１４号以上 門司中央 門司

花月園 ９番～１１番 門司中央 門司

花月園 １２番１号～６号 港が丘 早鞆

花月園 １２番７号～３４号 門司中央 門司

花月園 １２番３５号以上 港が丘 早鞆

花月園 １３番～１７番 港が丘 早鞆

花月園 １８番１号～３６号 港が丘 早鞆

花月園 １８番３７号～３８号 門司中央 門司

花月園 １９番～２１番 港が丘 早鞆

風師一丁目 小森江 門司

風師二丁目 小森江 門司

風師三丁目 小森江 門司

風師四丁目 小森江 門司

春日町 大積 東郷

片上海岸 １番～５番 小森江 門司

片上海岸 ６番～７番 小森江 門司

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

か 片上町 小森江 門司

上二十町 １番～２番 大里東 戸ノ上

上二十町 ３番１号～１７号 大里東 戸ノ上

上二十町 ３番１８号～２１号 萩ヶ丘 戸ノ上

上二十町 ３番２２号以上 大里東 戸ノ上

上二十町 ４番～９番 大里東 戸ノ上

上二十町 １０番～１２番 萩ヶ丘 戸ノ上

上二十町 １３番１号～８号 大里東 戸ノ上

上二十町 １３番９号～１６号 萩ヶ丘 戸ノ上

上二十町 １３番１７号以上 大里東 戸ノ上

上藤松一丁目 藤松 緑丘

上藤松二丁目 藤松 緑丘

上藤松三丁目 藤松 緑丘

上本町 １番～２番 門司中央 門司

上本町 ３番１号 門司中央 門司

上本町 ３番２号～１５号 港が丘 早鞆

上本町 ３番１６号以上 門司中央 門司

上本町 ４番～１０番 港が丘 早鞆

上馬寄一丁目 １番～７番 西門司 緑丘

上馬寄一丁目 ８番～１２番 大里南 柳西

上馬寄一丁目 １３番～１６番 西門司 緑丘

上馬寄二丁目 １番～６番 大里南 柳西

上馬寄二丁目 ７番～１２番 西門司 緑丘

上馬寄三丁目 西門司 緑丘

き 吉志一丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志二丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志三丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志四丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志五丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志六丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志七丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志新町一丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志新町二丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志新町三丁目 松ケ江南 松ケ江

吉志新町四丁目 松ケ江南 松ケ江

北川町 小森江 門司

旧門司一丁目 港が丘 早鞆

旧門司二丁目 港が丘 早鞆

清滝一丁目 門司海青 門司

清滝二丁目 門司海青 門司

清滝三丁目 門司海青 門司

清滝四丁目 門司海青 門司

清滝五丁目 門司海青 門司

清見一丁目 １番１号～２号 門司中央 門司

清見一丁目 １番３号以上 港が丘 早鞆

清見一丁目 ２番 港が丘 早鞆

清見一丁目 ３番１号～５号 門司中央 門司

清見一丁目 ３番６号以上 港が丘 早鞆

清見一丁目 ４番～１０番 港が丘 早鞆

清見一丁目 １１番１号～４号 門司中央 門司

清見一丁目 １１番５号～３２号 港が丘 早鞆
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

き 清見一丁目 １１番３３号～４５号 門司中央 門司

清見一丁目 １２番１号～９号 門司中央 門司

清見一丁目 １２番１０号以上 港が丘 早鞆

清見一丁目 １３番～２１番 港が丘 早鞆

清見二丁目 港が丘 早鞆

清見三丁目 港が丘 早鞆

清見四丁目 港が丘 早鞆

清見佐夜町 港が丘 早鞆

く 葛葉一丁目 小森江 門司

葛葉二丁目 小森江 門司

葛葉三丁目 １番～７番 小森江 門司

葛葉三丁目 ８番 小森江 門司

黒川西一丁目 大積 東郷

黒川西二丁目 大積 東郷

黒川西三丁目 大積 東郷

黒川東一丁目 大積 東郷

黒川東二丁目 大積 東郷

こ 黄金町 １番～２番 大里東 戸ノ上

黄金町 ３番１号～１４号 大里東 戸ノ上

黄金町 ３番１５号～２５号 萩ヶ丘 戸ノ上

黄金町 ３番２６号～３０号 大里東 戸ノ上

黄金町 ４番１号～１６号 大里東 戸ノ上

黄金町 ４番１７号～１９号 萩ヶ丘 戸ノ上

黄金町 ４番２０号以上 大里東 戸ノ上

黄金町 ５番～９番 大里東 戸ノ上

黄金町 １０番１号～１０号 大里東 戸ノ上

黄金町 １０番１１号～１８号 萩ヶ丘 戸ノ上

黄金町 １０番１９号以上 大里東 戸ノ上

黄金町 １１番１号～１４号 大里東 戸ノ上

黄金町 １１番１５号～２０号 萩ヶ丘 戸ノ上

黄金町 １１番２１号の一部 萩ヶ丘 戸ノ上

黄金町 １１番２１号の一部 大里東 戸ノ上

黄金町 １１番２２号～３０号 萩ヶ丘 戸ノ上

黄金町 １２番１号～１１号 大里東 戸ノ上

黄金町 １２番１２号～１７号 萩ヶ丘 戸ノ上

黄金町 １２番１８号以上 大里東 戸ノ上

黄金町 １３番～１４番 大里東 戸ノ上

小松町 １番 大里柳 柳西

小松町 ２番～１１番 大里南 柳西

小森江一丁目 小森江 門司

小森江二丁目 小森江 門司

小森江三丁目 小森江 門司

さ 栄町 １番～２番 門司海青 門司

栄町 ３番～５番 門司中央 門司

栄町 ６番～９番 門司海青 門司

栄町 １０番～１１番 門司中央 門司

し 下二十町 大里東 戸ノ上

下馬寄 西門司 緑丘

社ノ木一丁目 西門司 緑丘

社ノ木二丁目 西門司 緑丘
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

し 庄司町 門司中央 門司

白野江一丁目 白野江 東郷

白野江二丁目 白野江 東郷

白野江三丁目 白野江 東郷

白野江四丁目 白野江 東郷

城山町 萩ヶ丘 戸ノ上

新開 田野浦 早鞆

新原町 大里南 柳西

新門司一丁目 松ケ江北 松ケ江

新門司二丁目 松ケ江南 松ケ江

新門司三丁目 松ケ江南 松ケ江

新門司北一丁目 松ケ江北 松ケ江

新門司北二丁目 松ケ江北 松ケ江

新門司北三丁目 松ケ江北 松ケ江

寺内一丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

寺内二丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

寺内三丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

寺内四丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

寺内五丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

た 高砂町 大積 東郷

高田一丁目 大里柳 柳西

高田二丁目 大里柳 柳西

谷町一丁目 １番 門司中央 門司

谷町一丁目 ２番～４番 門司海青 門司

谷町一丁目 ５番～１２番 門司中央 門司

谷町二丁目 １番 門司海青 門司

谷町二丁目 ２番１号～２７号 門司中央 門司

谷町二丁目 ２番２８号以上 門司海青 門司

谷町二丁目 ３番～１５番 門司中央 門司

谷町二丁目 １６番～１７番 門司海青 門司

田野浦一丁目 田野浦 早鞆

田野浦二丁目 田野浦 早鞆

田野浦三丁目 田野浦 早鞆

田野浦海岸 田野浦 早鞆

大里桜ヶ丘 萩ヶ丘 戸ノ上

大里新町 西門司 緑丘

大里戸ノ上一丁目 １番～２番 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上一丁目 ３番１号～１３号 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上一丁目 ３番１４号～２２号 大里柳 柳西

大里戸ノ上一丁目 ３番２３号以上 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上一丁目 ４番１号～１４号 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上一丁目 ４番１５号～１９号 大里柳 柳西

大里戸ノ上一丁目 ４番２０号の一部 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上一丁目 ４番２０号の一部 大里柳 柳西

大里戸ノ上一丁目 ４番２１号～２５号 大里柳 柳西

大里戸ノ上一丁目 ４番２６号以上 萩ヶ丘 戸ノ上
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

た 大里戸ノ上一丁目 ５番～１７番 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １番 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 ２番～１０番 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １１番 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １２番１号～１４号 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １２番１５号～３３号 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １２番３４号以上 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １３番１号～１０号 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １３番１１号～１９号 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １３番２０号以上 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上二丁目 １４番～２１番 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 １番１号～６号 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 １番７号～２３号 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 １番２４号～２５号 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 ２番 大里東 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 ３番～１０番 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 １１番１号～１１号 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 １１番１２号～１５号 大里柳 柳西

大里戸ノ上三丁目 １１番１６号の一部 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 １１番１６号の一部 大里柳 柳西

大里戸ノ上三丁目 １１番１７号以上 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上三丁目 １２番 大里柳 柳西

大里戸ノ上三丁目 １３番～１４番 萩ヶ丘 戸ノ上

大里戸ノ上四丁目 大里柳 柳西

大里原町 １番～２番 大里柳 柳西

大里原町 ３番 大里南 柳西

大里原町 ４番～８番 大里柳 柳西

大里原町 ９番～１０番 大里南 柳西

大里原町 １１番～１３番 大里柳 柳西

大里東一丁目 １番１号～８号 小森江 門司

大里東一丁目 １番９号の一部 小森江 門司

大里東一丁目 １番９号の一部 大里東 戸ノ上

大里東一丁目 １番１０号～２８号 大里東 戸ノ上

大里東一丁目 １番２９号の一部 小森江 門司

大里東一丁目 １番２９号の一部 大里東 戸ノ上

大里東一丁目 ２番～１１番 大里東 戸ノ上

大里東二丁目 １番２号～９号 小森江 門司

大里東二丁目 １番１０号以上 大里東 戸ノ上

大里東二丁目 ２番～６番 大里東 戸ノ上

大里東二丁目 ７番 小森江 門司

大里東二丁目 ８番～１５番 大里東 戸ノ上

大里東三丁目 大里東 戸ノ上

大里東四丁目 １番～３番 大里東 戸ノ上

大里東四丁目 ４番１号～５２号 大里東 戸ノ上

大里東四丁目 ４番５３号～６９号 萩ヶ丘 戸ノ上

大里東四丁目 ４番７０号～７１号 大里東 戸ノ上

大里東四丁目 ５番～１３番 大里東 戸ノ上

大里東四丁目 １４番１号～４号 萩ヶ丘 戸ノ上

大里東四丁目 １４番５号～１３号 大里東 戸ノ上

大里東四丁目 １４番１４号の一部 大里東 戸ノ上

大里東四丁目 １４番１４号の一部 萩ヶ丘 戸ノ上

大里東四丁目 １４番１５号～２３号 大里東 戸ノ上

大里東四丁目 １４番２４号以上 萩ヶ丘 戸ノ上

大里東五丁目 大里東 戸ノ上

大里東口 大里東 戸ノ上
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

た 大里本町一丁目 大里東 戸ノ上

大里本町二丁目 １番～７番 大里東 戸ノ上

大里本町二丁目 ８番１号～３号 大里柳 柳西

大里本町二丁目 ８番４号の一部 大里柳 柳西

大里本町二丁目 ８番４号の一部 大里東 戸ノ上

大里本町二丁目 ８番５号～１１号 大里柳 柳西

大里本町二丁目 ８番１２号～３８号 大里東 戸ノ上

大里本町二丁目 ８番３９号 大里東 戸ノ上

大里本町二丁目 ８番４１号 大里東 柳西

大里本町二丁目 ９番１号～１３号 大里柳 柳西

大里本町二丁目 ９番１４号～３６号 大里東 戸ノ上

大里本町二丁目 ９番３７号～４２号 大里柳 柳西

大里本町二丁目 １０番～１１番 大里東 戸ノ上

大里本町三丁目 １番～２０番 大里柳 柳西

大里元町 小森江 門司

大里桃山町 大里南 柳西

つ 恒見町 松ケ江南 松ケ江

な 中町 １番～３番 大里柳 柳西

中町 ４番１号～１５号 大里柳 柳西

中町 ４番１６号～３７号 大里南 柳西

中町 ４番３８号以上 大里柳 柳西

中町 ５番 大里南 柳西

中町 ６番の一部 大里南 柳西

中町 ６番の一部 大里柳 柳西

永黒一丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

永黒二丁目 萩ヶ丘 戸ノ上

長谷一丁目 門司海青 門司

長谷二丁目 門司海青 門司

中二十町 大里東 戸ノ上

鳴竹一丁目 １番～７番 港が丘 早鞆

鳴竹一丁目 ８番 田野浦 早鞆

鳴竹一丁目 ９番１号～１８号 田野浦 早鞆

鳴竹一丁目 ９番１９号 港が丘 早鞆

鳴竹一丁目 ９番２０号以上 田野浦 早鞆

鳴竹一丁目 １０番～１４番 田野浦 早鞆

鳴竹二丁目 １番１号～７号 港が丘 早鞆

鳴竹二丁目 １番８号の一部 港が丘 早鞆

鳴竹二丁目 １番８号の一部 田野浦 早鞆

鳴竹二丁目 １番９号～１５号 田野浦 早鞆

鳴竹二丁目 １番１６号の一部 田野浦 早鞆

鳴竹二丁目 １番１６号の一部 港が丘 早鞆

鳴竹二丁目 １番１８号以上 港が丘 早鞆

鳴竹二丁目 ２番～１８番 田野浦 早鞆

に 西海岸一丁目 門司海青 門司

西海岸二丁目 １番 門司海青 門司

西海岸二丁目 ２番～５番 小森江 門司

西海岸三丁目 小森江 門司

錦町 １番～２番 門司海青 門司

錦町 ３番１号～２４号 門司中央 門司

錦町 ３番２５号～２６号 門司海青 門司

錦町 ４番１号～２号 門司海青 門司

錦町 ４番３号～２１号 門司中央 門司
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

に 錦町 ４番２２号以上 門司海青 門司

錦町 ５番～７番 門司海青 門司

錦町 ８番１号～３号 門司海青 門司

錦町 ８番４号～１８号 門司中央 門司

錦町 ８番１９号～２８号 門司海青 門司

錦町 ９番１号～３号 門司海青 門司

錦町 ９番４号～１７号 門司中央 門司

錦町 ９番１８号以上 門司海青 門司

錦町 １０番 門司海青 門司

錦町 １１番１号～９号 門司海青 門司

錦町 １１番１０号 門司中央 門司

錦町 １１番１１号以上 門司海青 門司

錦町 １２番２号～２７号 門司中央 門司

錦町 １２番２８号～２９号 門司海青 門司

西新町一丁目 西門司 緑丘

西新町二丁目 西門司 緑丘

は 畑田町 １番１号 門司中央 門司

畑田町 １番８号 門司中央 門司

畑田町 １番１１号 門司中央 門司

畑田町 １番１４号 港が丘 早鞆

畑田町 ２番 門司中央 門司

畑田町 ３番～９番 港が丘 早鞆

浜町 港が丘 早鞆

羽山一丁目 小森江 門司

羽山二丁目 小森江 門司

原町別院 大里南 柳西

ひ 東新町一丁目 西門司 緑丘

東新町二丁目 西門司 緑丘

東本町一丁目 港が丘 早鞆

東本町二丁目 港が丘 早鞆

東馬寄 大里南 柳西

東港町 港が丘 早鞆

東門司一丁目 １番～１６番 門司中央 門司

東門司一丁目 １７番１号～５号 門司中央 門司

東門司一丁目 １７番６号～１５号 港が丘 早鞆

東門司一丁目 １７番１６号～２７号 門司中央 門司

東門司一丁目 １８番 門司中央 門司

東門司一丁目 １９番２号～１２号 門司中央 門司

東門司一丁目 １９番１３号～１８号 港が丘 早鞆

東門司一丁目 ２０番１号～３号 門司中央 門司

東門司一丁目 ２０番４号～８号 港が丘 早鞆

東門司一丁目 ２０番９号以上 門司中央 門司

東門司一丁目 ２１番～２２番 門司中央 門司

東門司二丁目 １番～３番 門司中央 門司

東門司二丁目 ４番１号～７号 港が丘 早鞆

東門司二丁目 ４番８号～１８号 門司中央 門司

東門司二丁目 ５番１号～３号 門司中央 門司

東門司二丁目 ５番４号～８号 港が丘 早鞆

東門司二丁目 ５番９号以上 門司中央 門司

東門司二丁目 ６番～１０番 門司中央 門司

東門司二丁目 １１番１号～５号 港が丘 早鞆
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

ひ 東門司二丁目 １１番６号以上 門司中央 門司

東門司二丁目 １２番～１９番 門司中央 門司

光町一丁目 藤松 緑丘

光町二丁目 藤松 緑丘

柄杓田町 柄杓田 東郷

広石一丁目 門司海青 門司

広石二丁目 門司海青 門司

ふ 藤松一丁目 藤松 緑丘

藤松二丁目 藤松 緑丘

藤松三丁目 藤松 緑丘

二タ松町 １番～５番 小森江 門司

二タ松町 ６番１号～１４号 小森江 門司

二タ松町 ６番１５号 小森江 門司

二タ松町 ７番３号 小森江 門司

二タ松町 ７番５号 小森江 門司

二タ松町 ７番７号～１０号 小森江 門司

二タ松町 ７番１３号 小森江 門司

二タ松町 ７番１７号～２１号 小森江 門司

二タ松町 ７番２３号～２７号 小森江 門司

二タ松町 ８番１号～２号 小森江 門司

二タ松町 ８番３号 小森江 門司

二タ松町 ８番４号～６号 小森江 門司

二タ松町 ８番７号 小森江 門司

二タ松町 ８番８号～１０号 小森江 門司

二タ松町 ８番１１号 小森江 門司

二タ松町 ８番１２号～１６号 小森江 門司

二タ松町 ８番１７号～１８号 小森江 門司

二タ松町 ８番２０号 小森江 門司

二タ松町 ９番～１０番 小森江 門司

二タ松町 １１番 小森江 門司

不老町一丁目 大里柳 柳西

不老町二丁目 大里柳 柳西

へ 別院 大里南 柳西

ほ 法師庵 門司中央 門司

本町 門司海青 門司

ま 松崎町 萩ヶ丘 戸ノ上

松原一丁目 １番～１１番 大里南 柳西

松原一丁目 １２番 西門司 緑丘

松原二丁目 西門司 緑丘

松原三丁目 西門司 緑丘

丸山一丁目 門司海青 門司

丸山二丁目 門司海青 門司

丸山三丁目 門司海青 門司

丸山四丁目 門司海青 門司

丸山吉野町 門司海青 門司

み 緑ヶ丘 藤松 緑丘
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

み 港町 門司海青 門司

南本町 小森江 門司

も 元清滝 門司海青 門司

桃山台 大里南 柳西

や 柳原町 大里南 柳西

柳町一丁目 １番～６番 大里柳 柳西

柳町一丁目 ７番２号～９号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町一丁目 ７番１０号以上 大里柳 柳西

柳町一丁目 ８番～１１番 大里柳 柳西

柳町一丁目 １２番１号～７号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町一丁目 １２番８号以上 大里柳 柳西

柳町一丁目 １３番１号 大里柳 柳西

柳町一丁目 １３番２号～５号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町一丁目 １３番６号 大里柳 柳西

柳町一丁目 １３番７号～８号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町一丁目 １３番９号以上 大里柳 柳西

柳町一丁目 １４番～１５番 大里柳 柳西

柳町二丁目 大里柳 柳西

柳町三丁目 １番１号～４号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町三丁目 １番５号～１８号 大里柳 柳西

柳町三丁目 １番１９号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町三丁目 ２番～１５番 大里柳 柳西

柳町三丁目 １６番１号～４号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町三丁目 １６番５号～２０号 大里柳 柳西

柳町三丁目 １６番２１号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町三丁目 １７番１号～２４号 大里柳 柳西

