
丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

あ 一・二・三丁目 春日 培遠

四丁目 坪生 東朋

赤坂町 赤坂，早戸 赤坂 済美

曙町 一・二・三・四・五・六丁目 曙 誠之

旭町 旭 東

上有地，下有地，柞磨 有磨 芦田

福田，向陽台 福相 芦田
福田2928番地1～2953
番地12に居住

戸手小
新市中央中

い 一・二・四・八丁目 伊勢丘 鳳

三丁目1番～9番，11番，12番9号～15番 伊勢丘 鳳

三丁目10番，12番1号～8号 緑丘 培遠
伊勢丘三丁目10番に居
住している場合

伊勢丘小
鳳中

五丁目1番～12番，13番14号・20号～33号 伊勢丘 鳳

五丁目13番5号・6号 春日 培遠
伊勢丘の自治会に属し
ている

伊勢丘小

六丁目1番～3番，4番7号，5番～31番 伊勢丘 鳳

六丁目4番8号～21号 春日 培遠
春日台町内会に属して
いる

伊勢丘小
鳳中

七丁目1番～35番，36番18号 伊勢丘 鳳

七丁目36番2号～7号・19号 幕山 鳳

一文字町 曙 誠之

今津町 遺芳丘 大成館

二・三・六・七丁目 遺芳丘 大成館

四丁目1番～8番4号・11-2号～27-3号，
9番4号～22号，10番～終番

遺芳丘 大成館

四丁目8番5号～11号，9番1号～2号・23号 松永 松永

五丁目1番～6番，8番～15番 遺芳丘 大成館

五丁目7番 松永 松永

今町 旭 東

入船町 一・二・三丁目 旭 東

う 内海町 想青 想青

町名
指定学校変更許可地域

青葉台

芦田町

伊勢丘

福山市立小学校，中学校及び義務教育学校通学区域（町別）

今津町
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

え 雨木・助元・服部永谷・服部本郷 駅家北 駅家
加茂町百谷寄に居住し
ている（通称高山付近）

加茂小
加茂中

今岡・大橋・上山守・下山守・向永谷 宜山 駅家南

江良・倉光 駅家 駅家南

中島1番地～714番地，745番地～762番地，
875番地～1069番地，1181番地～1190番地，
1193番地～終

駅家西 駅家

中島715番地～744番地，763番地～874番地，
1070番地～1180番地，1191番地～1192番地

駅家 駅家
中島東町内会に属して
いる

駅家南中

新山1番地～2番地，3番地1・2，3番地4～899番地，
1400番地～2999番地，3578番地2，3714番地

駅家北 駅家

新山3番地3，900番地～1399番地（刈山・小山田） 駅家西 駅家

坊寺1番地～385番地 駅家 駅家南

坊寺386番地～599番地（川内） 宜山 駅家南

法成寺 駅家北 駅家

万能倉1番地～25番地，144番地～244番地，391番
地～442番地，443番地(枝番無し)，443番地2，626
番地1・4，627番地1，628番地1，630番地～725番
地，726番地2・6，727番地5～21，728番地1・4～7，
1037番地～1039番地，1040番地1，1040番地3～
1052番地，1295番地，1297番地～1667番地

駅家北 駅家
万能倉1037～1052番地
でJR福塩線より南側に
居住している

駅家小
駅家南中

万能倉35番地～112番地，286番地～373番地，443
番地1，444番地～625番地，626番地2・5～9，627番
地2～9，628番地2，629番地，726番地1，727番地
1，728番地2，730番地～1036番地，1040番地2，
1053番地～1293番地，1296番地

