
学校名から見る「通学区域一覧」 

 1 小学校                                 

学 校 名 通 学 区 域 

進修小学校 

宇治館町 宇治今在家町 宇治中之切町 宇治浦田町 宇治浦田１丁目 宇治浦田２丁

目 宇治浦田３丁目 中村町桜が丘の一部（修道小学校の通学区域を除く。） 勢田町の

一部（修道小学校及び明倫小学校の通学区域を除く。） 中村町の一部（修道小学校及び

四郷小学校の通学区域を除く。） 

修道小学校 

桜木町 中之町 中村町桜が丘（進修小学校の通学区域を除く。） 古市町 久世戸町 

倭町 勢田町の一部（進修小学校及び明倫小学校の通学区域を除く。） 中村町の一部（進

修小学校及び四郷小学校の通学区域を除く。） 楠部町の一部（有緝小学校及び四郷小学

校の通学区域並びに調整区域を除く。） 

有緝小学校 

河崎１丁目 河崎２丁目 河崎３丁目 船江１丁目 船江２丁目 船江３丁目 船江４

丁目 神久１丁目 神久２丁目 神久３丁目 神久４丁目 神久５丁目 神久６丁目 

楠部町の一部（修道小学校及び四郷小学校の通学区域並びに調整区域を除く。） 

早修小学校 
宮町１丁目 宮町２丁目 常磐町 常磐１丁目（調整区域を除く。） 常磐２丁目 常磐

３丁目 浦口町 浦口３丁目 

中島小学校 
二俣町 二俣１丁目 二俣２丁目 二俣３丁目 二俣４丁目 辻久留町 辻久留１丁目

 辻久留２丁目 辻久留３丁目 中島１丁目 中島２丁目 宮川１丁目 宮川２丁目 

明倫小学校 

尾上町 岡本町 岡本１丁目 岡本２丁目 岡本３丁目 岩渕町 岩渕１丁目 岩渕２

丁目 岩渕３丁目 吹上１丁目 吹上２丁目（調整区域を除く。） 豊川町 勢田町の一

部（進修小学校及び修道小学校の通学区域を除く。） 藤里町の一部（宮山小学校の通学

区域及び調整区域を除く。） 

厚生小学校 

本町 宮後１丁目 宮後２丁目 宮後３丁目 一之木１丁目 一之木２丁目 一之木３

丁目 一之木４丁目 一之木５丁目 一志町 八日市場町（調整区域を除く。） 大世古

１丁目 大世古２丁目 大世古３丁目 大世古４丁目 曽祢１丁目 曽祢２丁目 

浜郷小学校 黒瀬町 通町（調整区域を除く。） 一色町 田尻町 

佐八小学校 大倉町 佐八町 津村町（上野小学校の通学区域を除く。） 

宮山小学校 藤里町（明倫小学校の通学区域及び調整区域を除く。） 旭町 前山町 

豊浜東小学校 
東豊浜町 樫原町 西豊浜町の一部（豊浜西小学校の通学区域を除く。） 御薗町上條の

一部（御薗小学校の通学区域を除く。） 

豊浜西小学校 
西豊浜町（豊浜東小学校の通学区域を除く。） 植山町 磯町（御薗小学校の通学区域を

除く。） 

北浜小学校 
有滝町 村松町（東大淀小学校の通学区域を除く。） 東大淀町の一部（東大淀小学校の

通学区域を除く。） 

東大淀小学校 
東大淀町（北浜小学校の通学区域を除く。） 柏町 村松町の一部（北浜小学校の通学区

域を除く。） 

城田小学校 上地町 粟野町 中須町 川端町 

四郷小学校 

中村町（進修小学校及び修道小学校の通学区域を除く。） 楠部町（修道小学校及び有緝

小学校の通学区域並びに調整区域を除く。） 一宇田町 朝熊町 鹿海町（調整区域を除

く。） 



学 校 名 通 学 区 域 

上野小学校 
上野町 円座町 神薗町 横輪町 矢持町 津村町の一部（佐八小学校の通学区域を除

く。） 

小俣小学校 
小俣町元町 宮前（調整区域を除く。） 本町 相合の一部（明野小学校の通学区域を除

く。） 

明野小学校 小俣町明野 湯田 新村 相合の一部（小俣小学校の通学区域を除く。） 

御薗小学校 
御薗町全域（豊浜東小学校の通学区域を除く。） 磯町の一部（豊浜西小学校の通学区域

を除く。） 

二見浦小学校 二見町松下 江 茶屋 三津 山田原 溝口 荘 西 今一色 光の街 

みなと小学校 神社港 竹ヶ鼻町 小木町 馬瀬町 下野町 大湊町 

調整

区域 

修道小学校、 

有緝小学校又は

浜郷小学校 

神田久志本町 

修道小学校又は

四郷小学校 
楠部町の一部（修道小学校、有緝小学校及び四郷小学校の通学区域を除く。） 

早修小学校又は

厚生小学校 
八日市場町の一部（厚生小学校の通学区域を除く。） 

早修小学校又は

中島小学校 

浦口１丁目 浦口２丁目 浦口４丁目 常磐１丁目の一部（早修小学校の通学区域を除

く。） 