柳町三丁目 １７番２５号 萩ヶ丘 戸ノ上

柳町三丁目 １７番２６号 大里柳 柳西

柳町四丁目 大里柳 柳西

矢筈町 小森江 門司

大 大字伊川 松ケ江北 松ケ江

大字今津 松ケ江北 松ケ江

大字大積 １番地の１３９ 港が丘 早鞆

大字大積 １番地の１４４ 港が丘 早鞆

大字大積 ２番～ 大積 東郷

大字吉志 松ケ江南 松ケ江

大字喜多久 大積 東郷

大字黒川 ６９０番地～７２０番地 門司海青 門司

大字黒川 その他 大積 東郷

大字猿喰 松ケ江北 松ケ江

大字白野江 １番地～２５２７番地 白野江 東郷

大字白野江 ２５２８番地～ 港が丘 早鞆

大字大里 ２２０５番地～３０７５番地 大里南 柳西

大字大里 ３１０７番地、５４１６番地 大里柳 柳西

大字大里 ５４２１番地～５４６３番地 大里柳 柳西

大字大里 ５８０６番地～６３６０番地 萩ヶ丘 戸ノ上
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大 大字田野浦 田野浦 早鞆

大字恒見 松ケ江南 松ケ江

大字畑 １番地～１９００番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 １９０５番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 １９１３番地～１９１６番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 １９２２番地～１９２７番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 １９３５番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 １９３８番地～１９４９番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 １９６０番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 １９６６番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 １９８１番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 １９８５番地の２ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 １９８６番地の１～２ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 １９９１番地の１ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２００５番地の２ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２００７番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２００８番地の５ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０１０番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０１８番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０２１番地の３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０２２番地の４ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０２６番地の１ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０２６番地の４ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０２７番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０２８番地の３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０２８番地の６～７ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０４０番地の２ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０４２番地の３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０４３番地の４～５ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０４４番地の１ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０４８番地の１ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０４８番地の３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０４９番地の１ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０５３番地の１ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０５６番地の４～５ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０５８番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０５９番地の２ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０６０番地～２０６２番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 ２０６３番地の２ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０６４番地～２０６５番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 ２０６７番地の１ 松ケ江南 松ケ江

大字畑 ２０６７番地の２～３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０７２番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０７４番地～２０７７番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 ２０８０番地の３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０８１番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０８３番地の１ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２０８４番地～２１１０番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 ２１１２番地～２１１６番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 ２１２３番地～２１３８番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 ２１４１番地～２１８１番地 松ケ江南 松ケ江

大字畑 ２１８２番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２２００番地の３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２２０５番地～２２０６番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２２７６番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２２９３番地の４ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２３４０番地 萩ヶ丘 戸ノ上

大字畑 ２３４２番地の２ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２３４２番地の６～１０ 松ケ江北 松ケ江
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【門司区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大 大字畑 ２３４２番地の１３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２３４８番地 萩ヶ丘 戸ノ上

大字畑 ２４０８番地 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の２～３ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の１２ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の１６～１９ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の２０～２４ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の２６ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の２９ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の３３～３６ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の４３～４５ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の４７～５０ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の５２～６４ 松ケ江北 松ケ江

大字畑 ２４０８番地の８０ 松ケ江北 松ケ江

大字柄杓田 柄杓田 東郷

大字門司 ３４９１番地～３４９５番地 港が丘 早鞆
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

あ 青葉一丁目 西小倉 思永

青葉二丁目 西小倉 思永

赤坂一丁目 桜丘 富野

赤坂二丁目 桜丘 富野

赤坂三丁目 桜丘 富野

赤坂四丁目 桜丘 富野

赤坂五丁目 桜丘 富野

赤坂海岸 桜丘 富野

浅野一丁目 小倉中央 菊陵

浅野二丁目 小倉中央 菊陵

浅野三丁目 小倉中央 菊陵

朝日ヶ丘 １番 日明 思永

朝日ヶ丘 ２番～１８番 中井 板櫃

足原一丁目 １番 寿山 足立

足原一丁目 ２番 三郎丸 足立

足原一丁目 ３番１号～９号 三郎丸 足立

足原一丁目 ３番１０号～１２号 寿山 足立

足原一丁目 ３番１３号以上 三郎丸 足立

足原一丁目 ４番～５番 寿山 足立

足原一丁目 ６番１号～７号 三郎丸 足立

足原一丁目 ６番８号～２９号 足原 霧丘

足原一丁目 ６番３０号以上 三郎丸 足立

足原一丁目 ７番 寿山 霧丘

足原一丁目 ８番～９番 三郎丸 足立

足原一丁目 １０番～１３番 足原 霧丘

足原二丁目 足原 霧丘

愛宕一丁目 日明 思永

愛宕二丁目 １番 西小倉 思永

愛宕二丁目 ２番～３番 日明 思永

愛宕二丁目 ４番～７番 西小倉 思永

愛宕二丁目 ８番～１１番 日明 思永

足立一丁目 １番～９番 寿山 霧丘

足立一丁目 １０番１号～４号 足原 霧丘

足立一丁目 １０番５号～４２号 寿山 霧丘

足立一丁目 １０番４３号以上 足原 霧丘

足立一丁目 １１番１号～３２号 寿山 霧丘

足立一丁目 １１番３３号以上 足原 霧丘

足立二丁目 １番～４番 足原 霧丘

足立二丁目 ５番 寿山 霧丘

足立二丁目 ６番～１２番 足原 霧丘

足立三丁目 足原 霧丘

い 泉台一丁目 泉台 篠崎

泉台二丁目 泉台 篠崎

泉台三丁目 泉台 篠崎

泉台四丁目 泉台 篠崎

板櫃町 １番～１３番 日明 思永

板櫃町 １４番～２０番 到津 板櫃

板櫃町 ２１番 西小倉 思永

板櫃町 ２２番 到津 板櫃

板櫃町 ２３番 日明 思永

井堀一丁目 １番 到津 板櫃

井堀一丁目 ２番１号～５１号 到津 板櫃

井堀一丁目 ２番５２号以上 井堀 板櫃

井堀一丁目 ３番～２６番 井堀 板櫃

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

井堀二丁目 １番１号～３０号 中井 板櫃

い 井堀二丁目 １番３１号以上 井堀 板櫃

井堀二丁目 ２番～５番 井堀 板櫃

井堀二丁目 ６番１号～１７号 中井 板櫃

井堀二丁目 ６番２０号～２４号 井堀 板櫃

井堀二丁目 ７番 中井 板櫃

井堀二丁目 ８番～９番 井堀 板櫃

井堀三丁目 井堀 板櫃

井堀四丁目 井堀 板櫃

井堀五丁目 １番 到津 板櫃

井堀五丁目 ２番～３番 井堀 板櫃

今町一丁目 １番 南小倉 南小倉

今町一丁目 ２番～５番 今町 城南

今町二丁目 １番～８番 南丘 南小倉

今町二丁目 ９番 今町 城南

今町二丁目 １０番１号～１２号 今町 城南

今町二丁目 １０番１３号～３５号 南丘 南小倉

今町二丁目 １０番３６号以上 今町 城南

今町二丁目 １１番～２４番 今町 城南

今町二丁目 ２５番 南丘 南小倉

今町二丁目 ２６番～２８番 今町 城南

今町二丁目 ２９番１号～１９号 南丘 南小倉

今町二丁目 ２９番２０号～３２号 今町 城南

今町二丁目 ２９番３３号の一部 南丘 南小倉

今町二丁目 ２９番３３号の一部 今町 城南

今町二丁目 ２９番３４号以上 南丘 南小倉

今町二丁目 ３０番 南丘 南小倉

今町三丁目 １番～２番 南丘 南小倉

今町三丁目 ３番１号～３号 南丘 南小倉

今町三丁目 ３番４号～１４号 今町 城南

今町三丁目 ３番１５号以上 南丘 南小倉

今町三丁目 ４番 今町 城南

今町三丁目 ５番～１４番 南丘 南小倉

今町三丁目 １５番～１９番 今町 城南

鋳物師町  西小倉 思永

う 魚町一丁目 小倉中央 菊陵

魚町二丁目 小倉中央 菊陵

魚町三丁目 小倉中央 菊陵

魚町四丁目 小倉中央 菊陵

宇佐町一丁目 足立 足立

宇佐町二丁目 足立 足立

え 江南町 小倉中央 菊陵

お 大田町 １番 足立 足立

大田町 ２番１号～６号 足立 足立

大田町 ２番７号～１３号 足立 菊陵

大田町 ２番１４号以上 足立 足立

大田町 ３番～４番 足立 菊陵

大田町 ５番１号～１１号 足立 足立

大田町 ５番１２号～２２号 足立 菊陵

大田町 ５番２３号以上 足立 足立

大田町 ６番～８番 足立 足立

大田町 ９番１号～１８号 足立 菊陵

大田町 ９番１９号以上 足立 足立

大田町 １０番１号～８号 足立 菊陵

大田町 １０番９号～１７号 足立 足立

大田町 １０番１８号～２４号 足立 菊陵

大田町 １０番２５号 足立 足立

大田町 １０番２６号以上 足立 菊陵

大田町 １１番～１３番 足立 菊陵
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大田町 １４番１号～１９号 足立 菊陵

大田町 １４番２０号～４１号 足立 足立

お 大田町 １４番４２号以上 足立 菊陵

大田町 １５番１号～１８号 足立 足立

大田町 １５番１９号以上 足立 菊陵

大田町 １６番 足立 足立

大手町 １番～７番 西小倉 思永

大手町 ８番～９番 清水 篠崎

大手町 １０番～１２番 西小倉 思永

大手町 １３番～１７番 清水 篠崎

大畠一丁目 寿山 足立

大畠二丁目 １番１号～２号 寿山 足立

大畠二丁目 １番３号～１８号 富野 富野

大畠二丁目 １番１９号以上 寿山 足立

大畠二丁目 ２番～４番 寿山 足立

大畠二丁目 ５番１号～５号 富野 富野

大畠二丁目 ５番６号の一部 寿山 足立

大畠二丁目 ５番６号の一部 富野 富野

大畠二丁目 ５番７号 寿山 足立

大畠二丁目 ５番８号の一部 寿山 足立

大畠二丁目 ５番８号の一部 富野 富野

大畠二丁目 ５番９号～１１号 寿山 足立

大畠二丁目 ５番１２号以上 富野 富野

大畠二丁目 ６番１号～１１号 富野 富野

大畠二丁目 ６番１２号～４５号 寿山 足立

大畠二丁目 ６番４６号以上 富野 富野

大畠二丁目 ７番～１０番 寿山 足立

大畠三丁目 １番～８番 寿山 足立

大畠三丁目 ９番１号～１０号 寿山 霧丘

大畠三丁目 ９番１１号～１４号 寿山 足立

大畠三丁目 ９番１５号～２５号 寿山 霧丘

大畠三丁目 ９番２６号～４２号 寿山 足立

大畠三丁目 ９番４３号以上 寿山 霧丘

大畠三丁目 １０番～１２番 寿山 足立

か 鍛冶町一丁目 小倉中央 菊陵

鍛冶町二丁目 小倉中央 菊陵

片野一丁目 三郎丸 足立

片野二丁目 三郎丸 足立

片野三丁目 １番～１２番 三郎丸 足立

片野三丁目 １３番１号～５号 城野 城南

片野三丁目 １３番６号～２０号 三郎丸 足立

片野三丁目 １３番２１号以上 城野 城南

片野三丁目 １４番～１５番 城野 城南

片野四丁目 １番 城野 城南

片野四丁目 ２番１号～５号 城野 城南

片野四丁目 ２番６号～２３号 三郎丸 足立

片野四丁目 ２番２４号以上 城野 城南

片野四丁目 ３番１号～５号 城野 城南

片野四丁目 ３番６号～２３号 三郎丸 足立

片野四丁目 ３番２４号以上 城野 城南

片野四丁目 ４番１号～５号 城野 城南

片野四丁目 ４番６号～１８号 三郎丸 足立

片野四丁目 ４番１９号の一部 城野 城南

片野四丁目 ４番１９号の一部 三郎丸 足立

片野四丁目 ４番２０号の一部 三郎丸 足立

片野四丁目 ４番２０号の一部 城野 城南

片野四丁目 ４番２１号以上 城野 城南

片野四丁目 ５番～１１番 城野 城南

片野四丁目 １２番１号～２号 城野 城南

片野四丁目 １２番３号～１７号 三郎丸 足立

片野四丁目 １２番１８号～２０号 城野 城南
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

片野四丁目 １２番２１号 三郎丸 足立

片野四丁目 １２番２２号以上 城野 城南

片野四丁目 １３番１号～４号 城野 城南

か 片野四丁目 １３番５号～３２号 三郎丸 足立

片野四丁目 １３番３３号以上 城野 城南

片野四丁目 １４番 城野 城南

片野四丁目 １５番～１６番 三郎丸 足立

片野四丁目 １７番１号～５号 三郎丸 足立

片野四丁目 １７番６号～１６号 城野 城南

片野四丁目 １７番１７号以上 三郎丸 足立

片野四丁目 １８番１号 城野 城南

片野四丁目 １８番２号～２４号 三郎丸 足立

片野四丁目 １８番２５号以上 城野 城南

片野四丁目 １９番１号～４号 城野 城南

片野四丁目 １９番５号～１７号 三郎丸 足立

片野四丁目 １９番１８号以上 城野 城南

片野四丁目 ２０番～２２番 城野 城南

片野四丁目 ２３番１号～６号 城野 城南

片野四丁目 ２３番７号～１１号 三郎丸 足立

片野四丁目 ２３番１２号以上 城野 城南

片野四丁目 ２４番 城野 城南

片野五丁目 １番１号～２３号 城野 城南

片野五丁目 １番２４号～２６号 貴船 白銀

片野五丁目 １番２７号以上 城野 城南

片野五丁目 ２番～４番 城野 城南

片野五丁目 ５番１号～３号 貴船 白銀

片野五丁目 ５番４号～２４号 城野 城南

片野五丁目 ５番２５号以上 貴船 白銀

片野五丁目 ６番～９番 城野 城南

片野新町一丁目 三郎丸 足立

片野新町二丁目 三郎丸 足立

片野新町三丁目 三郎丸 足立

金田一丁目 １番～７番 西小倉 思永

金田一丁目 ８番～９番 清水 篠崎

金田一丁目 １０番１号～６号 西小倉 思永

金田一丁目 １０番７号～２1号 清水 篠崎

金田一丁目 １０番２２号以上 西小倉 思永

金田二丁目 西小倉 思永

金田三丁目 西小倉 思永

上到津一丁目 到津 板櫃

上到津二丁目 到津 板櫃

上到津三丁目 到津 板櫃

上到津四丁目 １番～２３番 到津 板櫃

上到津四丁目 ２４番１号～３号 到津 板櫃

上到津四丁目 ２４番４号以上 高見 高見

上富野一丁目 １番１号～１０号 富野 菊陵

上富野一丁目 １番１１号～３８号 富野 富野

上富野一丁目 ２番１号～７号 富野 富野

上富野一丁目 ２番８号～２４号 富野 菊陵

上富野一丁目 ２番２５号以上 富野 富野

上富野一丁目 ３番～４番 富野 富野

上富野一丁目 ５番１号～２６号 富野 富野

上富野一丁目 ５番２７号～５７号 富野 菊陵

上富野一丁目 ５番５８号の一部 富野 菊陵

上富野一丁目 ５番５８号の一部 富野 富野

上富野一丁目 ５番５９号以上 富野 富野

上富野一丁目 ６番～７番 富野 菊陵

上富野二丁目 １番～８番 富野 富野

上富野二丁目 ９番１号～１６号 富野 富野

上富野二丁目 ９番１７号～２７号 富野 菊陵

上富野二丁目 ９番２８号以上 富野 富野
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

上富野二丁目 １０番 富野 菊陵

上富野二丁目 １１番２号 富野 菊陵

か 上富野二丁目 １１番３号～４号 富野 富野

上富野二丁目 １１番５号～１１号 富野 菊陵

上富野二丁目 １１番２６号 富野 菊陵

上富野二丁目 １１番２７号 富野 富野

上富野二丁目 １２番～１３番 富野 富野

上富野三丁目 １番～６番 富野 富野

上富野三丁目 ７番 桜丘 富野

上富野三丁目 ８番１号～１３号 桜丘 富野

上富野三丁目 ８番１４号～１５号 富野 富野

上富野三丁目 ８番１６号の一部 桜丘 富野

上富野三丁目 ８番１６号の一部 富野 富野

上富野三丁目 ８番１７号 桜丘 富野

上富野三丁目 ８番１９号～２６号 富野 富野

上富野三丁目 ８番２７号以上 桜丘 富野

上富野三丁目 ９番 富野 富野

上富野三丁目 １０番 桜丘 富野

上富野三丁目 １１番～１２番 富野 富野

上富野三丁目 １３番１号～６号 富野 富野

上富野三丁目 １３番７号～１３号 桜丘 富野

上富野三丁目 １３番１４号以上 富野 富野

上富野三丁目 １４番～１９番 桜丘 富野

上富野四丁目 １番～１３番 桜丘 富野

上富野四丁目 １４番 富野 富野

上富野四丁目 １５番～１６番 桜丘 富野

上富野五丁目 １番～３番 富野 富野

上富野五丁目 ４番～１２番 桜丘 富野

香春口一丁目 中島 白銀

香春口二丁目 中島 白銀

神岳一丁目 １番～４番 足立 足立

神岳一丁目 ５番 三郎丸 足立

神岳二丁目 １番１号～７号 寿山 足立

神岳二丁目 １番８号の一部 足立 足立

神岳二丁目 １番８号の一部 寿山 足立

神岳二丁目 １番９号～１９号 足立 足立

神岳二丁目 １番２０号の一部 足立 足立

神岳二丁目 １番２０号の一部 寿山 足立

神岳二丁目 １番２１号以上 寿山 足立

神岳二丁目 ２番１号～３号 足立 足立

神岳二丁目 ２番４号～３８号 寿山 足立

神岳二丁目 ２番３９号以上 足立 足立

神岳二丁目 ３番～１１番 寿山 足立

き 貴船町 貴船 白銀

木町一丁目 清水 篠崎

木町二丁目 南小倉 南小倉

木町三丁目 南小倉 南小倉

木町四丁目 清水 篠崎

京町一丁目 小倉中央 菊陵

京町二丁目 小倉中央 菊陵

京町三丁目 小倉中央 菊陵

京町四丁目 小倉中央 菊陵

清水一丁目 １番～７番 到津 板櫃

清水一丁目 ８番～９番 清水 篠崎

清水一丁目 １０番～１２番 到津 板櫃

清水一丁目 １３番～２０番 清水 篠崎

清水二丁目 清水 篠崎

清水三丁目 清水 篠崎

清水四丁目 清水 篠崎
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清水五丁目 １番～２番 清水 篠崎

清水五丁目 ３番１号～３号 泉台 篠崎

清水五丁目 ３番４号以上 清水 篠崎

き 清水五丁目 ４番１号～２０号 泉台 篠崎

清水五丁目 ４番２１号～２６号 清水 篠崎

清水五丁目 ４番２７号以上 泉台 篠崎

清水五丁目 ５番～８番 泉台 篠崎

清水五丁目 ９番 清水 篠崎

清水五丁目 １０番１号～５号 泉台 篠崎

清水五丁目 １０番６号以上 清水 篠崎

清水五丁目 １１番 清水 篠崎

清水五丁目 １２番～１９番 泉台 篠崎

霧ヶ丘一丁目 霧丘 霧丘

霧ヶ丘二丁目 霧丘 霧丘

霧ヶ丘三丁目 霧丘 霧丘

金鶏町 泉台 篠崎

く 熊谷一丁目 南丘 南小倉

熊谷二丁目 南丘 南小倉

熊谷三丁目 南丘 南小倉

熊谷四丁目 １番～７番 南丘 南小倉

熊谷四丁目 ８番～９番 南小倉 南小倉

熊谷四丁目 １０番～１９番 南丘 南小倉

熊谷五丁目 南丘 南小倉

熊本一丁目 三郎丸 足立

熊本二丁目 １番～６番 三郎丸 足立

熊本二丁目 ７番１号～２号 足原 霧丘

熊本二丁目 ７番３号～１０号 三郎丸 足立

熊本二丁目 ７番１１号以上 足原 霧丘

熊本二丁目 ８番～１０番 三郎丸 足立

熊本三丁目 １番 足原 霧丘

熊本三丁目 ２番～４番 三郎丸 足立

熊本三丁目 ５番～１１番 足原 霧丘

熊本三丁目 １２番１号～４号 足原 霧丘

熊本三丁目 １２番５号～１６号 三郎丸 足立

熊本三丁目 １２番１７号以上 足原 霧丘

熊本三丁目 １３番～１６番 足原 霧丘

熊本四丁目 足原 霧丘

黒住町 １番～２３番 足原 霧丘

黒住町 ２４番１号～３号 三郎丸 足立

黒住町 ２４番４号以上 足原 霧丘

黒住町 ２５番 足原 霧丘

黒原一丁目 足原 霧丘

黒原二丁目 １番～２２番 足原 霧丘

黒原二丁目 ２３番１号～２号 霧丘 霧丘

黒原二丁目 ２３番３号～４９号 足原 霧丘

黒原二丁目 ２４番 足原 霧丘

黒原二丁目 ２５番１号～９号 霧丘 霧丘

黒原二丁目 ２５番１０号～１３号 足原 霧丘

黒原二丁目 ２５番１４号以上 霧丘 霧丘

黒原二丁目 ２６番１号～８号 足原 霧丘

黒原二丁目 ２６番９号以上 霧丘 霧丘

黒原二丁目 ２７番 霧丘 霧丘

黒原二丁目 ２８番１号～７号 足原 霧丘

黒原二丁目 ２８番８号～１７号 霧丘 霧丘

黒原二丁目 ２８番１８号以上 足原 霧丘

黒原二丁目 ２９番 足原 霧丘

黒原二丁目 ３０番～４１番 霧丘 霧丘

黒原三丁目 １番～１７番 足原 霧丘

黒原三丁目 １８番～２６番 霧丘 霧丘
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小学校名 中学校名
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黒原三丁目 ２７番 足原 霧丘