駅家 駅家南

弥生ケ丘，近田 駅家西 駅家

胡町 東 中央

お 一丁目 旭 東

二丁目 深津 東

大谷台 一・二・三丁目 大谷台 東朋

一・二丁目 川口 城南

三・四丁目 多治米 城南

五丁目1番～29番 光 鷹取

五丁目30番 多治米 城南

六丁目 光 鷹取

卸町 新涯 誠之

王子町

沖野上町

駅家町
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

か 笠岡町 旭 東

神島町 西 城北

春日池 春日 培遠

1番1号～26号・28号～終号 春日 培遠

1番27号，2番～26番 伊勢丘 鳳

宇山 春日 培遠

吉田706番地～1060番地 日吉台 培遠

浦上11番地～342番地，359番地～2264番地，
2383番地1，2386番地～2736番地，7374番地，
7407番地，7415番地，7451番地，7551番地，
7554番地，7557番地，7558番地，7576番地

春日 培遠

浦上2804番地～2811番地 日吉台 培遠

一・二丁目 日吉台 培遠

三丁目1番～17番，
20番14号～36号・38-2号・38-3号・38-5号，
21番～32番

春日 培遠

三丁目18番～19番，20番1号～2号・38-4号 日吉台 培遠

四丁目 春日 培遠

五丁目1番～15番 緑丘 培遠

五丁目16番～23番 緑丘 城東

六丁目 緑丘 培遠

七丁目1番～2番，5番～9番 緑丘 培遠

七丁目3番～4番，10番～28番 春日 培遠

一丁目 南 城南

二・三・四丁目 霞 鷹取

金江町 金見・藁江 金江 精華

1番地～6335番地，6341番地～6346番地，
6364番地～6821番地，6823番地～6834番地，
6858番地～6891番地，6893番地～終

神村 大成館
松永の自治会に属して
いる（神村町旧8区 郷倉
町内会，判屋町内会）

松永小
松永中

6336番地～6340番地，6347番地～6363番地，
6822番地，6835番地～6857番地，6892番地

松永 松永

加茂町
北山・粟根・芦原・
中野・中野一丁目・中野二丁目・中野三丁目・
上加茂・八軒屋・下加茂・百谷

加茂 加茂

一丁目1番～7番，12番～16番 川口 城南

一丁目8番～11番，17番～22番 川口東 城南

二・三・四・五丁目 川口 城南
新涯町の自治会に属し
ている（三丁目・四丁目
の一部）

新涯小

春日台

春日町

春日町

霞町

川口町

神村町

小松町内会が
日吉台学区
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

川南 神辺 神辺西

川北1番地～1049番地 神辺 神辺西

川北1050番地～1133番地 湯田 神辺

川北1134番地～1647番地 神辺 神辺西

川北1648番地～1796番地 湯田 神辺

川北1797番地～終 神辺 神辺西

平野1番地～268番地 神辺 神辺西
名越町内会に属している
場合

御野小
神辺東中

古市町内会に属している
場合

神辺小
神辺西中

江草・辺木自治会に属し
ている場合

竹尋小

旭丘・上竹田・下竹田・八尋 竹尋 神辺東

上御領・下御領 御野 神辺東

新徳田 湯田 神辺西

徳田・箱田・湯野・新湯野 湯田 神辺

東中条・西中条・三谷 中条 神辺

道上 道上 神辺

新道上1番地1～7番地3 道上 神辺西

新道上10番地1～終 道上 神辺

十三軒屋 道上 神辺

十九軒屋・新十九 道上 神辺西

き 一・二・三・五丁目 樹徳 城北

四丁目1番～6番 樹徳 城北

四丁目7番～終番 久松台 城北

北美台 桜丘 中央

一丁目 樹徳 城北

二丁目1番1号～4号・30号～40号 樹徳 城北

二丁目1番11号～29号，2番～終番 桜丘 中央

三丁目1番～4番，6番～終 桜丘 中央

三丁目5番 久松台 城北

四・五丁目 桜丘 中央

北本庄

北吉津町

神辺町

神辺東平野269番地～1675番地，1737番地，1754番地 御野
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