浜郷小学校又は

四郷小学校 

通町の一部（浜郷小学校の通学区域を除く。） 鹿海町の一部（四郷小学校の通学区域を

除く。） 

宮山小学校又は

明倫小学校 
藤里町の一部（宮山小学校及び明倫小学校の通学区域を除く。） 

明倫小学校又は

有緝小学校 
吹上２丁目の一部（明倫小学校の通学区域を除く。） 

東大淀小学校又

は明野小学校 
野村町 

小俣小学校又は

城田小学校 
小俣町宮前の一部（小俣小学校の通学区域を除く。） 

備考 

 １ この表において「中村町桜が丘」とは、中村町字桜が丘をいう。 

 ２ この表において「中村町」とは、中村町のうち字桜が丘を除いた部分をいう。 

 

 

 

 

 

 

 



学校名から見る「通学区域一覧」 

２ 中学校                                

学 校 名 通 学 区 域 

倉田山中学校 

尾上町 岡本町 岡本１丁目 岡本２丁目 岡本３丁目 岩渕町 岩渕１丁目 

岩渕２丁目 岩渕３丁目 吹上１丁目 吹上２丁目 河崎２丁目 河崎３丁目 

豊川町 神久１丁目 神久２丁目 神久３丁目 神久４丁目 神久５丁目 神久

６丁目 勢田町の一部（進修小学校及び修道小学校の通学区域並びに調整区域を除

く。） 藤里町の一部（宮山小学校の通学区域及び調整区域を除く。） 楠部町の一

部（修道小学校、四郷小学校の通学区域及び調整区域を除く。） 

五十鈴中学校 

宇治館町 宇治今在家町 宇治中之切町 宇治浦田町 宇治浦田１丁目 宇治浦

田２丁目 宇治浦田３丁目 桜木町 中之町 中村町桜が丘 古市町 久世戸町

 勢田町の一部（明倫小学校の通学区域及び調整区域を除く。） 中村町 楠部町

の一部（有緝小学校の通学区域及び調整区域を除く。） 一宇田町 朝熊町 鹿海

町（調整区域を除く。） 

厚生中学校 

本町 宮後１丁目 宮後２丁目 宮後３丁目 一之木１丁目 一之木２丁目 一

之木３丁目 一之木４丁目 一之木５丁目 一志町 八日市場町（調整区域を除

く。） 大世古１丁目 大世古２丁目 大世古３丁目 大世古４丁目 曽祢１丁目

 曽祢２丁目 藤里町（明倫小学校の通学区域及び調整区域を除く。） 旭町  

港中学校 
神社港 竹ヶ鼻町 小木町 馬瀬町 下野町 大湊町 黒瀬町（調整区域を除く。）

 通町（調整区域を除く。） 一色町 田尻町 

城田中学校 上地町 粟野町 中須町 川端町 

二見中学校 二見町全域 

小俣中学校 
小俣町相合 小俣町新村 小俣町湯田 小俣町元町 小俣町本町 小俣町宮前(調

整区域除く) 

御薗中学校 
御薗町全域（豊浜東小学校の通学区域を除く。） 磯町の一部（豊浜西小学校の通

学区域を除く。） 

伊勢宮川中学校 

宮町１丁目 宮町２丁目 常磐町 常磐１丁目 常磐２丁目 常磐３丁目 浦口

町 浦口１丁目 浦口２丁目 浦口３丁目 浦口４丁目 二俣町 二俣１丁目 

二俣２丁目 二俣３丁目 二俣４丁目 辻久留町 辻久留１丁目 辻久留２丁目

辻久留３丁目 中島１丁目 中島２丁目 宮川１丁目 宮川２丁目 大倉町 佐

八町 津村町 上野町 円座町 神薗町 横輪町 矢持町 

桜浜中学校 
西豊浜町 植山町 磯町 東豊浜町 樫原町 有滝町 村松町 東大淀町 柏町

 御薗町上條の一部（御薗小学校の通学区域を除く。）  



学 校 名 通 学 区 域 

調整

区域 

倉田山中学校又

は五十鈴中学校 
倭町 勢田町の一部 楠部町の一部 

倉田山中学校、

五十鈴中学校又

は港中学校 

神田久志本町 通町の一部（浜郷小学校の通学区域を除く。） 鹿海町の一部（四

郷小学校の通学区域を除く。） 

倉田山中学校又

は厚生中学校 

河崎１丁目 船江１丁目 船江２丁目 船江３丁目 船江４丁目 

藤里町の一部（倉田山中学校及び厚生中学校の通学区域を除く。） 

倉田山中学校又

は港中学校 
黒瀬町の一部（港中学校の通学区域を除く。） 

厚生中学校又は

伊勢宮川中学校 

八日市場町の一部（厚生中学校の通学区域を除く。） 

前山町 

小俣中学校又は

城田中学校 
小俣町宮前の一部（小俣中学校の通学区域を除く。） 

小俣中学校又は

桜浜中学校 
野村町 小俣町明野 

備考 

 １ この表において「中村町桜が丘」とは、中村町字桜が丘をいう。 

 ２ この表において「中村町」とは、中村町のうち字桜が丘を除いた部分をいう。 

 

 