黒原三丁目 ２８番１号～８号 足原 霧丘

黒原三丁目 ２８番９号～１１号 霧丘 霧丘

黒原三丁目 ２８番１４号～１８号 霧丘 霧丘

く 黒原三丁目 ２８番１９号～２０号 足原 霧丘

黒原三丁目 ２８番２１号～２２号 霧丘 霧丘

黒原三丁目 ２８番２３号以上 足原 霧丘

黒原三丁目 ２９番～３１番 足原 霧丘

黒原三丁目 ３２番～３８番 霧丘 霧丘

こ 黄金一丁目 １番 貴船 白銀

黄金一丁目 ２番１号～１８号 貴船 白銀

黄金一丁目 ２番１９号～２６号 三郎丸 足立

黄金一丁目 ２番２７号以上 貴船 白銀

黄金一丁目 ３番 貴船 白銀

黄金一丁目 ４番１号～９号 貴船 白銀

黄金一丁目 ４番１０号～２０号 三郎丸 足立

黄金一丁目 ４番２１号以上 貴船 白銀

黄金一丁目 ５番１号～６号 三郎丸 足立

黄金一丁目 ５番７号以上 貴船 白銀

黄金一丁目 ６番１号～３号 貴船 白銀

黄金一丁目 ６番４号の一部 貴船 白銀

黄金一丁目 ６番４号の一部 三郎丸 足立

黄金一丁目 ６番５号～２０号 三郎丸 足立

黄金一丁目 ６番２１号以上 貴船 白銀

黄金一丁目 ７番～１３番 貴船 白銀

黄金二丁目 貴船 白銀

米町一丁目 小倉中央 菊陵

米町二丁目 小倉中央 菊陵

小文字一丁目 富野 富野

小文字二丁目 １番１号～９号 富野 富野

小文字二丁目 １番１０号～２１号 寿山 足立

小文字二丁目 １番２２号以上 富野 富野

小文字二丁目 ２番～９番 富野 富野

紺屋町 小倉中央 菊陵

さ 菜園場一丁目 西小倉 思永

菜園場二丁目 西小倉 思永

堺町一丁目 小倉中央 菊陵

堺町二丁目 小倉中央 菊陵

三郎丸一丁目 三郎丸 足立

三郎丸二丁目 三郎丸 足立

三郎丸三丁目 三郎丸 足立

皿山町 １番～１５番 清水 篠崎

皿山町 １６番～２８番 泉台 篠崎

山門町 寿山 足立

し 重住三丁目 霧丘 霧丘

篠崎一丁目 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 １番１号～２１号 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 １番２２号～２９号 南丘 南小倉

篠崎二丁目 １番３０号以上 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ２番～７番 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ８番１号～１０号 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ８番１１号～３１号 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ８番３２号以上 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ９番～１８番 南丘 南小倉

18



通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

篠崎二丁目 １９番１号～１２号 南丘 南小倉

篠崎二丁目 １９番１３号～３０号 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 １９番３１号以上 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ２０番～２４番 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ２５番１号～１０号 南小倉 南小倉

し 篠崎二丁目 ２５番１１号～３０号 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ２５番３１号以上 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ２６番～２９番 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ３０番１号～２２号 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ３０番２３号～２７号 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ３０番２８号以上 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ３１番１号～７号 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ３１番８号～１４号 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ３１番１５号以上 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ３２番～３６番 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ３７番１号～２号 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ３７番３号～１７号 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ３７番１８号以上 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ３８番 南小倉 南小倉

篠崎二丁目 ３９番～４２番 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ４３番１号～４号 今町 城南

篠崎二丁目 ４３番５号～４０号 南丘 南小倉

篠崎二丁目 ４３番４１号以上 今町 城南

篠崎二丁目 ４４番～４５番 今町 城南

篠崎二丁目 ４６番～４８番 南小倉 南小倉

篠崎三丁目 １番～１０番 南小倉 南小倉

篠崎三丁目 １１番１号～４号 南丘 南小倉

篠崎三丁目 １１番５号～２５号 南小倉 南小倉

篠崎三丁目 １１番２６号以上 南丘 南小倉

篠崎三丁目 １２番 南丘 南小倉

篠崎三丁目 １３番１号～１１号 南小倉 南小倉

篠崎三丁目 １３番１２号～２６号 南丘 南小倉

篠崎三丁目 １３番２７号以上 南小倉 南小倉

篠崎三丁目 １４番～２３番 南小倉 南小倉

篠崎四丁目 南小倉 南小倉

篠崎五丁目 南小倉 南小倉

下到津一丁目 到津 板櫃

下到津二丁目 到津 板櫃

下到津三丁目 到津 板櫃

下到津四丁目 到津 板櫃

下到津五丁目 １番 到津 板櫃

下到津五丁目 ２番 泉台 篠崎

下到津五丁目 ３番～４番 到津 板櫃

下到津五丁目 ５番１号～１１号 到津 板櫃

下到津五丁目 ５番１２号～２０号 泉台 篠崎

下到津五丁目 ５番２１号以上 到津 板櫃

下到津五丁目 ６番 清水 篠崎

下到津五丁目 ７番 泉台 篠崎

下到津五丁目 ８番 到津 板櫃

下到津五丁目 ９番１号～１３号 到津 板櫃

下到津五丁目 ９番１４号～２２号 泉台 篠崎

下到津五丁目 ９番２３号以上 到津 板櫃

下到津五丁目 １０番 到津 板櫃

下富野一丁目 １番２６号～３３号 足立 菊陵

下富野一丁目 １番３４号以上 富野 菊陵

下富野一丁目 ２番～９番 足立 菊陵

下富野一丁目 １０番１号～１９号 富野 菊陵

下富野一丁目 １０番２０号～３１号 足立 菊陵

下富野一丁目 １０番３２号以上 富野 菊陵

下富野二丁目 １番１号～２４号 富野 菊陵

下富野二丁目 １番２５号の一部 足立 菊陵

下富野二丁目 １番２５号の一部 富野 菊陵

下富野二丁目 １番２６号～２９号 足立 菊陵

19



通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

下富野二丁目 １番３０号以上 富野 菊陵

下富野二丁目 ２番～１０番 富野 菊陵

下富野三丁目 １番～１１番 足立 菊陵

下富野三丁目 １２番～１３番 富野 富野

下富野四丁目 １番～２番 足立 足立

下富野四丁目 ３番１号～１１号 足立 足立

し 下富野四丁目 ３番１２号～３１号 富野 富野

下富野四丁目 ３番３２号以上 足立 足立

下富野四丁目 ４番～５番 富野 富野

下富野四丁目 ６番～７番 寿山 足立

下富野四丁目 ８番 足立 足立

下富野四丁目 ９番１号～９号 足立 足立

下富野四丁目 ９番１０号～２０号 寿山 足立

下富野四丁目 ９番３６号以上 足立 足立

下富野四丁目 １０番～２１番 寿山 足立

下富野五丁目 富野 富野

昭和町 中島 白銀

白銀一丁目 貴船 白銀

白銀二丁目 貴船 白銀

白萩町 到津 板櫃

神幸町 富野 富野

新高田一丁目 南小倉 南小倉

新高田二丁目 １番～２１番 南小倉 南小倉

新高田二丁目 ２２番１号～２号 清水 篠崎

新高田二丁目 ２２番３号～５号 南小倉 南小倉

新高田二丁目 ２２番６号～１０号 清水 篠崎

新高田二丁目 ２２番１１号～３４号 南小倉 南小倉

新高田二丁目 ２２番３５号以上 清水 篠崎

新高田二丁目 ２３番～３６番 南小倉 南小倉

親和町 中井 板櫃

寿山町 １番～３番 寿山 足立

寿山町 ４番１号～１０号 寿山 足立

寿山町 ４番１１号～２８号 寿山 霧丘

寿山町 ４番２９号以上 寿山 足立

寿山町 ５番 寿山 霧丘

寿山町 ６番１号～６号 寿山 霧丘

寿山町 ６番７号～１１７号 寿山 足立

寿山町 ６番１１８号以上 寿山 霧丘

寿山町 ７番 寿山 霧丘

城内 西小倉 思永

城野団地 足原 霧丘

す 末広一丁目 小倉中央 菊陵

末広二丁目 小倉中央 菊陵

須賀町 富野 富野

砂津一丁目 小倉中央 菊陵

砂津二丁目 足立 菊陵

砂津三丁目 小倉中央 菊陵

せ 船頭町 小倉中央 菊陵

船場町 小倉中央 菊陵

た 高尾一丁目 １番～２番 南小倉 南小倉
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

高尾一丁目 ３番１号～２６号 清水 篠崎

高尾一丁目 ３番２７号～４２号 南小倉 南小倉

高尾一丁目 ４番～２４番 南小倉 南小倉

高尾一丁目 ２５番１号～７号 清水 篠崎

高尾一丁目 ２５番８号以上 南小倉 南小倉

高尾一丁目 ２６番～４２番 南小倉 南小倉

高尾二丁目 南小倉 南小倉

た 高浜一丁目 １番 富野 富野

高浜一丁目 ２番～６番 小倉中央 菊陵

高浜二丁目 桜丘 富野

高坊一丁目 霧丘 霧丘

高坊二丁目 霧丘 霧丘

高見台 １番～７番 日明 思永

高見台 ８番～９番 中井 板櫃

高峰町 日明 思永

竪林町 １番～１４番 清水 篠崎

竪林町 １５番１号～５号 南小倉 南小倉

竪林町 １５番６号以上 清水 篠崎

竪林町 １６番～２１番 清水 篠崎

竪町一丁目 西小倉 思永

竪町二丁目 西小倉 思永

田町 西小倉 思永

大門一丁目 西小倉 思永

大門二丁目 西小倉 思永

と 常盤町 富野 富野

富野台 桜丘 富野

な 中井一丁目 １番～２番 日明 思永

中井一丁目 ３番１号～１２号 日明 思永

中井一丁目 ３番１３号の一部 中井 板櫃

中井一丁目 ３番１３号の一部 日明 思永

中井一丁目 ３番１４号～３１号 中井 板櫃

中井一丁目 ３番３２号以上 日明 思永

中井一丁目 ４番～４４番 中井 板櫃

中井二丁目 中井 板櫃

中井三丁目 中井 板櫃

中井四丁目 １番～８番 中井 板櫃

中井四丁目 ９番 井堀 板櫃

中井四丁目 １０番～１３番 中井 板櫃

中井五丁目 １番～６番 中井 板櫃

中井五丁目 ７番 井堀 板櫃

中井五丁目 ８番１号～１６号 中井 板櫃

中井五丁目 ８番１７号～３６号 井堀 板櫃

中井五丁目 ８番３７号以上 中井 板櫃

中井五丁目 ９番～１２番 中井 板櫃

中井五丁目 １３番１号～９号 中井 板櫃

中井五丁目 １３番１０号～２６号 井堀 板櫃

中井五丁目 １３番２７号以上 中井 板櫃

中井五丁目 １４番１号～４号 中井 板櫃

中井五丁目 １４番５号～２８号 井堀 板櫃

中井五丁目 １４番２９号以上 中井 板櫃

中井五丁目 １５番～１９番 井堀 板櫃

中井口 中井 板櫃

中井浜 中井 板櫃
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

中島一丁目 中島 白銀

中島二丁目 中島 白銀

中津口一丁目 足立 足立

中津口二丁目 足立 足立

長浜町 小倉中央 菊陵

に 西港町 日明 思永

は 萩崎町 １番～２番 三郎丸 足立

萩崎町 ３番～５番 足立 足立

萩崎町 ６番１号～２号 三郎丸 足立

萩崎町 ６番３号～１６号 足立 足立

萩崎町 ６番１７号以上 三郎丸 足立

萩崎町 ７番～１１番 三郎丸 足立

萩崎町 １２番１号～８号 三郎丸 足立

萩崎町 １２番９号～２０号 足立 足立

萩崎町 １２番２１号以上 三郎丸 足立

萩崎町 １３番～１５番 足立 足立

原町一丁目 清水 篠崎

原町二丁目 清水 篠崎

馬借一丁目 １番～１２番 小倉中央 菊陵

馬借一丁目 １３番１号～１７号 小倉中央 菊陵

馬借一丁目 １３番１８号～３８号 中島 白銀

馬借一丁目 １３番３９号～４５号 小倉中央 菊陵

馬借一丁目 １４番～１６番 中島 白銀

馬借二丁目 １番～２番 小倉中央 菊陵

馬借二丁目 ３番１号～３号 中島 白銀

馬借二丁目 ３番４号～１５号 小倉中央 菊陵

馬借二丁目 ３番１６号以上 中島 白銀

馬借二丁目 ４番 中島 白銀

馬借二丁目 ５番１号～２号 小倉中央 菊陵

馬借二丁目 ５番３号～２１号 中島 白銀

馬借二丁目 ５番２２号以上 小倉中央 菊陵

馬借二丁目 ６番１号～２１号 小倉中央 菊陵

馬借二丁目 ６番２２号～２５号 中島 白銀

馬借二丁目 ６番２６号以上 小倉中央 菊陵

馬借二丁目 ７番１号～１４号 中島 白銀

馬借二丁目 ７番１５号～２７号 小倉中央 菊陵

馬借二丁目 ７番２８号以上 中島 白銀

馬借三丁目 小倉中央 菊陵

ひ 日明一丁目 日明 思永

日明二丁目 日明 思永

日明三丁目 １番～４番 日明 思永

日明三丁目 ５番 中井 板櫃

日明三丁目 ６番１号～３号 日明 思永

日明三丁目 ６番４号～１１号 中井 板櫃

日明三丁目 ６番１２号～４０号 日明 思永

日明三丁目 ７番～１８番 日明 思永

日明四丁目 日明 思永

日明五丁目 日明 思永

東篠崎一丁目 貴船 白銀

東篠崎二丁目 貴船 白銀

東篠崎三丁目 貴船 白銀

東城野町 １番の一部 三郎丸 足立

東城野町 １番の一部 城野 城南

東城野町 ２番 城野 城南

東城野町 ３番～１０番 三郎丸 足立
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

東港一丁目 西小倉 思永

東港二丁目 西小倉 思永

平松町 　 西小倉 思永

ふ 古船場町 小倉中央 菊陵

へ 弁天町 清水 篠崎

ま 真鶴一丁目 １番 到津 板櫃

真鶴一丁目 ２番１号～１７号 泉台 篠崎

真鶴一丁目 ２番１８号以上 到津 板櫃

真鶴一丁目 ３番～９番 泉台 篠崎

真鶴一丁目 １０番１号～１２号 到津 板櫃

真鶴一丁目 １０番１３号～２０号 泉台 篠崎

真鶴一丁目 １０番２１号以上 到津 板櫃

真鶴一丁目 １１番～１２番 泉台 篠崎

真鶴二丁目 泉台 篠崎

み 緑ヶ丘一丁目 日明 思永

緑ヶ丘二丁目 日明 思永

緑ヶ丘三丁目 日明 思永

南丘一丁目 １番～５番 南丘 南小倉

南丘一丁目 ６番～７番 今町 城南

南丘一丁目 ８番～２０番 南丘 南小倉

南丘一丁目 ２１番～２５番 今町 城南

南丘二丁目 １番～１４番 南丘 南小倉

南丘二丁目 １５番１号～１４号 今町 城南

南丘二丁目 １５番１５号～２２号 南丘 南小倉

南丘二丁目 １５番２３号以上 今町 城南

南丘三丁目 南丘 南小倉

三萩野一丁目 １番１号～１４号 三郎丸 足立

三萩野一丁目 １番１５号以上 中島 白銀

三萩野一丁目 ２番～１２番 三郎丸 足立

三萩野二丁目 三郎丸 足立

三萩野三丁目 三郎丸 足立

都一丁目 １番～３番 到津 板櫃

都一丁目 ４番～９番 井堀 板櫃

都一丁目 １０番１号～７号 井堀 板櫃

都一丁目 １０番８号～１７号 到津 板櫃

都一丁目 １０番１８号～１９号 井堀 板櫃

都一丁目 １１番～１２番 井堀 板櫃

都一丁目 １３番１号～１３号 井堀 板櫃

都一丁目 １３番１４号～４７号 到津 板櫃

都一丁目 １３番４８号以上 井堀 板櫃

都一丁目 １４番～１６番 到津 板櫃

都二丁目 １番～４番 到津 板櫃

都二丁目 ５番１号～１１号 到津 板櫃

都二丁目 ５番１２号～１４号 井堀 板櫃

都二丁目 ５番１５号以上 到津 板櫃

都二丁目 ６番～１９番 井堀 板櫃

妙見町 １番１号～１５号 足原 霧丘

妙見町 １番１６号～９３号 寿山 霧丘

妙見町 １番９４号以上 足原 霧丘

妙見町 ２番～１７番 足原 霧丘
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉北区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

む 室町一丁目 西小倉 思永

室町二丁目 西小倉 思永

室町三丁目 西小倉 思永

め 明和町 足立 足立

よ 吉野町 中島 白銀

わ 若富士町 城野 城南

大 大字藍島 小倉中央 城南 菊陵

中学校の指定校はひびき

寮、許可校は渡船通学

藍島小学校は休校中

大字馬島 小倉中央 城南 菊陵

中学校の指定校はひびき

寮、許可校は渡船通学

大字富野 １７１７番地 富野 富野
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉南区】

指定校 許可校 指定校 許可校

あ 安部山 湯川 湯川

い 石田町 １番～９番 若園 企救

石田町 １０番１号～２０号 横代 横代

石田町 １０番２１号以上 若園 企救

石田町 １１番１号～４号 若園 企救

石田町 １１番５号 横代 横代

石田町 １１番６号以上 若園 企救

石田町 １２番１号～１４号 若園 企救

石田町 １２番１５号 横代 横代

石田町 １２番１６号～２６号 若園 企救

石田町 １２番２７号～２９号 横代 横代

石田町 １２番３０号 若園 企救

石田町 １２番３１号 横代 横代

石田町 １２番３２号～３３号 若園 企救

石田町 １２番３４号 横代 横代

石田町 １２番３５号以上 若園 企救

石田町 １３番 若園 企救

石田町 １４番１号～１８号 若園 企救

石田町 １４番１９号～２２号 横代 横代

石田町 １４番２３号以上 若園 企救

石田町 １５番 若園 企救

石田町 １６番１号 横代 横代

石田町 １６番２号～７号 若園 企救

石田町 １６番８号～１０号 横代 横代

石田町 １６番１１号～１６号 若園 企救

石田町 １６番１７号～２４号 横代 横代

石田町 １６番２５号以上 若園 企救

石田南一丁目 企救丘 守恒

石田南二丁目 横代 横代

石田南三丁目 横代 横代

お 長行西一丁目 長尾 菅生

長行西二丁目 長尾 菅生

長行西三丁目 長尾 菅生

長行西四丁目 長尾 菅生

長行西五丁目 長尾 菅生

長行東一丁目 長行 菅生

長行東二丁目 １番～１８番 長行 菅生

長行東二丁目 １９番～２５番 長尾 菅生

長行東三丁目 １番～４番 長行 菅生

長行東三丁目 ５番１号～２号 長行 菅生

長行東三丁目 ５番３号 長尾 菅生

長行東三丁目 ５番４号 長行 菅生

長行東三丁目 ５番５号 長尾 菅生

長行東三丁目 ５番６号以上 長行 菅生

長行東三丁目 ６番 長尾 菅生

長行東三丁目 ７番～１５番 長行 菅生

か 隠蓑 横代 横代

上石田一丁目 横代 横代

上石田二丁目 １番～３番 横代 横代

上石田二丁目 ４番 守恒 守恒

上石田二丁目 ５番～８番 横代 横代

上石田二丁目 ９番１号 守恒 守恒

上石田二丁目 ９番５号以上 横代 横代

上石田二丁目 １０番 横代 横代

上石田二丁目 １１番～２４番 守恒 守恒

上石田三丁目 横代 横代

上石田四丁目 横代 横代

上葛原一丁目 １番～２番 葛原 湯川

上葛原一丁目 ３番１号～２号 湯川 湯川

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉南区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