一・四丁目 樹徳 城北

二丁目1番～6番，7番11号～28号，
8番1号～9号・24号～26号，9番

樹徳 城北

二丁目7番1号～10号・41号～終号，
8番10号～23号，10番～終番

久松台 城北

三丁目1番～4番，6番～7番，
8番14号～終号，9番

樹徳 城北

三丁目5番，8番5号・11号，10番～終番 久松台 城北

五丁目1番～12番，13番13号～34号，
14番～18番

樹徳 城北

五丁目13番1号～10号，19番～終番 久松台 城北

六丁目 久松台 城北

く 1番地～83番地，85番地～終 光 鷹取

一・二・三・四・五丁目 光 鷹取

熊野町 熊野 至誠

こ 鋼管町 大津野 大門

光南町 一･二・三丁目 南 城南

郷分町 泉 城西

向陽町 一・ニ丁目 久松台 城北

さ
2番地～87番地，138番地～150番地，
1240番地～3815番地，3953番地～4002番地，
7138番地，7139番地，7150番地

蔵王 城東

158番地6，159番地～162番地，165番地8，
3915番地～3916番地，4022番地，4094番地1，
7158番地6，7159番地～7161番地，7165番地8

日吉台 培遠

蔵王町 一・ニ・三・四・五・六丁目 蔵王 城東

桜馬場町 東 中央

佐波町 西 城北

三之丸町 西 城北

し 地吹町 霞 鷹取

清水ケ丘 千田 幸千

城興ケ丘 大津野 大門

昭和町 南 城南

城見町 一・ニ丁目 東 中央

木之庄町

蔵王町

草戸町
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

藤尾・金丸・常 常金丸
新市
中央

上安井・下安井
宮内1番地4～5番地2，5番地4～6番地3，
6番地5～8，6番地10～7番地，
7番地2・3，7番地8～8番地1，
8番地3～9番地2，9番地4～終

網引
新市
中央

宮内の一部で新市自
治会に属している場合

新市小

新市
相方無番地～190番地，247番地～終
戸手1番地～14番地，3426番地
宮内1番地1～3，5番地3，6番地4・9，7番地1・4～7，
8番地2，9番地3

