
は富貴中学校区

字　　　　名 学　校　名 字　　　　名 学　校　名 字　　　　名 学　校　名 学　校　名

青木ケ丘一・二丁目 緑丘小 小迎 武豊小 二ケ崎 武豊小
上ケ 武豊小 桜ケ丘一～四丁目 緑丘小 ニケ崎一・二丁目 武豊小 衣浦小
旭 富貴小 里中 衣浦小 西田崎 衣浦小 衣浦小
旭ヶ丘一～三丁目 衣浦小 沢田新田 武豊小 西門 武豊小 衣浦小
浅水 武豊小 塩田 武豊小 白山 衣浦小 衣･富小
池田一・二丁目 武豊小 下門 武豊小 廻間 衣浦小 衣･富小
石川 武豊小 嶋田 衣浦小 原田 衣浦小 衣･富小
石田 衣浦小 下起 衣浦小 原屋敷 衣浦小 衣浦小
一号地 衣浦小 下田 衣浦小 東長宗 武豊小 富貴小
壱町田 緑丘小 下原 衣浦小 ヒジリ田 武豊小
後田 衣浦小 下山ノ田 緑丘小 壱畝町 衣浦小
後畑 衣浦小 蛇ヶ谷 緑丘小 平井一丁目 緑丘小 富貴小
内銫 武豊小 甚田 衣浦小 平井二丁目 武豊小
会下 衣浦小 砂川一～三丁目 武豊小 平井三～五丁目 緑丘小
ヱケ屋敷 武豊小 瀬木 衣浦小 平井六・七丁目 武豊小
ヲヲガケ 衣浦小 大門田 衣浦小 平井田 緑丘小
大屋敷 衣浦小 多賀一丁目 緑丘小 平井畑 武豊小
金下 武豊小 多賀二丁目 衣･緑小 二ツ峰 緑丘小
鹿子田 緑丘小 多賀三～七丁目 衣浦小 平海道 衣浦小 [字全域が学校区になっていないもの]
鹿ノ子田一丁目 緑丘小 多賀八丁目 緑丘小 豊成一・二丁目 武豊小
鹿ノ子田二丁目 武豊小 高野前 武豊小 豊成三丁目 緑丘小 字　名 緑丘小学校
上起 衣浦小 田崎 衣浦小 峯 武豊小 北小松谷   1～ 74、 80～
上原 衣浦小 谷口 武豊小 峯一・二丁目 武豊小 楠一丁目   2～ 24、116～121
上山一～三丁目 緑丘小 忠白田 衣浦小 掘割 衣浦小 多賀二丁目   1～ 10
上山ノ田 緑丘小 中蓮 武豊小 前田 武豊小 南中根  66～ 70
川尻 衣浦小 土穴 衣浦小 前畑 衣浦小
川脇 衣浦小 天神前一・二丁目 武豊小 緑台一～六丁目 緑丘小 緑丘小学校
北曲輪 武豊小 道崎 武･衣小 南起 衣浦小 中根一丁目 1～12、86、108～126、223～

北小松谷 衣･緑小 道崎田 衣浦小 南小松谷 緑丘小 中根二丁目   1～ 52、 64～ 93
北新田 衣浦小 道仙田 衣浦小 南中根 衣･緑小
北中根一～六丁目 緑丘小 長尾山 武･衣小 明神戸 武･衣小 衣浦小学校
北長宗 緑丘小 中根一・二丁目 武･緑小 向田 衣浦小 道崎   1～ 42、 80～
九号地 武豊小 中根三～五丁目 武豊小 迎戸 武･衣小 長尾山   1～ 14、102～105
草口 衣浦小 中狭 武豊小 目堀 衣浦小 迎戸   武豊小学校通学区域以外
楠一丁目 衣･緑小 長峰 衣浦小 山起 衣浦小 明神戸 1～43、45 、46、 54～、＊１

楠二～五丁目 衣浦小 長宗一・二丁目 緑丘小 山ノ神 武豊小
口田 武豊小 中山一～三丁目 緑丘小 四畝 衣浦小 東大高字 衣浦小学校
熊野 衣浦小 梨子ノ木 緑丘小 竜宮 富貴小 　 塔ノ下   1～ 68、 76～
向陽一～五丁目 衣浦小 梨子ノ木一～三丁目 緑丘小 六貫山一～五丁目 衣浦小 　 酉首   1～ 17、 61～
五号地 武豊小 七号地 武豊小 若宮 武豊小 　 中池下  15～

　酉首

＊１明神戸のうち一部住宅地は、衣浦小（富貴中）又は、武豊小
（武豊中）「明神戸44、47～53」。原則、衣浦小（富貴中)。
「明神戸1～43、45、46、54～」

  1～ 65、 71～

 ＊１

 15～101、106～

富貴小学校
 69～ 75

大字東大高
　熊野後
　熊野西
　清水
　塔ノ下

武豊小学校

　中池下

武　豊　町　立　小　中　学　校　字　別　通　学　区　域　表

 18～ 60
  1～ 14

 武豊港線以北の区域

 53～ 63、 94～

　1、25～115、122～
 11～

13～85、87～107、127～222

武豊小学校
 43～ 79

衣浦小学校
 75～ 79

字　　　　名

　西長峰
　上記以外の東大高

大字冨貴
　全域


