
行 町　　　名 番　　　　　　　　地 校　区 行 町　　　名 番　　　　　　　　地 校　区

4番29～47号 循誘 か 開成六丁目 開成
上記以外 勧興 川副町 川副

赤松町 赤松 木原一丁目
1番、2番1～16号、3番19～
39号

循誘 木原二丁目

4番1～19号、5番28～58号、
6番～7番

北川副 木原三丁目

上記以外 赤松 北川副町

伊勢町 日新
大字金立3435～3436番地、
3439番地、3462～3590番地

久保泉

1番1～15号、2番1～14号、
2番29～31号、3番1～13号、
4番1～13号、33～36号

循誘 上記以外 金立

1番24～28号、6番1～6号 赤松 久保泉町 久保泉
上記以外 北川副 久保田町 久保田
1番1～11号 勧興 神野西一丁目
上記以外 神野西二丁目

駅前中央二丁目 駅前中央二丁目 神野西三丁目
2番、3番 循誘 神野西四丁目
1番、12番14～24号、13番13
～19号、14番～16番

兵庫 神野東一丁目

上記以外 神野 神野東二丁目

駅南本町 勧興
12番22～37号、13番11～35
号、14番

若楠

5番25号～33号、6番22～60
号、７～8番

循誘 上記以外 神野

上記以外 勧興 12番40～45号、13番、14番 若楠
大財二丁目 循誘 上記以外 神野

1番12～23号、11番5～25号 勧興 紺屋町

上記以外

大字牛島69番地、71番地、
73番地、88番地～92番地、
93番地の3～13、94番地の8
～9、153番地、157～159番
地、162番地

大財四丁目 上記以外 巨勢

大財五丁目
2番1～12号、2番23～24号、
3番～5番、11番1～11号

勧興

大財六丁目 上記以外 循誘
2番 神野 栄町 神野
4番、5番 兵庫 道祖元町 日新
上記以外 循誘 材木一丁目

鬼丸町 赤松 材木二丁目
卸本町 鍋島 白山一丁目

神園一丁目 白山二丁目
神園二丁目 下田町

1番～15番 昭栄町
16番～18番 若楠 精町

神園四丁目 神野 新栄東一丁目
5番、6番、7番7～18号 開成 新栄東二丁目
上記以外 神野 新栄東三丁目
4番1～15号、5番～9番 開成 新栄東四丁目
上記以外 神野 新栄西一丁目
1番1～4号、42～49号 赤松 新栄西二丁目
上記以外 日新 新郷本町 北川副

4番、5番 新栄
上記以外 日新

上記以外 嘉瀬 1番1～5号、10番、11番 神野
開成一丁目 上記以外 若楠
開成二丁目 城内一丁目
開成三丁目 城内二丁目
開成四丁目 末広一丁目

開成五丁目
1番、2番1～10号、8番、13番
26～45号、14番1～20号、15
番
上記以外 西与賀
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せ 成章町 勧興 に 西与賀町 西与賀
た 田代一丁目 循誘 八幡小路 勧興

田代二丁目 八丁畷町 若楠
多布施一丁目 勧興 蓮池町 蓮池
多布施二丁目 1～5番、7番、8番 若楠
多布施三丁目 日新 上記以外 高木瀬
多布施四丁目 神野 日の出二丁目 若楠
高木瀬東一丁目 10番 兵庫 光一丁目

上記以外 光二丁目
高木瀬東二丁目 光三丁目
高木瀬東三丁目 兵庫北一～七丁目

高木瀬東四丁目 兵庫南一～四丁目

高木瀬東五丁目 兵庫町
高木瀬東六丁目 東佐賀町 循誘
高木瀬西一丁目 東与賀町 東与賀
高木瀬西二丁目 ふ 富士町 富士
高木瀬西三丁目 1番 若楠 堀川町 赤松

上記以外 本庄町 本庄
高木瀬西四丁目 松原一丁目
高木瀬西五丁目 松原二丁目
高木瀬西六丁目 1番 赤松
高木町 循誘 上記以外 循誘

高木瀬団地 若楠 1番、2番 赤松
高木瀬町 高木瀬 上記以外 循誘

ち 中央本町 水ヶ江一丁目
て 天神一丁目 水ヶ江二丁目

天神二丁目
1番28～53号、2番、3番21～
32号、4番1～6号、4番26～
41号、5番

神野 水ヶ江三丁目

上記以外 勧興 水ヶ江四丁目
天神三丁目 神野 6番28～40号 本庄
天祐一丁目 7番13～40号、8番～10番 北川副
天祐二丁目 上記以外
天祐団地 1番～4番

と 唐人一丁目 5番～12番 北川副
唐人二丁目 緑小路 新栄

な 鍋島一丁目 南佐賀一丁目
鍋島二丁目 南佐賀二丁目
鍋島三丁目 南佐賀三丁目
鍋島四丁目 三瀬町 三瀬
鍋島五丁目 も 諸富町 諸富
鍋島六丁目 八戸一丁目

中折町
8番1～6号、9番25～28号、
31～40号

新栄 八戸二丁目

上記以外 八戸溝一丁目
長瀬町 八戸溝二丁目
中の小路 勧興 八戸溝三丁目
中の館町 赤松 柳町 循誘
鍋島町大字
八戸溝

国道34号線以北 鍋島 大和町 大和

国道34号線以南 開成

18番地、25～27番地、29～
39番地、45～50番地、56～
65番地、70～76番地、130、
131番地、143～153番地、
1330番地、1331番地、1333
～1359番地、1364～1371番
地、1375、1376番地、4番13

日新

鍋島町大字森田 国道34号線以北 鍋島 上記以外 赤松
国道34号線以南 開成 ろ 六座町 日新

鍋島町大字蛎久 鍋島 若楠一丁目
鍋島町大字鍋島 若楠二丁目
鍋島町大字八戸 新栄 若楠三丁目

に 西魚町 日新 若宮一丁目
西田代一丁目 若宮二丁目
西田代二丁目 若宮三丁目
西与賀町 西与賀
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