新市
新市
中央

芦品台に居住している
場合

戸手小

相方191番地～246番地，
戸手15番地～3425番地，3427番地～終

戸手
新市
中央

新涯町 一・二・三・四・五・六丁目 新涯 誠之

新浜町 一・ニ丁目 曙 誠之

す 住吉町 南 城南

せ 山北・地頭分 瀬戸 済美
水越地区の自治会に属
している（2号線より北，
自動車学校近く）

津之郷小

長和1番地～288番地，290番地～終 瀬戸 済美

坂田北・坂田・千田・薮路 千田 幸千

一・二・三・四丁目 千田 幸千

た 大黒町 東 中央

旭 野々浜 大門

日之出丘・大門 大津野 大門

津之下 大津野 大門
大津野学区西組町内会
島松地域居住

旭丘小

野々浜2番地3，103番地～106番地，170番地～469
番地，489番地～1346番地，1381番地～1430番地，
3029番地～3056番地

大津野 大門

野々浜1357番地 野々浜 大門

一・二丁目 大津野 大門

三丁目1番～33番 大津野 大門

三丁目34番～50番 野々浜 大門

四丁目1番～18番 大津野 大門

四丁目19番～28番 野々浜 大門

五丁目1番～8番 大津野 大門 五丁目7番居住 野々浜小

五丁目9番～26番 野々浜 大門

六・七丁目 野々浜 大門

八丁目1番～9番，10番25号～56号 大津野 大門

八丁目10番14号，11番～16番 野々浜 大門

大門町

大門町

瀬戸町

千田町

新市町

旭の現シャープ工場は
大津野学区（民家なし）

大門の大谷台小の隣山は大

谷台学区（民家なし）
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

高西町 川尻・真田・南 遺芳丘 松永

高西町 一・二・三・四丁目 遺芳丘 松永

高美台 桜丘 中央

宝町 旭 東

一丁目1番～8番 川口東 城南

一丁目9番～31番 川口 城南

二丁目 川口 城南

三丁目1番～26番，36番5号～8号・27号～31号 川口 城南

三丁目27番～35番，36番11号～22号 多治米 城南

四・五・六丁目 多治米 城南

田尻町 高島 向丘
鞆町の自治会に属して
いる（鞆町との境）

鞆の浦
（前・後）

ち 長者町 西 城北

千代田町 一・二丁目 多治米 城南

つ 津之郷町 加屋・津之郷 津之郷 済美

坪生町 坪生 東朋

坪生町 一・二・三・四・五・六丁目 坪生 東朋

坪生町南 一・二・三丁目 坪生 東朋

て 一・二・三丁目 手城 東

四丁目1番1号～23号・34号～41号，
2番～4番，10番～25番

手城 東 丸実自治会に属している 一ツ橋中

四丁目1番25号，5番～9番，26番～34番 手城 一ツ橋

寺町 旭 東

と 道三町 霞 鷹取

一丁目1番～6番，
7番3号～30号・38号，8番～終番

坪生 東朋

一丁目7番35号 春日 培遠

二丁目 坪生 東朋

鞆町 鞆・後地 鞆の浦 鞆の浦

な 奈良津町 桜丘 中央

奈良津町 一・二・三丁目 桜丘 中央

多治米町

川口町西第二町内会に
属している(三丁目・四丁
目の一部）

東陽台

川口小

手城町

高西町居住 大成館中
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

に 一丁目2番，3番3号～8号・13号～19号 霞 鷹取

一丁目1番，3番1号～2号・20号～25号，4番～終番 西 城北

二丁目 西 城北

一丁目 新涯 誠之

二丁目1番～22番 多治米 誠之
西新涯町二丁目1番～
22番居住

城南中

二丁目23番～26番 新涯 誠之

西深津町 一・二・三・四・五・六・七丁目 西深津 中央

西町 一・二・三丁目 西 城北

ぬ 能登原，草深，常石，
下山南588番地～783番地，1014番地～終

想青 想青

上山南・中山南
下山南1番地～587番地，784番地～879番地，881
番地，883番地～1013番地

山南 至誠

の 能島 一・二・三丁目 春日 培遠
伊勢丘の自治会に属し
ている（一丁目・二丁目
の一部）

伊勢丘小

野上町 一・二・三丁目 霞 鷹取

延広町 南 城南

は 走島町 鞆の浦 鞆の浦

花園町 一・二丁目 南 城南

ひ 東川口町 一・二・三・四・五丁目 川口東 城南

東桜町 西 城北

一丁目1番～3番，24番～29番 手城 一ツ橋

一丁目5番～23番，30番～36番 長浜 一ツ橋

二丁目1番～4番，5番1号・35号～40号，
6番6号・35号～37号，7番1号～3号

手城 一ツ橋

二丁目5番8号～31号，6番11号～30号，
7番10号～31号，8番～18番

長浜 一ツ橋

三丁目1番～2番 手城 一ツ橋

三丁目3番～9番，10番7号～18号，11番～35番 長浜 一ツ橋

三丁目10番1号～4号 引野 一ツ橋

四丁目 長浜 一ツ橋

東深津町 一・二・三・四・五・六・七丁目 深津 東 三丁目居住 城東中

一丁目 旭 東

二・三丁目 東 中央

東明王台 明王台 城北

東村町 遺芳丘 大成館

東吉津町 西深津 中央

東町

東手城町

西桜町

西新涯町

沼隈町
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

4番地1，8番地，17番地，21番地，24番地～170番
地，181番地～200番地，201番地1，210番地～273
番地，282番地2～416番地，438番地～455番地，
456番地103，458番地～460番地，462番地，463番
地1～2，474番地，492番地～526番地，536番地，
542番地～619番地，691番地～785番地，787番地
～788番地，790番地～1029番地，1043番地，1046
番地～1137番地，3818番地～4043番地，4047番地
～4063番地，4076番地，4078番地，4080番地，4086
番地，7193番地，7195番地，7213番地，7214番地，
7236番地，7282番地2，7283番地，7284番地，7324
番地，7354番地，7536番地，7583番地