上葛原一丁目 ３番３号以上 葛原 湯川

か 上葛原一丁目 ４番～１５番 葛原 湯川

上葛原一丁目 １６番～１９番 葛原 湯川

上葛原二丁目 １番～８番 葛原 湯川

上葛原二丁目 １０番～１２番 葛原 湯川

上葛原二丁目 １３番１号～１９号 葛原 湯川

上葛原二丁目 １３番２０号～２５号 湯川 湯川

上葛原二丁目 １３番２６号以上 葛原 湯川

上葛原二丁目 １４番以上 葛原 湯川

上曽根一丁目 曽根 曽根

上曽根二丁目 曽根 曽根

上曽根三丁目 曽根 曽根

上曽根四丁目 曽根 曽根

上曽根五丁目 １番～１１番 曽根 曽根

上曽根五丁目 １２番～１３番 朽網 南曽根

上曽根新町 １番～９番 曽根 曽根

上曽根新町 １０番～１３番 朽網 南曽根

上貫一丁目 貫 田原

上貫二丁目 貫 田原

上貫三丁目 貫 田原

上吉田一丁目 １番～６番 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

上吉田一丁目 ７番～９番 高蔵 吉田

上吉田一丁目 １０番～１４番 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

上吉田二丁目 １番～８番 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

上吉田二丁目 ９番～１８番 高蔵 吉田

上吉田三丁目 高蔵 吉田

上吉田四丁目 高蔵 吉田

上吉田五丁目 高蔵 吉田

上吉田六丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

蒲生一丁目 １番～６番 南丘 南小倉

蒲生一丁目 ７番１号～４号 南丘 南小倉

蒲生一丁目 ７番５号 徳力 広徳

蒲生一丁目 ７番６号以上 南丘 南小倉

蒲生一丁目 ８番 南丘 南小倉

蒲生二丁目 南丘 南小倉

蒲生三丁目 徳力 広徳

蒲生四丁目 徳力 広徳

蒲生五丁目 徳力 広徳

き 企救丘一丁目 １番１号 守恒 守恒

企救丘一丁目 １番２号以上 企救丘 守恒

企救丘一丁目 ２番～２９番 企救丘 守恒

企救丘二丁目 企救丘 志徳

企救丘三丁目 企救丘 志徳

企救丘四丁目 企救丘 志徳

企救丘五丁目 １番１号～３０号 企救丘 志徳

企救丘五丁目 １番３１号～３８号 守恒 守恒

企救丘五丁目 １番３９号 企救丘 志徳

企救丘五丁目 １番４０号 守恒 守恒

企救丘五丁目 ２番～８番 企救丘 志徳

企救丘五丁目 ９番 企救丘 守恒

企救丘五丁目 １０番～２１番 企救丘 志徳

企救丘六丁目 １番 徳力 広徳

企救丘六丁目 ２番１号～２２号 企救丘 志徳

企救丘六丁目 ２番２３号以上 徳力 広徳

企救丘六丁目 ３番～７番 企救丘 志徳

企救丘六丁目 ８番～１０番 企救丘 守恒

企救丘六丁目 １１番 徳力 広徳

企救丘六丁目 １２番 企救丘 守恒

企救丘六丁目 １３番～２０番 徳力 広徳
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉南区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

き 北方一丁目 北方 企救

北方二丁目 北方 企救

北方三丁目 北方 企救

北方四丁目 １番～５番 北方 企救

北方四丁目 ６番 徳力 広徳

北方五丁目 北方 守恒

く 朽網西一丁目 １番～２０番 朽網 南曽根

朽網西一丁目 ２１番 東朽網 南曽根

朽網西二丁目 朽網 南曽根

朽網西三丁目 朽網 南曽根

朽網西四丁目 朽網 南曽根

朽網西五丁目 朽網 南曽根

朽網西六丁目 朽網 南曽根

朽網東一丁目 １番１号～２３号 東朽網 南曽根

朽網東一丁目 １番２４号～３６号 朽網 南曽根

朽網東一丁目 ２番～３０番 東朽網 南曽根

朽網東二丁目 東朽網 南曽根

朽網東三丁目 東朽網 南曽根

朽網東四丁目 東朽網 南曽根

朽網東五丁目 東朽網 南曽根

朽網東六丁目 東朽網 南曽根

葛原一丁目 葛原 湯川

葛原二丁目 １番１号～３号 葛原 湯川

葛原二丁目 １番４号以上 湯川 湯川

葛原二丁目 ２番 湯川 湯川

葛原二丁目 ３番～１３番 葛原 湯川

葛原二丁目 １４番１号～２４号 葛原 湯川

葛原二丁目 １４番２５号以上 湯川 湯川

葛原二丁目 １５番～２０番 湯川 湯川

葛原二丁目 ２１番１号～１７号 葛原 湯川

葛原二丁目 ２１番１８号～３４号 湯川 湯川

葛原二丁目 ２１番３５号以上 葛原 湯川

葛原二丁目 ２２番 葛原 湯川

葛原二丁目 ２３番～２５番 湯川 湯川

葛原二丁目 ２６番 葛原 湯川

葛原三丁目 葛原 湯川

葛原四丁目 葛原 湯川

葛原五丁目 葛原 湯川

葛原高松一丁目 葛原 沼

葛原高松二丁目 葛原 沼

葛原東一丁目 葛原 沼

葛原東二丁目 １番 葛原 沼

葛原東二丁目 ２番１号～３号 沼 沼

葛原東二丁目 ２番４号以上 葛原 沼

葛原東二丁目 ３番～８番 葛原 沼

葛原東二丁目 ９番１号～２号 沼 沼

葛原東二丁目 ９番３号 葛原 沼

葛原東二丁目 ９番５号 沼 沼

葛原東二丁目 ９番６号以上 葛原 沼

葛原東二丁目 １０番１号～８号 沼 沼

葛原東二丁目 １０番９号 葛原 沼

葛原東二丁目 １０番１０号以上 沼 沼

葛原東二丁目 １１番１号～２４号 葛原 沼

葛原東二丁目 １１番２５号以上 沼 沼

葛原東二丁目 １２番～１４番 葛原 沼

葛原東三丁目 １番～１０番 葛原 沼

葛原東三丁目 １１番 沼 沼

葛原東三丁目 １２番～１３番 葛原 沼

葛原東三丁目 １４番～１５番 沼 沼
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小学校名 中学校名

町名 番・号

葛原東四丁目 １番～２番 葛原 沼

葛原東四丁目 ３番１号～９号 葛原 沼

く 葛原東四丁目 ３番１０号～４３号 曽根東 曽根

葛原東四丁目 ３番４４号以上 葛原 沼

葛原東四丁目 ４番～７番 葛原 沼

葛原東四丁目 ８番 曽根東 曽根

葛原東五丁目 葛原 沼

葛原東六丁目 葛原 沼

葛原本町一丁目 葛原 沼

葛原本町二丁目 葛原 沼

葛原本町三丁目 葛原 沼

葛原本町四丁目 葛原 沼

葛原本町五丁目 葛原 沼

葛原本町六丁目 葛原 沼

葛原元町一丁目 葛原 沼

葛原元町二丁目 葛原 沼

葛原元町三丁目 葛原 沼

し 志井一丁目 志井 志徳

志井二丁目 志井 志徳

志井三丁目 志井 志徳

志井四丁目 志井 志徳

志井五丁目 志井 志徳

志井六丁目 志井 志徳

志井公園 １番１０号 横代 横代

志井公園 その他 志井 志徳

志井鷹羽台 志井 志徳

重住一丁目 霧丘 霧丘

重住二丁目 霧丘 霧丘

志徳一丁目 企救丘 志徳

志徳二丁目 志井 志徳

下石田一丁目 横代 横代

下石田二丁目 横代 横代

下石田三丁目 横代 横代

下城野一丁目 １番～４番 北方 企救

下城野一丁目 ５番１号～４号 北方 企救

下城野一丁目 ５番５号～１０号 城野 城南

下城野一丁目 ５番１１号～３６号 北方 企救

下城野一丁目 ５番３７号～４８号 城野 城南

下城野一丁目 ５番４９号以上 北方 企救

下城野一丁目 ６番 城野 城南

下城野一丁目 ７番～１３番 北方 企救

下城野一丁目 １４番 城野 城南

下城野一丁目 １５番～２０番 北方 企救

下城野二丁目 北方 企救

下城野三丁目 １番～４番 北方 企救

下城野三丁目 ５番～９番 城野 城南

下城野三丁目 １０番 北方 企救

下曽根一丁目 曽根東 曽根

下曽根二丁目 曽根東 曽根
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下曽根三丁目 曽根東 曽根

下曽根四丁目 曽根東 曽根

し 下曽根新町 田原 田原

下貫一丁目 曽根 曽根

下貫二丁目 曽根 曽根

下貫三丁目 １番～３番 曽根 曽根

下貫三丁目 ４番１号～１８号 曽根 曽根

下貫三丁目 ４番１９号～２２号 貫 田原

下貫三丁目 ４番２３号以上 曽根 曽根

下貫三丁目 ５番～１１番 曽根 曽根

下貫三丁目 １２番１号～８号 貫 田原

下貫三丁目 １２番９号以上 曽根 曽根

下貫三丁目 １３番～２３番 曽根 曽根

下貫三丁目 ２４番１号～５４号 貫 田原

下貫三丁目 ２４番５５号～５６号 曽根 曽根

下貫四丁目 曽根 曽根

下南方一丁目 徳力 広徳

下南方二丁目 徳力 広徳

下吉田一丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

下吉田二丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

下吉田三丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

下吉田四丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

新曽根 沼 沼

城野一丁目 北方 企救

城野二丁目 １番１号～３２号 北方 企救

城野二丁目 １番３３号～４８号 城野 城南

城野二丁目 ２番～４番 北方 企救

城野三丁目 北方 企救

城野四丁目 １番１号～１７号 城野 城南

城野四丁目 １番１８号～３０号 北方 企救

城野四丁目 １番３１号～３８号 城野 城南

城野四丁目 ２番～７番 北方 企救

せ 星和台一丁目 守恒 守恒

星和台二丁目 守恒 守恒

そ 曽根北町 曽根東 曽根

曽根新田北一丁目 曽根東 曽根

曽根新田北二丁目 曽根東 曽根

曽根新田北三丁目 曽根東 曽根

曽根新田北四丁目 曽根東 曽根

曽根新田北五丁目 曽根東 曽根

曽根新田北六丁目 曽根東 曽根

曽根新田北七丁目 曽根東 曽根

そ 曽根新田南一丁目 曽根東 曽根

曽根新田南二丁目 曽根東 曽根

曽根新田南三丁目 曽根東 曽根

曽根新田南四丁目 曽根東 曽根

た 高野一丁目 長尾 菅生

高野二丁目 長尾 菅生

高野三丁目 長尾 菅生

高野四丁目 長尾 菅生

高野五丁目 長尾 菅生

高野六丁目 長尾 菅生

田原一丁目 田原 田原

田原二丁目 田原 田原

田原三丁目 田原 田原
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田原四丁目 田原 田原

田原五丁目 田原 田原

た 田原新町一丁目 田原 田原

田原新町二丁目 田原 田原

田原新町三丁目 田原 田原

つ 津田一丁目 １番～１３番 田原 田原

津田一丁目 １４番の一部 田原 田原

津田一丁目 １４番の一部 貫 田原

津田一丁目 １６番～１８番 貫 田原

津田二丁目 田原 田原

津田三丁目 田原 田原

津田四丁目 田原 田原

津田五丁目 田原 田原

津田新町一丁目 田原 田原

津田新町二丁目 田原 田原

津田新町三丁目 田原 田原

津田新町四丁目 田原 田原

津田南町 貫 田原

と 徳吉西一丁目 長行 菅生

徳吉西二丁目 長行 菅生

徳吉西三丁目 １番～１０番 長行 菅生

徳吉西三丁目 １１番１号～３３号 長行 菅生

徳吉西三丁目 １１番３４号～３８号 長尾 菅生

徳吉西三丁目 １１番３９号 長行 菅生

徳吉西三丁目 １１番４０号～４３号 長尾 菅生

徳吉西三丁目 １１番４４号以上 長行 菅生

徳吉西三丁目 １２番～１７番 長尾 菅生

徳吉西三丁目 １８番 長行 菅生

徳吉東一丁目 長行 菅生

徳吉東二丁目 長行 菅生

徳吉東三丁目 長行 菅生

徳吉東四丁目 長行 菅生

徳吉東五丁目 長行 菅生

徳吉南一丁目 長行 菅生

徳吉南二丁目 長行 菅生

徳吉南三丁目 １番１号～７号 長尾 菅生

徳吉南三丁目 １番８号～１５号 長行 菅生

徳吉南三丁目 １番１６号以上 長尾 菅生

徳吉南三丁目 ２番 長尾 菅生

徳吉南三丁目 ３番 長行 菅生

徳吉南三丁目 ４番～９番 長尾 菅生

徳吉南三丁目 １０番～１６番 長行 菅生

徳吉南四丁目 長行 菅生

徳力一丁目 １番～７番 徳力 広徳

徳力一丁目 ８番 広徳 広徳

徳力一丁目 ９番～１１番 徳力 広徳

徳力一丁目 １２番～１６番 企救丘 志徳

徳力一丁目 １７番～１９番 広徳 広徳

徳力一丁目 ２０番１号～１３号 広徳 広徳

徳力一丁目 ２０番１４号以上 企救丘 志徳

徳力一丁目 ２１番～２５番 広徳 広徳

徳力二丁目 １番～９番 企救丘 志徳

徳力二丁目 １０番～１１番 徳力 志徳

徳力二丁目 １２番～１３番 企救丘 志徳

徳力二丁目 １４番１号～４号 企救丘 志徳

徳力二丁目 １４番５号～９号 徳力 志徳

徳力二丁目 １５番～２０番 徳力 志徳
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徳力二丁目 ２１番～２２番 企救丘 志徳

徳力二丁目 ２３番 徳力 志徳

徳力三丁目 企救丘 志徳

徳力四丁目 企救丘 志徳

と 徳力五丁目 １番～２番 広徳 広徳

徳力五丁目 ４番１号～６号 広徳 広徳

徳力五丁目 ４番７号～１６号 企救丘 志徳

徳力五丁目 ４番１７号以上 広徳 広徳

徳力五丁目 ５番～７番 企救丘 志徳

徳力五丁目 ８番の一部 企救丘 志徳

徳力五丁目 ８番の一部 広徳 広徳

徳力五丁目 ９番 広徳 広徳

徳力五丁目 １０番１号～１２号 広徳 広徳

徳力五丁目 １１番～１２番 広徳 広徳

徳力五丁目 １３番～１４番 企救丘 志徳

徳力六丁目 広徳 広徳

徳力七丁目 １番１号～１８号 企救丘 志徳

徳力七丁目 １番１９号以上 志井 志徳

徳力七丁目 ２番～１６番 企救丘 志徳

徳力七丁目 １７番～１８番 広徳 広徳

徳力新町一丁目 徳力 広徳

徳力新町二丁目 徳力 広徳

徳力団地 広徳 広徳

な 中曽根一丁目 曽根 曽根

中曽根二丁目 曽根 曽根

中曽根三丁目 曽根 曽根

中曽根四丁目 曽根 曽根

中曽根五丁目 曽根 曽根

中曽根六丁目 曽根 曽根

中曽根新町 曽根 曽根

中曽根東一丁目 曽根東 曽根

中曽根東二丁目 曽根東 曽根

中曽根東三丁目 曽根東 曽根

中曽根東四丁目 曽根東 曽根

中曽根東五丁目 曽根東 曽根

中曽根東六丁目 曽根東 曽根

な 中貫一丁目 貫 田原

中貫二丁目 貫 田原

中貫本町 貫 田原

中吉田一丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

中吉田二丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

中吉田三丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

中吉田四丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

中吉田五丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

中吉田六丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

長尾一丁目 長尾 菅生

長尾二丁目 長尾 菅生

長尾三丁目 長尾 菅生

長尾四丁目 長尾 菅生

長尾五丁目 １番～３番 長行 菅生

長尾五丁目 ４番～１５番 長尾 菅生

長尾六丁目 １番 長尾 菅生

長尾六丁目 ２番１号～５号 長尾 菅生

長尾六丁目 ２番６号～２３号 長行 菅生
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長尾六丁目 ２番２４号以上 長尾 菅生

長尾六丁目 ３番～１３番 長尾 菅生

長野一丁目 １番～１４番 横代 横代

長野一丁目 １５番１号～２号 貫 田原

な 長野一丁目 １５番３号～４３号 横代 横代

長野一丁目 １５番４４号以上 貫 田原

長野一丁目 １６番 横代 横代

長野一丁目 １７番１号～１４号 横代 横代

長野一丁目 １７番１８号 貫 田原

長野一丁目 １７番２１号以上 横代 横代

長野一丁目 １８番～１９番 貫 田原

長野二丁目 １番 田原 田原

長野二丁目 ２番 貫 田原

長野二丁目 ３番～８番 田原 田原

長野三丁目 田原 田原

長野東町 貫 田原

長野本町一丁目 貫 田原

長野本町二丁目 貫 田原

長野本町三丁目 貫 田原

長野本町四丁目 貫 田原

に 西貫一丁目 貫 田原

西貫二丁目 貫 田原

西水町 湯川 湯川

蜷田若園一丁目 若園 企救

蜷田若園二丁目 若園 企救

蜷田若園三丁目 １番～６番 若園 企救

蜷田若園三丁目 ７番３号～８号 湯川 湯川

蜷田若園三丁目 ７番９号以上 若園 企救

蜷田若園三丁目 ８番～９番 若園 企救

蜷田若園三丁目 １０番１号～２０号 若園 企救

蜷田若園三丁目 １０番２１号 湯川 湯川

蜷田若園三丁目 １０番２２号以上 若園 企救

蜷田若園三丁目 １１番～１４番 若園 企救

ぬ 貫弥生が丘一丁目 貫 田原

貫弥生が丘二丁目 貫 田原

貫弥生が丘三丁目 貫 田原

貫弥生が丘四丁目 貫 田原

沼新町一丁目 沼 沼

沼新町二丁目 沼 沼

沼新町三丁目 沼 沼

沼本町一丁目 沼 沼 暫定措置

沼本町二丁目 沼 沼

沼本町三丁目 沼 沼

沼本町四丁目 １番～１５番 沼 沼 暫定措置

沼本町四丁目 １６番５号 沼 沼 暫定措置

沼本町四丁目 １６番１３号 沼 沼 暫定措置

沼本町四丁目 １６番２５号～２９号 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

沼本町四丁目 １６番３０号～３３号 沼 沼

沼本町四丁目 １６番３８号 沼 沼

沼本町四丁目 １６番４６号～４９号 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

沼本町四丁目 １６番５１号～５７号 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

沼本町四丁目 １６番５９号～６９号 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

沼本町四丁目 １７番 沼 沼

沼本町四丁目 １８番１号 沼 沼

沼本町四丁目 １８番２号～３号 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

沼本町四丁目 １８番４号以上 沼 沼
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沼緑町一丁目 沼 沼