引野 一ツ橋
大津野学区西組町内会
島松地域居住

旭丘小
大門中

180番地，207番地，281番地～282（枝番除く）番地，
1032番地～1041番地，1182番地～1183番地，2493
番地，7207番地

緑丘 城東

481番地～484番地，651番地，666番地～667番地，
4098番地～4111番地，4113番地，4120番地～4129
番地，4133番地，4245番地～4388番地、4390番地
～4511番地，4513番地～4518番地，4530番地～
4541番地，4710番地～4737番地

旭丘 大門 旭丘小学区居住 引野小

625番地～641番地，644番地～649番地，653番地
～661番地，4046番地，4740番地～5810番地，7625
番地，7626番地，7635番地，7639番地，7640番地，
7644番地，7646番地，7649番地，7654番地，7657番
地，7659番地，7661番地

長浜 一ツ橋

一・二丁目 緑丘 城東

三・四・五丁目 引野 一ツ橋

一・二・三丁目 緑丘 城東

四丁目1番～14番，17番9号，
19番2号～4号・25号～32号，
20番～22番，23番1号～8号・10号～終号

緑丘 城東

四丁目15番～16番，17番1号～8号・10号～終号，
18番，19番6号～20号，23番9号

伊勢丘 鳳

五丁目1番～21番9号，22番 緑丘 城東

五丁目21番10号 伊勢丘 鳳

引野町東 引野 一ツ橋 引野町東居住
旭丘小
大門中

一丁目1番～5番，31番～33番 引野 一ツ橋

一丁目6番～30番 旭丘 大門

二・三丁目 旭丘 大門

一・二丁目 久松台 城北

三丁目1番～22番 久松台 城北

三丁目23番 樹徳 城北

日吉台 一・二・三丁目 日吉台 培遠

引野小旭丘小学校区居住

引野町

引野町

引野町北

久松台

引野町南

引野町三～五丁目の一部
（JR敷地内で線路より北側）
については緑丘学区（現在
民家はない）

二丁目2番の一部（大津野学区）
現在は，民家なし
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

ふ 藤江町 藤江 精華

伏見町 旭 東

船町 南 城南

古野上町 霞 鷹取

へ 平成台 旭丘 大門 旭丘小学区居住 引野小

ほ 本郷町 本郷 大成館

一・三・四丁目 樹徳 城北

二丁目 西 城北

本町 東 中央

ま 一丁目1番1号・35号～36号 伊勢丘 鳳

一丁目1番2号～34号，2番～13番，15番～27番 幕山 鳳

一丁目14番 坪生 東朋

二・三・四・六丁目 幕山 鳳

五丁目 大谷台 東朋

七丁目 幕山 東朋

八丁目1番～4番，5番1号～10号・20号～28号，
6番～15番，16番1号～10号・31号～53号，
17番～18番，22番～24番，25番28号～39号

幕山 東朋

八丁目5番17号～18号，16番17号～30号，
19番～21番，25番3号～27号・41号

坪生 東朋

松永町 松永 松永

一丁目1番地～9番地，21番地，24番地～40番地 松永 松永

一丁目10番地～20番地，22番地～23番地，
41番地～終

遺芳丘 大成館
松永小学校区の自治会
に属している場合

松永小
松永中

二・三・四・六・七丁目 松永 松永

五丁目1番～33番22号，34番～43番 松永 松永

五丁目33番23号～終号 柳津 松永

松浜町 一・二・三・四丁目 南 城南

一丁目 西 城北 一丁目居住
東小
中央中

二丁目1番，9番1号～7号・18号～22号，10番，
11番17号～28号，12番

西 城北

二丁目2番～8番，9番9号～17号，
11番1号・4号～13号

東 中央

二丁目13番～15番 樹徳 城北

本庄町中

幕山台

松永町

丸之内