沼緑町二丁目 沼 沼

沼緑町三丁目 沼 沼

沼緑町四丁目 沼 沼

沼緑町五丁目 沼 沼

ぬ 沼南町一丁目 沼 沼

沼南町二丁目 沼 沼

沼南町三丁目 沼 沼

は 八幡町 城野 城南

葉山町一丁目 守恒 守恒

葉山町二丁目 守恒 守恒

葉山町三丁目 １番１号～２２号 守恒 守恒

葉山町三丁目 １番２３号～７１号 横代 横代

葉山町三丁目 １番７２号～８７号 守恒 守恒

葉山町三丁目 ２番～２８番 守恒 守恒

春ヶ丘 北方 企救

ひ 東貫一丁目 曽根 曽根

東貫二丁目 曽根 曽根

東貫三丁目 曽根 曽根

東水町 湯川 湯川

日の出町一丁目 １番～２番 守恒 守恒

日の出町一丁目 ３番１号～３３号 守恒 守恒

日の出町一丁目 ３番３４号 徳力 広徳

日の出町一丁目 ４番１号～１０号 守恒 守恒

日の出町一丁目 ４番１１号～４０号 徳力 広徳

日の出町一丁目 ５番～６番 守恒 守恒

日の出町一丁目 ７番～８番 徳力 広徳

日の出町一丁目 ９番１号～１５号 徳力 広徳

日の出町一丁目 ９番１６号～２４号 守恒 守恒

日の出町一丁目 ９番２５号以上 徳力 広徳

日の出町一丁目 １０番～１３番 徳力 広徳

日の出町二丁目 １番 北方 守恒

日の出町二丁目 ２番～５番 守恒 守恒

平尾台一丁目 新道寺 東谷

平尾台二丁目 新道寺 東谷

平尾台三丁目 新道寺 東谷

ふ 富士見一丁目 城野 城南

富士見二丁目 城野 城南

富士見三丁目 城野 城南

ま 舞ヶ丘一丁目 横代 横代

舞ヶ丘二丁目 横代 横代

舞ヶ丘三丁目 横代 横代

舞ヶ丘四丁目 横代 横代

舞ヶ丘五丁目 横代 横代

舞ヶ丘六丁目 横代 横代

み 南方一丁目 徳力 広徳

南方二丁目 １番 徳力 広徳

南方二丁目 ２番 広徳 広徳

南方二丁目 ３番～１５番 徳力 広徳

南方三丁目 １番～１２番 徳力 広徳

南方三丁目 １３番 広徳 広徳

33



通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉南区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

南方三丁目 １４番～２０番 徳力 広徳

南方三丁目 ２１番～２３番 広徳 広徳

南方三丁目 ２４番 徳力 広徳

南方四丁目 広徳 広徳

南方五丁目 広徳 広徳

南若園町 若園 企救

も 守恒一丁目 守恒 守恒

守恒二丁目 守恒 守恒

守恒三丁目 守恒 守恒

守恒四丁目 １番～１０番 守恒 守恒

守恒四丁目 １１番１号～５号 守恒 守恒

守恒四丁目 １１番６号 企救丘 志徳

守恒四丁目 １２番～３０番 守恒 守恒

守恒五丁目 守恒 守恒

守恒本町一丁目 １番～２番 守恒 守恒

守恒本町一丁目 ３番１号～８号 守恒 守恒

守恒本町一丁目 ３番９号～２４号 徳力 広徳

守恒本町一丁目 ３番２５号以上 守恒 守恒

守恒本町一丁目 ４番～１１番 徳力 広徳

守恒本町一丁目 １２番１号～５号 守恒 守恒

守恒本町一丁目 １２番１１号～２７号 徳力 広徳

守恒本町一丁目 １２番３０号 守恒 守恒

守恒本町一丁目 １３番 徳力 広徳

守恒本町一丁目 １４番～１５番 守恒 守恒

守恒本町一丁目 １６番～３２番 徳力 広徳

守恒本町二丁目 １番～４番 守恒 守恒

守恒本町二丁目 ５番１号～８号 守恒 守恒

守恒本町二丁目 ５番９号～１５号 徳力 広徳

守恒本町二丁目 ５番１６号以上 守恒 守恒

守恒本町二丁目 ６番１号～１６号 守恒 守恒

守恒本町二丁目 ６番１７号～３５号 徳力 広徳

守恒本町二丁目 ６番３６号～３７号 守恒 守恒

守恒本町二丁目 ６番３８号～４２号 徳力 広徳

守恒本町二丁目 ６番４３号以上 守恒 守恒

守恒本町二丁目 ７番～１９番 徳力 広徳

守恒本町三丁目 徳力 広徳

や 八重洲町 若園 企救

山手一丁目 １番～８番 守恒 守恒

山手一丁目 ９番～１０番 企救丘 守恒

山手一丁目 １１番～２２番 企救丘 志徳

山手一丁目 ２３番～２４番 企救丘 守恒

山手二丁目 １番～４番 守恒 守恒

山手二丁目 ５番～１１番 企救丘 守恒

山手二丁目 １２番１号～３５号 守恒 守恒

山手二丁目 １２番３６号～３８号 企救丘 守恒

山手二丁目 １２番３９号以上 守恒 守恒

山手二丁目 １３番～１５番 守恒 守恒

山手二丁目 １６番１号～５号 守恒 守恒

山手二丁目 １６番６号～３０号 企救丘 志徳

山手二丁目 １６番３１号以上 守恒 守恒

山手二丁目 １７番～１９番 企救丘 志徳

山手三丁目 １番～１４番 守恒 守恒

山手三丁目 １５番１号～３２号 守恒 守恒

山手三丁目 １５番３９号～５１号 企救丘 守恒

山手三丁目 １６番 守恒 守恒

山手三丁目 １７番～２２番 企救丘 守恒

山手三丁目 ２３番１号～８号 企救丘 守恒

山手三丁目 ２３番９号～２１号 守恒 守恒

山手三丁目 ２４番 守恒 守恒
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ゆ 湯川一丁目 湯川 湯川 暫定措置

湯川二丁目 湯川 湯川

湯川三丁目 湯川 湯川

湯川四丁目 湯川 湯川

湯川五丁目 湯川 湯川

湯川新町一丁目 湯川 湯川

湯川新町二丁目 湯川 湯川

ゆ 湯川新町三丁目 湯川 湯川

湯川新町四丁目 湯川 湯川

よ 横代北町一丁目 横代 横代

横代北町二丁目 横代 横代

横代北町三丁目 横代 横代

横代北町四丁目 横代 横代

横代北町五丁目 横代 横代

横代葉山 横代 横代

横代東町一丁目 横代 横代

横代東町二丁目 横代 横代

横代東町三丁目 横代 横代

横代東町四丁目 横代 横代

横代東町五丁目 横代 横代

横代南町一丁目 横代 横代

横代南町二丁目 横代 横代

横代南町三丁目 横代 横代

横代南町四丁目 横代 横代

横代南町五丁目 横代 横代

よ 吉田にれの木坂一丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

吉田にれの木坂二丁目 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

わ 若園一丁目 若園 企救

若園二丁目 若園 企救

若園三丁目 若園 企救

若園四丁目 若園 企救

若園五丁目 若園 企救

大 大字石田 １番地～５番地 志井 志徳

大字石田 ９番地～３３番地 志井 志徳

大字石田 ３４番地の１ 志井 志徳

大字石田 ３４番地の３～５ 志井 志徳

大字石田 ３７番地の１～３ 志井 志徳

大字石田 ３７番地の５～６ 志井 志徳

大字石田 その他 横代 横代

大字石原町 新道寺 東谷

大字市丸 市丸 東谷

大字井手浦 新道寺 東谷

大字合馬 １番地～２０１４番地 合馬 菅生

大字合馬 ２０１５番地 すがお 菅生

大字合馬 ２０２４番地～２０２９番地 すがお 菅生

大字長行 長尾 菅生

大字隠蓑 横代 横代

大字頂吉 すがお 菅生
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉南区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大字蒲生 ７３０番地 南丘 南小倉

大字蒲生 １０９１番地～１０９４番地 南丘 南小倉

大字蒲生 １０９６番地～１１１２番地 南丘 南小倉

大字蒲生 １１１４番地～１１１５番地 南丘 南小倉

大字蒲生 １１２０番地の１ 南丘 南小倉

大字蒲生 １１２２番地～１１２３番地 南丘 南小倉

大字蒲生 １１４５番地～１１４７番地 南丘 南小倉

大字蒲生 １２２４番地～１２３１番地 南丘 南小倉

大字蒲生 １２３４番地～１２３６番地 南丘 南小倉

大 大字蒲生 １２５４番地～１２６１番地 南丘 南小倉

大字蒲生 その他 徳力 広徳

大字木下 １番地～４０５番地 市丸 東谷

大字木下 ４７５番地～７５６番地 新道寺 東谷

大字木下 ７７０番地の１ 市丸 東谷

大字木下 ８０７番地～８３１番地 市丸 東谷

大字木下 ８７６番地の２ 市丸 東谷

大字木下 ９３２番地 新道寺 東谷

大字木下 ９８４番地～９９７番地 新道寺 東谷

大字木下 １０７９番地～１２２３番地 新道寺 東谷

大字朽網 ６４７番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ６５２番地～６５５番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ６７９番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ６８３番地～６８９番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ６９１番地～６９２番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ７３６番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ７６４番地～８６１番地 朽網 南曽根

大字朽網 １５９６番地の３ 朽網 南曽根

大字朽網 １５９６番地の５ 朽網 南曽根

大字朽網 １５９９番地～１７２８番地 朽網 南曽根

大字朽網 １７２９番地～１７３３番地 曽根 曽根

大字朽網 １７３４番地 朽網 南曽根

大字朽網 １７３９番地～１８５２番地 朽網 南曽根

大字朽網 ３３７６番地～３３７９番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ３３８３番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ３３９４番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ３４０４番地 東朽網 南曽根

大字朽網 ３６６３番地～３６７１番地 朽網 南曽根

大字朽網 ３８００番地の２～６ 朽網 南曽根

大字朽網 ３８００番地の４００ 朽網 南曽根

大字朽網 ３８００番地の４０３～４０４ 朽網 南曽根

大字朽網 ３８００番地の４０９ 朽網 南曽根

大字朽網 ３８１０番地～３８３７番地 朽網 南曽根

大字朽網 ３８３８番地～３８４０番地 曽根 曽根

大字朽網 ３８４１番地～３８６４番地 朽網 南曽根

大字葛原 １９６番地の２～３ 葛原 湯川

大字葛原 １９６番地の５～１１ 葛原 湯川

大字葛原 １９６番地の２０～２３ 葛原 湯川

大字葛原 ２８３番地の１６～３６ 葛原 湯川

大字葛原 ２８３番地の４３～４５ 葛原 湯川

大字葛原 ２８３番地の４７～５３ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の１３ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の３３９ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の３４３～３４５ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の３４７ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の３４９～３５８ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の３６０～３７２ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の３７４～３８８ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の３９１～３９９ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の４０１ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の４０３ 葛原 湯川

大字葛原 ２９０番地の４２３～４４６ 葛原 湯川
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉南区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大字小森 市丸 東谷

大字志井 １番地～５９４番地 志井 志徳

大字志井 ５９６番地～９４０番地 志井 志徳

大字志井 ９７０番地～９８７番地 すがお 菅生

大字志井 ９９５番地の１ すがお 菅生

大字志井 １００５番地～１０１１番地 志井 志徳

大字志井 １０１５番地以上 志井 志徳

大字新道寺 新道寺 東谷

大 大字曽根 １４３番地 朽網 南曽根

大字曽根 一部 曽根 曽根

大字曽根 一部 曽根東 曽根

大字曽根新田 １番地～１３１番地 東朽網 南曽根

大字曽根新田 １３２番地～１９７番地 朽網 南曽根

大字曽根新田 １９８番地～３１５番地 曽根東 曽根

大字曽根新田 ３１６番地～３２２番地 朽網 南曽根

大字曽根新田 ３２３番地 曽根東 曽根

大字曽根新田 ３２４番地～３２７番地 朽網 南曽根

大字曽根新田 ３２８番地以上 曽根東 曽根

大字高津尾 すがお 菅生

大字田代 合馬 菅生

大字辻三 合馬 菅生

大字徳吉 一部 すがお 菅生

大字徳吉 一部 長行 菅生

大 大字道原 すがお 菅生

大字長野 貫 田原

大字貫 １番地～１５１９番地 貫 田原

大字貫 １５２０番地～１５２４番地 曽根 曽根

大字貫 １５２５番地 貫 田原

大字貫 １５２６番地の１ 曽根 曽根

大字貫 １５２６番地の３ 曽根 曽根

大字貫 １５２７番地～１５５９番地 曽根 曽根

大字貫 １５６０番地～２８７９番地 貫 田原

大字貫 ２８８０番地の１ 曽根 曽根

大字貫 ２８８１番地 貫 田原

大字貫 ２８８２番地～２８８５番地 曽根 曽根

大字貫 ２８８６番地の３ 曽根 曽根

大字貫 ２８８７番地 貫 田原

大字貫 ２８８８番地 曽根 曽根

大字貫 ２８８９番地の２以上 曽根 曽根

大字貫 ２８９０番地の１ 曽根 曽根

大字貫 ２８９１番地 貫 田原

大字貫 ２８９２番地の２以上 曽根 曽根

大字貫 ２８９３番地の１ 曽根 曽根

大字貫 ２８９４番地の３ 曽根 曽根

大字貫 ２８９５番地の１～２ 曽根 曽根

大字貫 ２８９６番地～２８９７番地 貫 田原

大字貫 ２８９８番地～２９６３番地 曽根 曽根

大字貫 ２９６４番地の１ 曽根 曽根

大字貫 ２９６５番地～３０３０番地 曽根 曽根

大字貫 ３０３１番地の２～３ 曽根 曽根

大字貫 ３０３１番地の５～６ 曽根 曽根

大字貫 ３０３２番地 曽根 曽根

大字貫 ３０３３番地の１ 曽根 曽根

大字貫 ３０３３番地の３～５ 曽根 曽根
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【小倉南区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大字貫 ３０３４番地～３０４０番地 曽根 曽根

大字貫 ３０４１番地の１～３ 曽根 曽根

大字貫 ３０４２番地～３１３１番地 曽根 曽根

大字貫 ３１３３番地～３５７６番地 曽根 曽根

大字貫 ３５７８番地～３８８１番地 曽根 曽根

大字貫 ３８８２番地～３８８３番地 貫 田原

大字貫 ３８８４番地 曽根 曽根

大字貫 ３８８５番地以上 貫 田原

大字春吉 すがお 菅生

大字堀越 志井 志徳

大字南方 徳力 広徳

大字母原 新道寺 東谷

大字山本 すがお 菅生

大字湯川 湯川 湯川

大字横代 横代 横代

大字吉田 吉田 高蔵 吉田 暫定措置

大字呼野 市丸 東谷
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【若松区】

指定校 許可校 指定校 許可校

あ 青葉台西一丁目 青葉 高須

青葉台西二丁目 青葉 高須

青葉台西三丁目 青葉 高須

青葉台西四丁目 青葉 高須

青葉台西五丁目 青葉 高須

青葉台西六丁目 青葉 高須

青葉台東一丁目 青葉 高須

青葉台東二丁目 青葉 高須

青葉台南一丁目 青葉 高須

青葉台南二丁目 青葉 高須

青葉台南三丁目 青葉 高須

赤岩町 １番～９番 藤木 石峯

赤岩町 １０番～１２番 二島 二島

赤岩町 １３番 藤木 石峯

赤崎町 赤崎 向洋

赤島町 藤木 石峯

い 今光一丁目 藤木 石峯

今光二丁目 藤木 石峯

今光三丁目 藤木 石峯

え 栄盛川町 深町 若松

お 老松一丁目 若松中央 若松

老松二丁目 若松中央 若松

大池町 １番～３番 くきのうみ 若松

大池町 ４番 くきのうみ 石峯

大池町 ５番１号～１０号 くきのうみ 石峯

大池町 ５番１１号～２４号 くきのうみ 若松

大池町 ５番２５号以上 くきのうみ 石峯

大池町 ６番～１４番 くきのうみ 石峯

大井戸町 若松中央 若松

大谷町 深町 若松

か 片山一丁目 鴨生田 二島

片山二丁目 鴨生田 二島

片山三丁目 鴨生田 二島

上原町 １番～３番 赤崎 向洋

上原町 ４番～１７番 小石 向洋

鴨生田一丁目 鴨生田 二島

鴨生田二丁目 鴨生田 二島

鴨生田三丁目 鴨生田 二島

鴨生田四丁目 鴨生田 二島

き 北浜一丁目 若松中央 若松

北浜二丁目 若松中央 若松

北湊町 １番～３番 若松中央 若松

北湊町 ４番～６番 深町 若松

北湊町 ７番～９番 若松中央 若松

北湊町 １０番～１３番 深町 若松

北湊町 その他 若松中央 若松

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【若松区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

き 響南町 赤崎 向洋

く 久岐の浜 くきのうみ 若松

くきのうみ中央 くきのうみ 石峯

こ 小石本村町 赤崎 向洋

小糸町 １番～１３番 小石 向洋

小糸町 １４番１号～１５号 小石 向洋

小糸町 １４番１６号～２２号 深町 若松

小敷ひびきの一丁目 ひびきの 高須

小敷ひびきの二丁目 ひびきの 高須

小敷ひびきの三丁目 １番～５番 ひびきの 浅川

小敷ひびきの三丁目 その他 ひびきの 高須

さ 桜町 若松中央 若松

迫田町 小石 向洋

し 塩屋一丁目 ひびきの 洞北

塩屋二丁目 ひびきの 洞北

塩屋三丁目 ひびきの 洞北

塩屋四丁目 ひびきの 高須

下原町 １番 赤崎 向洋

下原町 ２番～３番 小石 向洋

下原町 ４番 赤崎 向洋

下原町 ５番～９番 小石 向洋

下原町 １０番～１１番 赤崎 向洋

新大谷町 深町 若松

す 修多羅一丁目 くきのうみ 若松

修多羅二丁目 １番～２０番 くきのうみ 若松

修多羅二丁目 ２１番 くきのうみ 若松

修多羅二丁目 ２２番～２７番 くきのうみ 若松

修多羅二丁目 ２８番１号 くきのうみ 若松

修多羅二丁目 ２８番２号 くきのうみ 若松

修多羅二丁目 ２８番３号以上 くきのうみ 若松

修多羅二丁目 ２９番 くきのうみ 若松

修多羅三丁目 １番～８番 くきのうみ 若松

修多羅三丁目 ９番１号～４０号 くきのうみ 若松

修多羅三丁目 ９番４１号 くきのうみ 若松

修多羅三丁目 ９番４２号以上 くきのうみ 若松

修多羅三丁目 １０番～１２番 くきのうみ 若松

修多羅三丁目 １３番～１４番 くきのうみ 若松

た 高須北一丁目 青葉 高須

高須北二丁目 青葉 高須

高須北三丁目 青葉 高須

高須西一丁目 青葉 高須

高須西二丁目 青葉 高須

高須東一丁目 高須 高須

高須東二丁目 高須 高須

高須東三丁目 高須 高須

高須東四丁目 高須 高須

高須南一丁目 高須 高須

高須南二丁目 高須 高須

高須南三丁目 高須 高須

高須南四丁目 高須 高須
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【若松区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

高須南五丁目 高須 高須

た 棚田町 小石 向洋

と 童子丸一丁目 藤木 石峯

童子丸二丁目 藤木 石峯

童子丸町 藤木 石峯

な 中川町 若松中央 若松

中畑町 小石 向洋

波打町 深町 若松

に 西小石町 赤崎 向洋

西園町 深町 若松

西天神町 １番～１３番 二島 二島

西天神町 １４番１号～３７号 二島 二島

西天神町 １４番３８号～４５号 藤木 石峯

西天神町 １４番４６号以上 二島 二島

西天神町 １５番 二島 二島

西畑町 １番～５番 深町 若松

西畑町 ６番１号～１８号 深町 若松

西畑町 ６番１９号～３９号 小石 向洋

西畑町 ６番４０号以上 深町 若松

西畑町 ７番１号～１２号 深町 若松

西畑町 ７番１３号 小石 向洋

西畑町 ７番１４号以上 深町 若松

西畑町 ８番１号 深町 若松

西畑町 ８番２号～１３号 小石 向洋

西畑町 ８番１４号以上 深町 若松

西畑町 ９番１号～３９号 深町 若松

西畑町 ９番４０号～６５号 小石 向洋

西畑町 ９番６６号以上 深町 若松

西畑町 １０番～１８番 深町 若松

は 白山一丁目 １番～５番 若松中央 若松

白山一丁目 ６番１号～１１号 若松中央 若松

白山一丁目 ６番１２号の一部 若松中央 若松

白山一丁目 ６番１２号の一部 くきのうみ 若松

白山一丁目 ６番１３号～３７号 くきのうみ 若松

白山一丁目 ６番３８号～３９号 若松中央 若松

白山一丁目 ６番４０号 くきのうみ 若松

白山一丁目 ６番４１号～４７号 若松中央 若松

白山一丁目 ７番 くきのうみ 若松

白山一丁目 ８番 若松中央 若松

白山一丁目 ９番～１８番 くきのうみ 若松

白山二丁目 １番～１２番 若松中央 若松

白山二丁目 １３番 深町 若松

白山三丁目 １番～３番 若松中央 若松

白山三丁目 ４番 深町 若松

白山三丁目 ５番 若松中央 若松

白山三丁目 ６番 深町 若松

白山三丁目 ７番～８番 若松中央 若松

畠田一丁目 花房 二島

畠田二丁目 花房 二島

畠田三丁目 １番～４番 鴨生田 二島

畠田三丁目 ５番１号～４３号 花房 二島
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【若松区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

は 畠田三丁目 ５番４４号以上 鴨生田 二島

畠田三丁目 ６番 鴨生田 二島

畑谷町 深町 若松

花野路一丁目 江川 洞北

花野路二丁目 江川 洞北

花野路三丁目 江川 洞北

浜町一丁目 若松中央 若松

浜町二丁目 若松中央 若松

浜町三丁目 若松中央 若松

原町 １番 深町 若松

原町 ２番～１７番 赤崎 向洋

ひ 東小石町 赤崎 向洋

東畑町 深町 若松

東二島一丁目 二島 二島

東二島二丁目 二島 二島

東二島三丁目 二島 二島

東二島四丁目 二島 二島

東二島五丁目 二島 二島

ひびきの ひびきの 浅川

ひびきの北 ひびきの 高須

ひびきの南一丁目 １番～４番 ひびきの 浅川

ひびきの南一丁目 一部 ひびきの 浅川

ひびきの南一丁目 一部 光貞 浅川

ひびきの南二丁目 ひびきの 浅川

ふ 深町一丁目 １番～１２番 深町 若松

深町一丁目 １３番～１４番 赤崎 向洋

深町一丁目 １５番～１６番 深町 若松

深町一丁目 １７番～２１番 赤崎 向洋

深町二丁目 １番～９番 深町 若松

深町二丁目 １０番１号～１４号 深町 若松

深町二丁目 １０番１５号～２７号 赤崎 向洋

深町二丁目 １０番２８号以上 深町 若松

藤ノ木一丁目 藤木 石峯

藤ノ木二丁目 藤木 石峯

藤ノ木三丁目 藤木 石峯

二島一丁目 １番～２番 二島 二島

二島一丁目 ３番～４番 鴨生田 二島

二島二丁目 １番～３番 二島 二島

二島二丁目 ４番 鴨生田 二島

二島三丁目 鴨生田 二島

二島四丁目 鴨生田 二島

二島五丁目 鴨生田 二島

二島六丁目 鴨生田 二島

古前一丁目 １番～２６番 くきのうみ 若松

古前一丁目 ２７番～２８番 くきのうみ 石峯

古前二丁目 １番～２番 くきのうみ 若松

古前二丁目 ３番１号～２２号 くきのうみ 若松

古前二丁目 ３番２３号 くきのうみ 若松

古前二丁目 ３番２４号以上 くきのうみ 若松

古前二丁目 ４番 くきのうみ 若松
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【若松区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

ふ 古前二丁目 ５番１号～９号 くきのうみ 若松

古前二丁目 ５番１０号～２６号 くきのうみ 若松

古前二丁目 ５番２７号以上 くきのうみ 若松

古前二丁目 ６番１号～６３号 くきのうみ 若松

古前二丁目 ６番６４号 くきのうみ 若松

古前二丁目 ６番６５号以上 くきのうみ 若松

古前二丁目 ７番～２６番 くきのうみ 若松

ほ 本町一丁目 若松中央 若松

本町二丁目 若松中央 若松

本町三丁目 １番～３番 若松中央 若松

本町三丁目 ４番１号～１５号 若松中央 若松

本町三丁目 ４番１６号～１９号 くきのうみ 若松

本町三丁目 ４番２０号以上 若松中央 若松

本町三丁目 ５番～６番 若松中央 若松

本町三丁目 ７番１号～３号 若松中央 若松

本町三丁目 ７番４号～２８号 くきのうみ 若松

本町三丁目 ７番２９号以上 若松中央 若松

本町三丁目 ８番 くきのうみ 若松

本町三丁目 ９番～１１番 若松中央 若松

本町三丁目 １３番 若松中央 若松

み 南二島一丁目 二島 二島

南二島二丁目 二島 二島

南二島三丁目 二島 二島

南二島四丁目 二島 二島

南二島五丁目 二島 二島

宮前町 小石 向洋

宮丸一丁目 １番～２番 くきのうみ 石峯

宮丸一丁目 ３番～４番 藤木 石峯

宮丸一丁目 ５番～６番 くきのうみ 石峯

宮丸一丁目 ７番～８番 藤木 石峯

宮丸一丁目 ９番～１４番 くきのうみ 石峯

宮丸一丁目 １５番～１８番 藤木 石峯

宮丸一丁目 １９番 くきのうみ 石峯

宮丸一丁目 ２０番 藤木 石峯

宮丸一丁目 ２１番～２３番 くきのうみ 石峯

宮丸一丁目 ２４番～２５番 藤木 石峯

宮丸一丁目 ２６番～３３番 くきのうみ 石峯

宮丸二丁目 藤木 石峯

や 山手町 １番～４番 若松中央 若松

山手町 ５番～６番 くきのうみ 若松

山ノ堂町 深町 若松

ゆ 百合野町 藤木 石峯

よ 用勺町 藤木 石峯

わ 和田町 くきのうみ 石峯

大 大字蜑住 江川 洞北

大字有毛 江川 洞北

大字安瀬 若松中央 若松

大字安屋 花房 洞北

大字大鳥居 ３９８番地の２ 青葉 高須

大字大鳥居 その他 江川 洞北

大字小竹 １番地～１９４２番地 小石 向洋

大 大字小竹 ３００６番地以上 小石 向洋
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【若松区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大字小竹 その他 花房 洞北