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

み 御門町 一・二・三丁目 南 城南

緑町 南 城南

港町 一・二丁目 旭 東

1番地～31番地，33番地～45番地，159番地～162
番地

遺芳丘 大成館
松永小
松永中

47番地～158番地，164番地～171番地 遺芳丘 松永 松永小

一丁目1番～17番 蔵王 城東

二・三丁目 蔵王 城東

四丁目1番15号～32号，2番17号～24号，
3番17号～23号，4番8号～37号，5番～終番

蔵王 城東 四丁目居住
深津小
東中

四丁目1番5号～14号・34号～53号，
2番3号～7号・32号～48号，
3番5号～6号・35号～46号，
4番1号～7号・38号

深津 東

五丁目1番～7番，9番～16番 緑丘 城東

五丁目8番，17番～23番 蔵王 城東
南蔵王町五丁目17番38
号に居住 緑丘小

六丁目 緑丘 城東

一・二・三丁目 手城 東

四丁目1番～4番，8番～11番，16番～24番 手城 東 丸実自治会に属している 一ツ橋中

四丁目5番～7番，12番～15番，25番～26番 手城 一ツ橋

南本庄 一・二・三・四・五丁目 西 城北

南町 南 城南

南松永町 一・二・三・四丁目 松永 松永

箕沖町 箕島 誠之

箕島町 箕島 誠之

妙見団地居住 光小

宮迫自治会に属している
光小
鷹取中

洗谷自治会に属している
(福山市農協家庭菜園洗
谷菜園より北側に居住し
ている場合，ただし水呑
町178番地2から178番地
22を除く）

鷹取中

水呑向丘 水呑 向丘

御船町 一・二丁目 旭 東

宮前町 一・二丁目 神村 大成館

御幸町 上岩成・下岩成・森脇・中津原 御幸 幸千
横尾町内会に属している
（中津原浄水場付近）

千田小

明王台 一・二・三・四・五丁目 明王台 城北

明神町 一・二丁目 深津 東

南蔵王町

南手城町

水呑町 水呑

南今津町居住

向丘

南今津町

一丁目18番現在中国農試

圃場，蔵王学区と深津学区

に分かれるので注意
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丁　　番　　号 指　定 指　定

番　　地　　別
小学校
（前期）

中学校
（後期）

許可条件 変更許可学校

町名
指定学校変更許可地域

一・二・三・四丁目 東 中央

五丁目 西深津 中央

三吉町南 一・二丁目 旭 東

め 明治町 南 城南

も 元町 南 城南

紅葉町 霞 鷹取

や 1番地～2163番地，2243番地～終 柳津 松永

2164番地～2242番地 松永 松永

柳津町 一・二・三・四・五丁目 柳津 松永

747番地，933番地～1395番地，
1701番地～2711番地，3735番地～4116番地

山手 城西

1396番地～1690番地，2766番地～3590番地 泉 城西

一・二・五丁目 山手 城西

三丁目1番～13番，14番8号～11号 山手 城西
前奥町内会に属している
（福山市農協山郷支店
付近）

泉小

三丁目14番13号～22号 泉 城西

四丁目1番～17番，
18番1号～5号（枝番は除く），33-1号～41号，
19番，20番

山手 城西
前奥町内会に属している
（福山市農協山郷支店
付近）

泉小

四丁目18番5-6号～8号，16号，18号～29号
21番，22番

泉 城西

六・七丁目 泉 城西

山野町 矢川，山野 山野 山野

よ 横尾町 千田 幸千

横尾町 一・二丁目 千田 幸千

吉津町 東 中央

り 緑陽町 一・二丁目 千田 幸千

わ 若松町 東 中央

山手町

三吉町

柳津町

山手町
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