大字乙丸 江川 洞北

大字小石 一部 赤崎 向洋

大字小石 一部 小石 向洋

大字小敷 ひびきの 高須 高須
（暫定措置）

大字修多羅 １番地～８０３番地 くきのうみ 若松

大字修多羅 ８０４番地～８２２番地 若松中央 若松

大字修多羅 ８２３番地 くきのうみ 若松

大字修多羅 ８２４番地 若松中央 若松

大字修多羅 ８２５番地 くきのうみ 若松

大字修多羅 ８２６番地～１００４番地 若松中央 若松

大字修多羅 １０８９番地以上 深町 若松

大字高須 青葉 高須

大字竹並 花房 洞北

大字頓田 花房 洞北

大字畠田 ８００番地～８０１番地 花房 洞北

大字畠田 ８０２番地 鴨生田 二島

大字畠田 ８０３番地～９９９番地 花房 洞北

大字畠田 その他 花房 二島

大字払川 １番地～５１３番地 花房 洞北

大字払川 ５１４番地～６４４番地 江川 洞北

大字払川 ６４５番地～６９０番地 ひびきの 洞北

大字払川 ６９１番地～７３３番地 花房 洞北

大字払川 ７３４番地～７３６番地 江川 洞北

大字藤木 １番地～１３８番地 くきのうみ 若松

大字藤木 ３４０番地～４８３番地 くきのうみ 石峯

大字藤木 ４８４番地～４９５番地 藤木 石峯

大字藤木 ４９６番地～４９７番地 くきのうみ 石峯

大字藤木 ４９８番地 藤木 石峯

大字二島 １番地～１５０番地 二島 二島

大字二島 １５１番地～１５５番地 藤木 石峯

大字二島 １５６番地以上 二島 二島
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡東区】

指定校 指定校 許可校

あ 荒手一丁目 枝光 枝光台

荒手二丁目 枝光 枝光台

荒生田一丁目 祝町 槻田

荒生田二丁目 高見 高見

荒生田三丁目 高見 高見

い 石坪町 槻田 槻田

猪倉町 高槻 槻田

祝町一丁目 １番～２番 大蔵 大蔵

祝町一丁目 ３番１号～７号 大蔵 大蔵

祝町一丁目 ３番８号～１７号 祝町 大蔵

祝町一丁目 ３番１８号以上 大蔵 大蔵

祝町一丁目 ４番１号～２２号 祝町 大蔵

祝町一丁目 ４番２３号～２９号 大蔵 大蔵

祝町一丁目 ４番３０号以上 祝町 大蔵

祝町一丁目 ５番 祝町 大蔵

祝町一丁目 ６番１号～５号 大蔵 大蔵

祝町一丁目 ６番６号～５１号 祝町 大蔵

祝町一丁目 ６番５２号以上 大蔵 大蔵

祝町一丁目 ７番～１２番 祝町 大蔵

祝町一丁目 １３番１号 大蔵 大蔵

祝町一丁目 １３番２号～２５号 祝町 大蔵

祝町一丁目 １３番２６号以上 大蔵 大蔵

祝町一丁目 １４番～２３番 祝町 大蔵

祝町一丁目 ２４番 祝町 槻田

祝町二丁目 １番～７番 祝町 大蔵

祝町二丁目 ８番１号～１１号 祝町 槻田

祝町二丁目 ８番１２号～２２号 祝町 大蔵

祝町二丁目 ８番２３号 祝町 槻田

祝町二丁目 ９番～１５番 祝町 槻田

祝町二丁目 １６番１号～１３号 祝町 槻田

祝町二丁目 １６番１４号～１９号 祝町 大蔵

祝町二丁目 １６番２０号以上 祝町 槻田

祝町二丁目 １７番１号～２２号 祝町 槻田

祝町二丁目 １７番２３号～２６号 祝町 大蔵

祝町二丁目 １７番２７号以上 祝町 槻田

祝町二丁目 １８番 祝町 槻田

え 枝光一丁目 枝光 枝光台

枝光二丁目 枝光 枝光台

枝光三丁目 枝光 枝光台

枝光四丁目 枝光 枝光台

枝光五丁目 枝光 枝光台

枝光本町 ひびきが丘 枝光台

お 大蔵一丁目 １番～２番 祝町 大蔵

大蔵一丁目 ３番 八幡 大蔵 中央 中学校進学時のみ暫定措置

大蔵一丁目 ４番～１３番 祝町 大蔵

大蔵一丁目 １４番 大蔵 大蔵

大蔵一丁目 １５番１号～１５号 大蔵 大蔵

大蔵一丁目 １５番１６号以上 祝町 大蔵

大蔵一丁目 １６番～１８番 祝町 大蔵

大蔵二丁目 大蔵 大蔵

大蔵三丁目 大蔵 大蔵

お 大谷一丁目 １番 八幡 中央

大谷一丁目 ２番～３番 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

大谷二丁目 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

大平町 高槻 槻田

大宮町 １番～９番 枝光 枝光台

大宮町 １０番１号～１７号 枝光 枝光台

大宮町 １０番１８号 ひびきが丘 枝光台

大宮町 １０番１９号以上 枝光 枝光台

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡東区】

指定校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大宮町 １１番～１５番 ひびきが丘 枝光台

大宮町 １６番１号～９号 枝光 枝光台

大宮町 １６番１０号以上 ひびきが丘 枝光台

大宮町 １７番～２１番 ひびきが丘 枝光台

尾倉一丁目 皿倉 尾倉

尾倉二丁目 皿倉 尾倉

尾倉三丁目 皿倉 尾倉

か 勝山一丁目 大蔵 大蔵

勝山二丁目 大蔵 大蔵

上本町一丁目 １番～８番 八幡 中央

上本町一丁目 ９番１号～２５号 八幡 中央

上本町一丁目 ９番２６号～５１号 八幡 大蔵 中央 中学校進学時のみ暫定措置

上本町一丁目 ９番５２号以上 八幡 中央

上本町一丁目 １０番～１１番 八幡 大蔵 中央 中学校進学時のみ暫定措置

上本町一丁目 １２番～１３番 八幡 中央

上本町一丁目 １４番 八幡 大蔵 中央 中学校進学時のみ暫定措置

上本町二丁目 １番～８番 八幡 中央

上本町二丁目 ９番～１０番 八幡 大蔵 中央 中学校進学時のみ暫定措置

上本町二丁目 １１番１号～９号 ひびきが丘 大蔵

上本町二丁目 １１番１０号～２６号 八幡 大蔵 中央 中学校進学時のみ暫定措置

上本町二丁目 １２番～１６番 八幡 大蔵 中央 中学校進学時のみ暫定措置

神山町 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

河内一丁目 河内 大蔵

河内二丁目 河内 大蔵

河内三丁目 河内 大蔵

川淵町 高見 高見

き 清田一丁目 １番～７番 高槻 槻田

清田一丁目 ８番～１１番 槻田 槻田

清田一丁目 １２番１号～５号 高槻 槻田

清田一丁目 １２番６号以上 槻田 槻田

清田一丁目 １３番～１５番 高槻 槻田

清田二丁目 槻田 槻田

清田三丁目 槻田 槻田

清田四丁目 槻田 槻田

祇園一丁目 花尾 花尾

祇園二丁目 花尾 花尾

祇園三丁目 花尾 花尾

祇園四丁目 花尾 花尾

祇園原町 花尾 花尾

け 景勝町 大蔵 大蔵

さ 山路一丁目 １番～１３番 高槻 槻田

山路一丁目 １４番１号～４７号 高槻 槻田

山路一丁目 １４番４８号～５３号 槻田 槻田

山路一丁目 １５番～２１番 高槻 槻田

山路二丁目 高槻 槻田

山路松尾町 槻田 槻田

山王一丁目 八幡 中央

山王二丁目 ひびきが丘 枝光台

山王三丁目 ひびきが丘 大蔵

山王四丁目 １番１号～９号 八幡 大蔵 中央 中学校進学時のみ暫定措置

山王四丁目 １番１３号～１９号 ひびきが丘 大蔵

山王四丁目 ２番～１１番 ひびきが丘 大蔵

し 昭和一丁目 高見 高見

昭和二丁目 高見 高見

昭和三丁目 高見 高見

白川町 ひびきが丘 枝光台
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡東区】

指定校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

す 末広町 １番～６番 大蔵 大蔵

末広町 ７番１号～３４号 大蔵 大蔵

末広町 ７番３５号～４３号 八幡 中央

末広町 ７番４４号以上 大蔵 大蔵

末広町 ８番～１８番 大蔵 大蔵

諏訪一丁目 ひびきが丘 枝光台

諏訪二丁目 ひびきが丘 枝光台

た 高見一丁目 高見 高見

高見二丁目 高見 高見

高見三丁目 高見 高見

高見四丁目 高見 高見

高見五丁目 高見 高見

竹下町 槻田 槻田

田代町 河内 大蔵

ち 茶屋町 槻田 高見

中央一丁目 八幡 中央

中央二丁目 八幡 中央

中央三丁目 八幡 中央

つ 槻田一丁目 槻田 高見

槻田二丁目 槻田 高見

て 天神町 １番～５番 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

天神町 ６番 皿倉 尾倉

天神町 ７番１号～１０号 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

天神町 ７番１１号～２３号 皿倉 尾倉

天神町 ８番１号～２３号 皿倉 尾倉

天神町 ８番２４号～４９号 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

天神町 ８番５０号以上 皿倉 尾倉

な 中尾一丁目 祝町 槻田

中尾二丁目 高槻 槻田

中尾三丁目 １番～１８番 高槻 槻田

中尾三丁目 １９番１号～１９号 大蔵 大蔵

中尾三丁目 １９番２０号～２８号 高槻 槻田

中尾三丁目 １９番２９号以上 大蔵 大蔵

中尾三丁目 ２０番 高槻 槻田

中尾三丁目 ２１番 大蔵 大蔵

中尾三丁目 ２２番～２５番 高槻 槻田

中畑一丁目 高槻 槻田

中畑二丁目 高槻 槻田

に 西台良町 花尾 花尾

西本町一丁目 皿倉 尾倉

西本町二丁目 皿倉 尾倉

西本町三丁目 皿倉 尾倉

西本町四丁目 １番～１６番 皿倉 尾倉

西本町四丁目 １７番１号～９号 花尾 花尾

西本町四丁目 １７番１０号以上 皿倉 尾倉

西本町四丁目 １８番 皿倉 尾倉

西丸山町 １番～９番 八幡 中央

西丸山町 １０番～１８番 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

西丸山町 １９番～２０番 八幡 中央
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡東区】

指定校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

は 羽衣町 １番～８番 大蔵 大蔵

羽衣町 ９番１号～３１号 大蔵 大蔵

羽衣町 ９番３２号 祝町 槻田

羽衣町 ９番３３号以上 大蔵 大蔵

羽衣町 １０番～２４番 大蔵 大蔵

八王寺町 高見 高見

花尾町 花尾 花尾

春の町一丁目 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

春の町二丁目 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

春の町三丁目 皿倉 尾倉

春の町四丁目 皿倉 尾倉

春の町五丁目 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

ひ 東田一丁目 皿倉 尾倉

東田二丁目 １番 八幡 中央

東田二丁目 ２番１号～１６号 八幡 中央

東田二丁目 ２番１７号以上 皿倉 尾倉

東田二丁目 ３番～６番 八幡 中央

東田三丁目 八幡 中央

東田四丁目 ひびきが丘 枝光台

東田五丁目 枝光 枝光台

東台良町 １番～４番 皿倉 尾倉

東台良町 ５番 花尾 尾倉

東台良町 ６番～１８番 花尾 花尾

東台良町 １９番～２１番 皿倉 尾倉

東鉄町 １番 祝町 槻田

東鉄町 ２番～１２番 槻田 槻田

東丸山町 八幡 中央

ひ 東山一丁目 祝町 槻田

東山二丁目 １番～９番 祝町 槻田

東山二丁目 １０番１号～２１号 高槻 槻田

東山二丁目 １０番２２号～２７号 祝町 槻田

日の出一丁目 ひびきが丘 枝光台

日の出二丁目 ひびきが丘 枝光台

日の出三丁目 ひびきが丘 枝光台

平野一丁目 １番 皿倉 尾倉

平野一丁目 ３番 花尾 尾倉

平野一丁目 ６番 花尾 尾倉

平野一丁目 １０番～１２番 皿倉 尾倉

平野二丁目 １番～２番 皿倉 尾倉

平野二丁目 ５番 花尾 尾倉

平野二丁目 ７番～９番 花尾 尾倉

平野二丁目 １０番～１１番 花尾 花尾

平野二丁目 １３番 花尾 花尾

平野三丁目 １番 花尾 尾倉

平野三丁目 ２番～３番 花尾 花尾

平野三丁目 ４番 花尾 尾倉

ふ 藤見町 ひびきが丘 枝光台
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡東区】

指定校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

ほ 帆柱一丁目 １番１号～１５号 皿倉 尾倉

帆柱一丁目 １番１６号～２７号 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

帆柱一丁目 １番２８号以上 皿倉 尾倉

帆柱一丁目 ２番１号～８号 皿倉 尾倉

帆柱一丁目 ２番９号～１４号 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

帆柱一丁目 ２番１８号～２８号 皿倉 尾倉

帆柱一丁目 ３番～４番 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

帆柱一丁目 ５番～１４番 皿倉 尾倉

帆柱二丁目 皿倉 尾倉

帆柱三丁目 皿倉 尾倉

帆柱四丁目 １番～５番 皿倉 中央 尾倉 中学校進学時のみ暫定措置

帆柱四丁目 ６番～１１番 皿倉 尾倉

帆柱五丁目 皿倉 尾倉

ま 前田一丁目 花尾 花尾

前田二丁目 花尾 花尾

前田三丁目 花尾 花尾

松尾町 槻田 槻田

み 宮田町 枝光 枝光台

み 宮の町一丁目 高槻 槻田

宮の町二丁目 １番～２番 高槻 槻田

宮の町二丁目 ３番１号～２７号 高槻 槻田

宮の町二丁目 ３番２８号～３１号 槻田 槻田

宮の町二丁目 ４番～１４番 槻田 槻田

宮の町二丁目 １５番 高槻 槻田

も 桃園一丁目 花尾 花尾

桃園二丁目 花尾 花尾

桃園三丁目 花尾 花尾

桃園四丁目 花尾 花尾

ゆ 豊町 大蔵 大蔵

大 大字枝光 枝光 枝光台

大字大蔵 １７１４番地 大蔵 大蔵

大字大蔵 ２５００番地の１ 河内 大蔵

大字大蔵 ２６６４番地の１ 皿倉 尾倉

大字尾倉 １４４６番地 皿倉 尾倉

大字尾倉 １４４９番地の２ 皿倉 尾倉

大字尾倉 １４７６番地の６ 皿倉 尾倉

大字尾倉 １４７７番地の７ 皿倉 尾倉

大字尾倉 １４８１番地～１４８２番地 皿倉 尾倉

大字小熊野 高槻 槻田

大字田代 河内 大蔵

大字前田 ２２番地 花尾 花尾

相生町 １番～１４番 引野 引野
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

あ 相生町 １番～１４番 引野 引野

相生町 １５番～２０番 萩原 穴生

青山一丁目 １番～３番 青山 熊西

青山一丁目 ４番１号～１４号 青山 熊西

青山一丁目 ４番１５号～２３号 青山 穴生

青山一丁目 ４番２４号以上 青山 熊西

青山一丁目 ５番１号～１６号 青山 熊西

青山一丁目 ５番１７号～２４号 青山 穴生

青山一丁目 ５番２５号以上 青山 熊西

青山一丁目 ６番 青山 熊西

青山一丁目 ７番１号～３３号 青山 熊西

青山一丁目 ７番３４号～３７号 青山 穴生

青山一丁目 ７番３８号以上 青山 熊西

青山一丁目 ８番 青山 穴生

青山一丁目 ９番～１４番 青山 熊西

青山二丁目 １番～９番 青山 熊西

青山二丁目 １０番１号～５４号 青山 熊西

青山二丁目 １０番５５号～６９号 青山 穴生

青山二丁目 １１番 青山 穴生

青山三丁目 熊西 熊西

浅川一丁目 １番～２４番 光貞 浅川

浅川一丁目 ２５番～２７番 浅川 浅川

浅川二丁目 浅川 浅川

浅川学園台一丁目 浅川 浅川

浅川学園台二丁目 光貞 浅川

浅川学園台三丁目 光貞 浅川

浅川学園台四丁目 光貞 浅川

浅川台一丁目 浅川 浅川

浅川台二丁目 浅川 浅川

浅川台三丁目 浅川 浅川

浅川日の峯一丁目 浅川 浅川

浅川日の峯二丁目 浅川 浅川

浅川日の峯三丁目 浅川 浅川

浅川日の峯四丁目 浅川 浅川

浅川町 浅川 浅川

穴生一丁目 穴生 穴生

穴生二丁目 穴生 穴生

穴生三丁目 穴生 穴生

穴生四丁目 穴生 穴生

い 池田一丁目 池田 千代

池田二丁目 池田 千代

池田三丁目 池田 千代

石坂一丁目 １番１号～９号 池田 千代

石坂一丁目 １番１０号以上 千代 千代

石坂一丁目 ２番～４番 池田 千代

石坂一丁目 ５番１号～６号 千代 千代

石坂一丁目 ５番７号以上 池田 千代

石坂一丁目 ６番～２３番 千代 千代

石坂二丁目 池田 千代

石坂三丁目 池田 千代

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

い 泉ヶ浦一丁目 １番～１５番 八枝 永犬丸

泉ヶ浦一丁目 １６番１号～９号 則松 則松

泉ヶ浦一丁目 １６番１０号～２５号 八枝 永犬丸

泉ヶ浦一丁目 １６番２６号以上 則松 則松

泉ヶ浦一丁目 １７番～２１番 則松 則松

泉ヶ浦二丁目 八枝 永犬丸

泉ヶ浦三丁目 １番～２４番 八枝 永犬丸

泉ヶ浦三丁目 ２５番 則松 則松

医生ヶ丘 １番 医生丘 浅川

医生ヶ丘 ２番～１０番 光貞 浅川

市瀬一丁目 上津役 上津役

市瀬二丁目 上津役 上津役

市瀬三丁目 上津役 上津役

岩崎一丁目 香月 香月

岩崎二丁目 香月 香月

岩崎三丁目 香月 香月

岩崎四丁目 香月 香月

う 上の原一丁目 上津役 上津役

上の原二丁目 上津役 上津役

上の原三丁目 上津役 上津役

上の原四丁目 上津役 上津役

え 永犬丸一丁目 八枝 永犬丸

永犬丸二丁目 八枝 永犬丸

永犬丸三丁目 八枝 永犬丸

永犬丸四丁目 八枝 永犬丸

永犬丸五丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸西町一丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸西町二丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸西町三丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸西町四丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸東町一丁目 永犬丸 沖田

永犬丸東町二丁目 永犬丸 沖田

永犬丸東町三丁目 永犬丸 沖田

永犬丸南町一丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸南町二丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸南町三丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸南町四丁目 永犬丸西 永犬丸

永犬丸南町五丁目 永犬丸西 永犬丸

お 大浦一丁目 医生丘 浅川

大浦二丁目 医生丘 浅川

大浦三丁目 医生丘 浅川

大畑町 黒畑 黒崎

大平一丁目 八児 八児

大平二丁目 八児 八児

大平三丁目 八児 八児

大平台 塔野 沖田

岡田町 １番～４番 黒崎中央 黒崎

岡田町 ５番～６番 鳴水 黒崎

岡田町 ７番～９番 黒崎中央 黒崎

お 岡田町 １０番～１２番 鳴水 黒崎
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小学校名 中学校名
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沖田一丁目 中尾 沖田

沖田二丁目 中尾 沖田

沖田三丁目 中尾 沖田

沖田四丁目 中尾 沖田

沖田五丁目 中尾 沖田

御開一丁目 本城 本城

御開二丁目 本城 本城

御開三丁目 本城 本城

御開四丁目 本城 本城

御開五丁目 本城 本城

折尾一丁目 １番～１０番 折尾東 折尾

折尾一丁目 １１番 折尾西 則松

折尾一丁目 １２番～１４番 折尾東 折尾

折尾二丁目 １番～７番 折尾西 則松

折尾二丁目 ８番～１７番 折尾東 折尾

折尾三丁目 １番～７番 折尾西 則松

折尾三丁目 ８番３号 折尾東 折尾

折尾三丁目 ８番５号 折尾東 折尾

折尾三丁目 ８番６号～４４号 折尾西 則松

折尾三丁目 ９番１号～２０号 折尾西 則松

折尾三丁目 ９番２１号～２４号 折尾東 折尾

折尾三丁目 １０番～１３番 折尾東 折尾

折尾四丁目 折尾西 則松

折尾五丁目 折尾西 則松

か 春日台一丁目 １番～２２番 中尾 沖田

春日台一丁目 ２３番 塔野 沖田

春日台一丁目 ２４番～２５番 中尾 沖田

春日台二丁目 １番～３番 中尾 沖田

春日台二丁目 ４番～９番 塔野 沖田

春日台二丁目 １０番 中尾 沖田

春日台二丁目 １１番～１４番 塔野 沖田

春日台三丁目 塔野 沖田

春日台四丁目 塔野 沖田

春日台五丁目 塔野 沖田

春日台六丁目 塔野 沖田

香月中央一丁目 １番～１３番 香月 香月

香月中央一丁目 １４番～１５番 池田 千代

香月中央二丁目 １番～１３番 香月 香月

香月中央二丁目 １４番１号～５号 池田 千代

香月中央二丁目 １４番６号以上 香月 香月

香月中央三丁目 香月 香月

香月中央四丁目 １番～１５番 楠橋 香月

香月中央四丁目 １６番 池田 千代

香月中央五丁目 楠橋 香月

香月西一丁目 香月 香月

香月西二丁目 香月 香月

香月西三丁目 香月 香月

香月西四丁目 香月 香月

上香月一丁目 １番～３番 池田 千代

上香月一丁目 ４番～７番 千代 千代

上香月一丁目 ８番～１５番 池田 千代

上香月二丁目 池田 千代

上香月三丁目 池田 千代

上香月四丁目 池田 千代
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か 上上津役一丁目 上津役 上津役

上上津役二丁目 １番～１０番 上津役 上津役

上上津役二丁目 １１番～１６番 大原 上津役

上上津役二丁目 １７番～２４番 上津役 上津役

上上津役三丁目 １番～１１番 上津役 上津役

上上津役三丁目 １２番～２３番 大原 上津役

上上津役四丁目 １番～９番 大原 上津役

上上津役四丁目 １０番１号～２６号 上津役 上津役

上上津役四丁目 １０番２７号～３４号 大原 上津役

上上津役四丁目 １０番３５号以上 上津役 上津役

上上津役四丁目 １１番～１３番 上津役 上津役

上上津役四丁目 １４番～２４番 大原 上津役

上上津役五丁目 １番～１４番 上津役 上津役

上上津役五丁目 １５番～１９番 大原 上津役

上上津役五丁目 ２０番 大原 八児

上上津役五丁目 ２１番～３１番 大原 上津役

上上津役六丁目 上津役 上津役

き 岸の浦一丁目 １番～１２番 鳴水 黒崎

岸の浦一丁目 １３番 黒畑 黒崎

岸の浦二丁目 １番 黒崎中央 黒崎

岸の浦二丁目 ２番～７番 熊西 熊西

北鷹見町 則松 則松

吉祥寺町 千代 千代

貴船台 赤坂 本城

京良城町 黒畑 引野

く 洞南町 穴生 折尾

楠北一丁目 香月 香月

楠北二丁目 香月 香月

楠北三丁目 香月 香月

楠木一丁目 折尾東 折尾

楠木二丁目 折尾東 折尾

楠橋上方一丁目 楠橋 香月

楠橋上方二丁目 楠橋 香月

楠橋下方一丁目 楠橋 香月

楠橋下方二丁目 楠橋 香月

楠橋下方三丁目 楠橋 香月

楠橋西一丁目 楠橋 香月

楠橋西二丁目 楠橋 香月

楠橋西三丁目 楠橋 香月

楠橋東一丁目 楠橋 香月

楠橋東二丁目 楠橋 香月

楠橋南一丁目 楠橋 香月

楠橋南二丁目 楠橋 香月

楠橋南三丁目 １番１号～１５号 楠橋 香月

楠橋南三丁目 １番１６号～２４号 木屋瀬 木屋瀬

楠橋南三丁目 １番２５号以上 楠橋 香月

楠橋南三丁目 ２番 楠橋 香月

楠橋南三丁目 ３番１号～１４号 楠橋 香月

楠橋南三丁目 ３番１５号～２０号 木屋瀬 木屋瀬
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く 楠橋南三丁目 ３番２１号以上 楠橋 香月

楠橋南三丁目 ４番～２０番 木屋瀬 木屋瀬

楠橋南三丁目 ２１番１号～８号 楠橋 香月

楠橋南三丁目 ２１番９号～１１号 木屋瀬 木屋瀬

楠橋南三丁目 ２１番１２号以上 楠橋 香月

楠橋南三丁目 ２２番～２４番 木屋瀬 木屋瀬

熊手一丁目 黒崎中央 黒崎

熊手二丁目 黒崎中央 黒崎

熊手三丁目 １番～３番 黒崎中央 黒崎

熊手三丁目 ４番 筒井 熊西

熊西一丁目 筒井 熊西

熊西二丁目 筒井 熊西

黒崎一丁目 黒崎中央 黒崎

黒崎二丁目 黒崎中央 黒崎

黒崎三丁目 黒崎中央 黒崎

黒崎四丁目 黒崎中央 黒崎

黒崎五丁目 筒井 熊西

黒崎城石 黒崎中央 黒崎

こ 皇后崎町 １番～１４番 青山 熊西

皇后崎町 １５番 青山 穴生

河桃町 花尾 花尾

紅梅一丁目 １番～４番 黒崎中央 花尾

紅梅一丁目 ５番 黒崎中央 黒崎

紅梅一丁目 ６番 黒崎中央 花尾

紅梅一丁目 ７番～９番 黒崎中央 黒崎

紅梅一丁目 １０番～１１番 黒崎中央 花尾

紅梅二丁目 １番 黒崎中央 花尾

紅梅二丁目 ２番～６番 黒崎中央 黒崎

紅梅二丁目 ７番～８番 黒崎中央 花尾

紅梅二丁目 ９番～１０番 黒崎中央 黒崎

紅梅三丁目 １番 黒崎中央 花尾

紅梅三丁目 ２番～４番 黒崎中央 黒崎

紅梅四丁目 鳴水 黒崎

光明一丁目 折尾東 折尾

光明二丁目 折尾東 折尾

小鷺田町 熊西 引野

小嶺一丁目 八児 八児

小嶺二丁目 八児 八児

小嶺三丁目 八児 八児

小嶺台一丁目 八児 八児

小嶺台二丁目 八児 八児

小嶺台三丁目 八児 八児

小嶺台四丁目 八児 八児

木屋瀬一丁目 １番 楠橋 香月

木屋瀬一丁目 ２番～２７番 木屋瀬 木屋瀬

木屋瀬二丁目 木屋瀬 木屋瀬

木屋瀬三丁目 木屋瀬 木屋瀬

木屋瀬四丁目 木屋瀬 木屋瀬

木屋瀬五丁目 木屋瀬 木屋瀬

木屋瀬東一丁目 木屋瀬 木屋瀬

木屋瀬東二丁目 木屋瀬 木屋瀬

木屋瀬東三丁目 木屋瀬 木屋瀬

木屋瀬東四丁目 木屋瀬 木屋瀬
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こ 金剛一丁目 星ヶ丘 木屋瀬

金剛二丁目 １番～２番 木屋瀬 木屋瀬

金剛二丁目 ３番１号 池田 千代

金剛二丁目 ３番２号～９号 木屋瀬 木屋瀬

金剛二丁目 ３番１０号 池田 千代

金剛二丁目 ３番１１号～１４号 木屋瀬 木屋瀬

金剛二丁目 ３番１５号 池田 千代

金剛二丁目 ３番１６号 木屋瀬 木屋瀬

金剛二丁目 ３番１７号～１８号 池田 千代

金剛二丁目 ３番１９号以上 木屋瀬 木屋瀬

金剛二丁目 ４番～８番 木屋瀬 木屋瀬

金剛三丁目 木屋瀬 木屋瀬

金剛四丁目 星ヶ丘 木屋瀬

さ 幸神一丁目 １番～２番 黒畑 熊西

幸神一丁目 ３番～１９番 熊西 熊西

幸神二丁目 １番～６番 黒畑 熊西

幸神二丁目 ７番 黒畑 黒崎

幸神二丁目 ８番～１０番 黒畑 熊西

幸神三丁目 黒畑 熊西

幸神四丁目 熊西 引野

桜ヶ丘町 青山 熊西

さつき台一丁目 折尾西 則松

さつき台二丁目 折尾西 則松

里中一丁目 永犬丸 永犬丸

里中二丁目 永犬丸 永犬丸

里中三丁目 永犬丸 永犬丸

三ヶ森一丁目 永犬丸 永犬丸

三ヶ森二丁目 永犬丸 永犬丸

三ヶ森三丁目 中尾 沖田

三ヶ森四丁目 中尾 沖田

し 下上津役一丁目 中尾 沖田

下上津役二丁目 １番～７番 中尾 沖田

下上津役二丁目 ８番～２０番 塔野 沖田

下上津役三丁目 塔野 沖田

下上津役四丁目 中尾 沖田

下上津役元町 塔野 沖田

下畑町 池田 千代

松寿山一丁目 則松 則松

松寿山二丁目 １番～５番 則松 則松

松寿山二丁目 ６番 八枝 永犬丸

松寿山二丁目 ７番～１８番 則松 則松

松寿山三丁目 則松 則松

白岩町 １番～１６番 千代 千代

白岩町 １７番 香月 香月

自由ヶ丘 １番 浅川 浅川

自由ヶ丘 ２番 折尾西 則松

陣原一丁目 青山 穴生

陣原二丁目 穴生 折尾

陣原三丁目 穴生 折尾

陣原四丁目 １番～１７番 穴生 折尾
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じ 陣原四丁目 １８番１号～２０号 穴生 折尾

陣原四丁目 １８番２１号以上 折尾東 折尾

陣原四丁目 １９番 折尾東 折尾

陣原五丁目 穴生 折尾

陣山一丁目 黒崎中央 花尾

陣山二丁目 黒崎中央 花尾

陣山三丁目 黒崎中央 花尾

す 菅原町 筒井 熊西

せ 瀬板一丁目 穴生 折尾

瀬板二丁目 １番～１９番 穴生 折尾

瀬板二丁目 ２２番 穴生 折尾

瀬板二丁目 ２４番～２６番 折尾東 折尾

瀬板二丁目 ２７番１号 則松 則松

瀬板二丁目 ２７番１１号 折尾東 折尾

瀬板二丁目 ２８番 則松 則松

清納一丁目 黒崎中央 花尾

清納二丁目 黒崎中央 花尾

星和町 赤坂 折尾

た 高江一丁目 香月 香月

高江二丁目 香月 香月

高江三丁目 香月 香月

高江四丁目 香月 香月

高江五丁目 香月 香月

鷹の巣一丁目 萩原 穴生

鷹の巣二丁目 萩原 穴生

鷹の巣三丁目 竹末 穴生

鷹見台一丁目 八枝 永犬丸

鷹見台二丁目 八枝 永犬丸

鷹見台三丁目 永犬丸西 永犬丸

鷹見台四丁目 １番～１７番 永犬丸西 永犬丸

鷹見台四丁目 １８番～１９番 八枝 永犬丸

竹末一丁目 竹末 穴生

竹末二丁目 竹末 引野

田町一丁目 黒崎中央 黒崎

田町二丁目 黒崎中央 黒崎

大膳一丁目 １番１号～１１号 折尾西 則松

大膳一丁目 １番１２号 則松 則松

大膳一丁目 １番１３号以上 折尾西 則松

大膳一丁目 ２番～１７番 折尾西 則松

大膳二丁目 折尾西 則松

ち 茶売町 熊西 引野

茶屋の原一丁目 池田 千代

茶屋の原二丁目 池田 千代

茶屋の原三丁目 楠橋 香月

茶屋の原四丁目 楠橋 香月

千代一丁目 千代 千代

千代二丁目 千代 千代

千代三丁目 千代 千代
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

ち 千代四丁目 千代 千代

千代五丁目 千代 千代

千代ヶ崎一丁目 医生丘 本城

千代ヶ崎二丁目 医生丘 本城

千代ヶ崎三丁目 １番～９番 光貞 浅川

千代ヶ崎三丁目 １０番 医生丘 本城

千代ヶ崎三丁目 １１番～１６番 光貞 浅川

つ 築地町 黒崎中央 花尾

筒井町 筒井 熊西

て 鉄王一丁目 引野 引野

鉄王二丁目 引野 引野

鉄竜一丁目 萩原 穴生

鉄竜二丁目 萩原 穴生

と 東筑一丁目 則松 則松

東筑二丁目 １番～３番 則松 則松

東筑二丁目 ４番１号～１９号 則松 則松

東筑二丁目 ４番２０号～３４号 折尾西 則松

東筑二丁目 ４番３５号以上 則松 則松

東筑二丁目 ５番１号 則松 則松

東筑二丁目 ５番２号 折尾西 則松

東筑二丁目 ５番３号～１０号 則松 則松

東筑二丁目 ５番１１号～２３号 折尾西 則松

東筑二丁目 ５番２４号以上 則松 則松

東筑二丁目 ６番 則松 則松

東筑二丁目 ７番１号～９号 則松 則松

東筑二丁目 ７番１０号～２７号 折尾西 則松

東筑二丁目 ７番２８号以上 則松 則松

東筑二丁目 ８番～１１番 則松 則松

塔野一丁目 塔野 沖田

塔野二丁目 塔野 沖田

塔野三丁目 塔野 沖田

友田一丁目 折尾東 折尾

友田二丁目 折尾東 折尾

友田三丁目 １番～４番 赤坂 折尾

友田三丁目 ５番～９番 折尾東 折尾

洞北町 本城 本城

な 中須一丁目 折尾東 折尾

中須二丁目 折尾東 折尾

中の原一丁目 上津役 上津役

中の原二丁目 上津役 上津役

中の原三丁目 １番～６番 上津役 上津役

中の原三丁目 ７番１号～１０号 上津役 上津役

中の原三丁目 ７番１１号～１６号 中尾 沖田

中の原三丁目 ７番１７号以上 上津役 上津役

中の原三丁目 ８番１号～３０号 上津役 上津役

中の原三丁目 ８番３１号以上 中尾 沖田

中の原三丁目 ９番～１１番 上津役 上津役

中の原三丁目 １２番～２４番 上津役 上津役

な 長崎町 則松 則松

57



通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

な 鳴水町 黒畑 黒崎

に 西王子町 熊西 熊西

西折尾町 折尾西 則松

西川頭町 黒崎中央 花尾

西神原町 １番～３番 黒崎中央 黒崎

西神原町 ４番～９番 鳴水 黒崎

西鳴水一丁目 黒畑 黒崎

西鳴水二丁目 黒畑 黒崎

西曲里町 熊西 熊西

の 野面一丁目 木屋瀬 木屋瀬

野面二丁目 木屋瀬 木屋瀬

則松一丁目 則松 則松

則松二丁目 則松 則松

則松三丁目 則松 則松

則松四丁目 則松 則松

則松五丁目 則松 則松

則松六丁目 則松 則松

則松七丁目 １番～４番 則松 則松

則松七丁目 ５番～７番 八枝 永犬丸

則松七丁目 ８番１号～１５号 八枝 永犬丸

則松七丁目 ８番１６号～１９号 則松 則松

則松七丁目 ８番２０号以上 八枝 永犬丸

則松七丁目 ９番～２２番 則松 則松

則松東一丁目 則松 則松

則松東二丁目 則松 則松

は 萩原一丁目 青山 穴生

萩原二丁目 青山 穴生

萩原三丁目 萩原 穴生

馬場山 池田 千代

馬場山西 池田 千代

馬場山原 １番～６番 池田 千代

馬場山原 ７番１号～２号 池田 千代

馬場山原 ７番３号～１５号 楠橋 香月

馬場山原 ７番１６号以上 池田 千代

馬場山原 ８番～１０番 楠橋 香月

馬場山東一丁目 池田 木屋瀬

馬場山東二丁目 池田 千代

馬場山東三丁目 池田 木屋瀬

馬場山緑 １番～２番 池田 千代

馬場山緑 ３番～７番 楠橋 香月

馬場山緑 ８番～１０番 池田 千代

馬場山緑 １１番１号～２１号 池田 千代

馬場山緑 １１番２２号～３６号 楠橋 香月

馬場山緑 １１番３７号以上 池田 千代

馬場山緑 １２番～２０番 池田 千代

ひ 東石坂町 池田 千代

58



通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

ひ 東王子町 熊西 熊西

東折尾町 則松 則松

東川頭町 １番～４番 黒崎中央 花尾

東川頭町 ５番～９番 花尾 花尾

東神原町 １番～３番 黒崎中央 黒崎

東神原町 ４番～９番 鳴水 黒崎

東鳴水一丁目 鳴水 黒崎

東鳴水二丁目 鳴水 黒崎

東鳴水三丁目 黒畑 黒崎

東鳴水四丁目 １番～３番 鳴水 黒崎

東鳴水四丁目 ４番～１５番 黒畑 黒崎

東鳴水五丁目 １番 鳴水 黒崎

東鳴水五丁目 ２番～７番 黒畑 黒崎

東浜町 黒崎中央 花尾

東曲里町 熊西 熊西

引野一丁目 引野 引野

引野二丁目 引野 引野

引野三丁目 引野 引野

樋口町 穴生 穴生

日吉台一丁目 折尾西 則松

日吉台二丁目 折尾西 則松

日吉台三丁目 折尾西 則松

平尾町 鳴水 黒崎

ふ 藤田一丁目 黒崎中央 黒崎

藤田二丁目 黒崎中央 黒崎

藤田三丁目 黒崎中央 黒崎

藤田四丁目 黒崎中央 黒崎

藤原一丁目 １番～３番 医生丘 浅川

藤原一丁目 ４番 浅川 浅川

藤原一丁目 ５番～２４番 医生丘 浅川

藤原二丁目 １番～１６番 光貞 浅川

藤原二丁目 １７番 浅川 浅川

藤原三丁目 光貞 浅川

藤原四丁目 光貞 浅川

船越一丁目 千代 千代

船越二丁目 千代 千代

船越三丁目 千代 千代

舟町 黒崎中央 黒崎

へ 別所町 引野 引野

別当町 １番～２３番 黒畑 引野

別当町 ２４番１号～２１号 黒畑 引野

別当町 ２４番２２号～４２号 上津役 上津役

別当町 ２５番～２８番 上津役 上津役

別当町 ２９番～３７番 黒畑 引野
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

ほ 北筑一丁目 八枝 永犬丸

北筑二丁目 １番～１５番 永犬丸 永犬丸

北筑二丁目 １６番～１９番 八枝 永犬丸

北筑二丁目 ２０番の一部 永犬丸 永犬丸

北筑二丁目 ２０番の一部 八枝 永犬丸

北筑三丁目 永犬丸 永犬丸

星ヶ丘一丁目 星ヶ丘 木屋瀬

星ヶ丘二丁目 星ヶ丘 木屋瀬

星ヶ丘三丁目 星ヶ丘 木屋瀬

星ヶ丘四丁目 星ヶ丘 木屋瀬

星ヶ丘五丁目 星ヶ丘 木屋瀬

星ヶ丘六丁目 星ヶ丘 木屋瀬

星ヶ丘七丁目 星ヶ丘 木屋瀬

堀川町 折尾西 則松

本城一丁目 本城 本城

本城二丁目 本城 本城

本城三丁目 本城 本城

本城四丁目 本城 本城

本城五丁目 本城 本城

八幡西区本城学研

台一丁目 ひびきの 洞北

八幡西区本城学研

台二丁目 ひびきの 洞北

八幡西区本城学研

台三丁目 ひびきの 洞北

本城東一丁目 本城 本城

本城東二丁目 本城 本城

本城東三丁目 １番 赤坂 本城

本城東三丁目 ２番～１４番 本城 本城

本城東四丁目 １番～４番 本城 本城

本城東四丁目 ５番１号～８号 赤坂 本城

本城東四丁目 ５番９号～３０号 本城 本城

本城東四丁目 ５番３１号以上 赤坂 本城

本城東四丁目 ６番～１４番 赤坂 本城

本城東五丁目 １番～６番 赤坂 本城

本城東五丁目 ７番～１８番 赤坂 折尾

本城東六丁目 赤坂 本城

ま 町上津役西一丁目 １番～２１番 八児 八児

町上津役西一丁目 ２２番 中尾 沖田

町上津役西一丁目 ２３番 八児 八児

町上津役西二丁目 八児 八児

町上津役西三丁目 八児 八児

町上津役西四丁目 八児 八児

町上津役東一丁目 １番～１２番 大原 上津役

町上津役東一丁目 １３番～１８番 大原 八児

町上津役東一丁目 １９番～２０番 大原 上津役

町上津役東二丁目 大原 八児

町上津役東三丁目 大原 八児

的場町 永犬丸 永犬丸

真名子一丁目 楠橋 香月

真名子二丁目 楠橋 香月

丸尾町 折尾東 折尾

み 三ツ頭一丁目 浅川 浅川

三ツ頭二丁目 浅川 浅川
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

み 光貞台一丁目 光貞 浅川

光貞台二丁目 光貞 浅川

光貞台三丁目 光貞 浅川

南王子町 熊西 引野

南鷹見町 則松 則松

南八千代町 １番～４番 黒崎中央 黒崎

南八千代町 ５番～１３番 鳴水 黒崎

美原町 永犬丸 永犬丸

美吉野町 折尾西 則松

む 椋枝一丁目 千代 千代

椋枝二丁目 千代 千代

も 元城町 花尾 花尾

森下町 竹末 穴生

や 屋敷一丁目 １番 黒崎中央 花尾

屋敷一丁目 ２番 黒崎中央 黒崎

屋敷一丁目 ３番～１３番 黒崎中央 花尾

屋敷二丁目 黒崎中央 花尾

八千代町 黒崎中央 黒崎

八枝一丁目 八枝 永犬丸

八枝二丁目 八枝 永犬丸

八枝三丁目 八枝 永犬丸

八枝四丁目 八枝 永犬丸

八枝五丁目 八枝 永犬丸

山寺町 筒井 熊西

ゆ 夕原町 穴生 折尾

よ 養福寺町 引野 引野

り 力丸町 １番～１５番 医生丘 本城

力丸町 １６番～２６番 本城 本城

わ 若葉一丁目 竹末 引野

若葉二丁目 竹末 引野

若葉三丁目 １番～２番 竹末 引野

若葉三丁目 ３番１号～１９号 竹末 引野

若葉三丁目 ３番２０号～５８号 永犬丸 永犬丸

若葉三丁目 ３番５９号～６０号 竹末 引野

若葉三丁目 ４番１号～３２号 竹末 引野

若葉三丁目 ４番３３号～６６号 永犬丸 永犬丸

若葉三丁目 ４番６７号～７２号 竹末 引野

若葉三丁目 ５番～２２番 永犬丸 永犬丸

若葉三丁目 ２３番～２８番 竹末 引野

割子川一丁目 上津役 上津役

割子川二丁目 上津役 上津役

大字浅川 浅川 浅川

大字穴生 一部 穴生 穴生

大字穴生 一部 永犬丸 永犬丸

大字市瀬 上津役 上津役
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大 大字永犬丸 ２１５２番地～２１５７番地 永犬丸西 永犬丸

大字永犬丸 ２１６０番地～２１７３番地 永犬丸西 永犬丸

大字永犬丸 ２３６１番地～２３６４番地 永犬丸西 永犬丸

大字香月 千代 千代

大字上上津役 上津役 上津役

大字楠橋 ６５番地 木屋瀬 木屋瀬

大字楠橋 ２５０番地～３２６番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３２７番地 木屋瀬 木屋瀬

大字楠橋 ３２８番地～２１４６番地 楠橋 香月

大字楠橋 ２２１８番地 楠橋 香月

大字楠橋 ２４３７番地～２４３８番地 楠橋 香月

大字楠橋 ２４４０番地～２４６５番地 香月 香月

大字楠橋 ２４６６番地 楠橋 香月

大字楠橋 ２４６７番地～３０１４番地 香月 香月

大字楠橋 ３０３３番地 香月 香月

大字楠橋 ３１８４番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３１８５番地の１～７ 楠橋 香月

大字楠橋 ３１８７番地～３６０６番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３６１５番地 香月 香月

大字楠橋 ３６１９番地～３６２１番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３６２９番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３６３３番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３６４３番地～３６５６番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３６５８番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３６８２番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３６９０番地～３７８５番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３８７８番地 楠橋 香月

大字楠橋 ３９０２番地～３９０４番地 楠橋 香月

大字楠橋 ４２９２番地 楠橋 香月

大字楠橋 ４４１０番地 香月 香月

大字楠橋 ４４８１番地 香月 香月

大字楠橋 ４５８０番地～４５８３番地 香月 香月

大字楠橋 ４６３２番地 香月 香月

大字楠橋 ４７４１番地 香月 香月

大字楠橋 ４８６２番地 香月 香月

大字楠橋 ４８９１番地 香月 香月

大字楠橋 ４９４１番地 香月 香月

大字楠橋 ４９４６番地 香月 香月

大字楠橋 ４９５５番地 香月 香月

大字熊手 黒畑 黒崎

大字小嶺 八児 八児

大字木屋瀬 木屋瀬 木屋瀬

大字金剛 １４２８番地 池田 木屋瀬

大字金剛 １４３３番地～１４３４番地 池田 木屋瀬

大字金剛 その他 星ヶ丘 木屋瀬

大字笹田 星ヶ丘 木屋瀬

大字鳴水 黒畑 黒崎

大字野面 １番地～２３０番地 木屋瀬 木屋瀬

大字野面 ２８１番地～３１１番地 木屋瀬 木屋瀬

大字野面 ３６１番地～９９８番地 木屋瀬 木屋瀬

大字野面 １０００番地～１６４６番地 木屋瀬 木屋瀬

大字野面 １６４８番地～１６６３番地 木屋瀬 木屋瀬

大字野面 １６７５番地～１６８７番地 星ヶ丘 木屋瀬
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【八幡西区】

指定校 許可校 指定校 許可校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

大 大字野面 １６９３番地１ 木屋瀬 木屋瀬

大字野面 １７１７番地～１７４２番地 木屋瀬 木屋瀬

大字野面 １８１１番地～１８９６番地 星ヶ丘 木屋瀬

大字野面 １９２８番地 星ヶ丘 木屋瀬

大字野面 ２００３番地以上 木屋瀬 木屋瀬

大字則松 則松 則松

大字畑 池田 千代

大字馬場山 池田 千代

大字藤田 鳴水 黒崎

八幡西区大字本城 一部 本城 本城

八幡西区大字本城 一部 ひびきの 洞北
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【戸畑区】

指定校 指定校

あ 旭町 戸畑中央 高生

浅生一丁目 戸畑中央 高生

浅生二丁目 戸畑中央 高生

浅生三丁目 戸畑中央 高生

い 一枝一丁目 一枝 中原

一枝二丁目 一枝 中原

一枝三丁目 一枝 中原

一枝四丁目 一枝 中原

お 沖台一丁目 １番～３番 天籟寺 飛幡

沖台一丁目 ４番～５番 戸畑中央 高生

沖台一丁目 ６番～７番 牧山 高生

沖台一丁目 ８番～１１番 天籟寺 飛幡

沖台二丁目 １番～１０番 戸畑中央 高生

沖台二丁目 １１番～１６番 牧山 高生

か 川代一丁目 戸畑中央 飛幡

川代二丁目 戸畑中央 飛幡

観音寺町 １番～９番 天籟寺 飛幡

観音寺町 １０番～１１番 大谷 大谷

観音寺町 １２番 天籟寺 飛幡

き 北鳥旗町 戸畑中央 飛幡

銀座一丁目 戸畑中央 飛幡

銀座二丁目 戸畑中央 飛幡

こ 小芝一丁目 あやめが丘 飛幡

小芝二丁目 あやめが丘 飛幡

小芝三丁目 あやめが丘 飛幡

金比羅町 １番 鞘ヶ谷 大谷

金比羅町 ２番～４番 一枝 中原

金比羅町 ５番～６番 鞘ヶ谷 大谷

さ 幸町 戸畑中央 飛幡

境川一丁目 １番～４番 一枝 中原

境川一丁目 ５番～８番 中原 中原

境川二丁目 中原 中原

沢見一丁目 あやめが丘 飛幡

沢見二丁目 あやめが丘 飛幡

三六町 あやめが丘 飛幡

し 椎ノ木町 大谷 大谷

汐井町 戸畑中央 高生

正津町 天籟寺 飛幡

新池一丁目 戸畑中央 高生

新池二丁目 戸畑中央 飛幡

新池三丁目 戸畑中央 飛幡

新川町 牧山 高生

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号
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通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【戸畑区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

す 菅原一丁目 天籟寺 飛幡

菅原二丁目 １番～５番 天籟寺 飛幡

菅原二丁目 ６番～９番 大谷 大谷

菅原二丁目 １０番 天籟寺 飛幡

菅原二丁目 １１番～１４番 大谷 大谷

菅原三丁目 天籟寺 飛幡

菅原四丁目 大谷 大谷

せ 仙水町 あやめが丘 飛幡

千防一丁目 １番 戸畑中央 高生

千防一丁目 ２番～７番 あやめが丘 飛幡

千防一丁目 ８番～１１番 戸畑中央 高生

千防一丁目 １２番～１３番 あやめが丘 飛幡

千防二丁目 １番～４番 戸畑中央 飛幡

千防二丁目 ５番～１１番 あやめが丘 飛幡

千防二丁目 １２番～１７番 戸畑中央 飛幡

千防二丁目 １８番 あやめが丘 飛幡

千防三丁目 １番～２番 戸畑中央 飛幡

千防三丁目 ３番～４番 あやめが丘 飛幡

千防三丁目 ５番～１１番 戸畑中央 飛幡

千防三丁目 １２番～１７番 あやめが丘 飛幡

千防三丁目 １８番～２２番 戸畑中央 飛幡

た 高峰一丁目 牧山 高生

高峰二丁目 １番～８番 牧山 高生

高峰二丁目 ９番 大谷 大谷

高峰二丁目 １０番 牧山 高生

高峰二丁目 １２番～１４番 大谷 大谷

高峰三丁目 牧山 高生

つ 土取町 １番～１１番 一枝 中原

土取町 １２番～１４番 中原 中原

て 天神一丁目 あやめが丘 飛幡

天神二丁目 あやめが丘 飛幡

天籟寺一丁目 天籟寺 飛幡

天籟寺二丁目 天籟寺 飛幡

と 飛幡町 戸畑中央 飛幡

な 中原新町 あやめが丘 飛幡

中原西一丁目 あやめが丘 飛幡

中原西二丁目 中原 中原

中原西三丁目 中原 中原

中原東一丁目 中原 中原

中原東二丁目 中原 中原

中原東三丁目 中原 中原

中原東四丁目 中原 中原

中本町 戸畑中央 高生

に 西大谷一丁目 大谷 大谷

西大谷二丁目 大谷 大谷

西鞘ヶ谷町 鞘ヶ谷 大谷

は 初音町 １番～９番 戸畑中央 高生

初音町 １０番～１４番 牧山 高生

65



通学区域索引簿（町名順） 令和5年4月1日現在

【戸畑区】

指定校 指定校

備考

小学校名 中学校名

町名 番・号

ひ 東大谷一丁目 大谷 大谷

東大谷二丁目 大谷 大谷

東大谷三丁目 大谷 大谷

東鞘ヶ谷町 鞘ヶ谷 大谷

ふ 福柳木一丁目 鞘ヶ谷 大谷

福柳木二丁目 鞘ヶ谷 大谷

ま 牧山一丁目 牧山 高生

牧山二丁目 牧山 高生

牧山三丁目 牧山 高生

牧山四丁目 牧山 高生

牧山五丁目 牧山 高生

牧山海岸 牧山 高生

牧山新町 牧山 高生

丸町一丁目 牧山 高生

丸町二丁目 牧山 高生

丸町三丁目 牧山 高生

み 南鳥旗町 戸畑中央 飛幡

め 明治町 戸畑中央 飛幡

も 元宮町 戸畑中央 飛幡

よ 夜宮一丁目 天籟寺 飛幡

夜宮二丁目 天籟寺 飛幡

夜宮三丁目 天籟寺 飛幡

大 大字中原 ６４番地 中原 中原
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