
 
白方小学校 

（０１） 

照沼小学校 

（０２） 

中丸小学校 

（０３） 

石神小学校 

（０４） 

舟石川小学校 

（０５） 

村松小学校 

（０６） 

村松  ２３１～２３３，２３４―１，

２３９―６，２４４，２４４―

５，２４５，２４５―１，２５

０―３，２５２，２５７，２５

９―２，２６２～３３７―１，

３４５―４，３４６―１，３４

６―４，３４６―５，３５０，

３５１―２，３５２―１，４０

７―１，４０９―２，４０９―

４，４０９―５，４１０，４１

６，４２２，４２３―３，４４

４，４４７―３，４４７―５，

４４７―８，４４７―１３，４

５３―１，４５７―１，４６０，

４７０，４７１，４７１―１，

４７５―４ ,１１２８ ,１１３０

―２ ,１１３３ ,１１３４―１ ,

１１３８―４ ,１１４０―３ ,１

１４０―４ ,１１４１―４ ,１１

４３―３ ,１１４５―３,１１５

１―５ ,１１５８ ,１１６０ ,１

１６０―１ ,１１６０―８ ,１１

６５―１～１２２０―５０８  

１～１３６ ,２６８６～２７３

２ ,２８７３～４８５５（中丸小

学校及び村松小の通学区域を除

く。）  

１７７６～２６８５,２７３３

～２８７２ ,４４７８―１ ,４４

７８―３ ,４４７９―１,４４７

９―２ ,４４８５―４ ,４４７８

―２ ,４４８５―３ ,４４９２―

３（村松小の通学区域を除く。） 

  １３７～２３０，２３５―１，

２３６―２，２３７，２３９，

２３９―５，２４１―１，２４

８，２５１―３，２６０，２６

１，３３９―４，３４０―３，

３４０―４，３４１―３，３４

３―１，３４３―６，３５２―

３，３５４―１，３５８―２，

３５８―３，３６１―２，３６

１―４，３６６～４０１―４，

４０９―１，４２４―５，４２

８―１，４２８―３，４２８―

５，４２８―６，４３２―３，

４３３―３，４３４―１，４３

４―８，４３４―１１，４３９

―２，４４１―４，４４９―１，

４５０―３，４５０―４，４５

２―２，４５４―３，４５９―

１，４６６，４６７，４７１―

３，４７１―７，４７２，４７

３―１，４７５―１，４７６―

１～１１２５―２ ,１１３５―

１ ,１１３９―５ ,１１４０―

５ ,１１４３―１ ,１１４４―

１ ,１１４５―１ ,１１４５―

２ ,１１５１―４ ,１１５２―

２ ,１１５２―４ ,１１５４―

１ ,１１５５―１ ,１１５９―

４ ,１１６０―５ ,１１６０―

９ ,１２２１―１～１７７５ ,１

９２０ ,１９２２―２ ,２０８

小学校名  

通学区域  



３ ,２０８３―２ ,２０８３―

６ ,２０８３―７ ,２０８５―

１ ,２０８６―３ ,２０９０―

１ ,２０９４―２ ,２０９６―

２ ,２０９７―３ ,２１０８ ,２

１１０ ,２１１６―１５,２１１

６―１６ ,２１１８―７,４４７

６ ,４４８０～４４８３,４４８

４―１ ,４４８７―１ ,４４８

８ ,４４８９―１ ,４４８９―

２ ,４４９０―１ ,４４９１―

１ ,４４９２―１ ,４４９３―

１ ,４４９４―１ ,４４９５―

１ ,４４９５―３ ,４４９５―

４ ,４４９５―５ ,４４９６～４

４９８ ,４４９９―１ ,４５００

―１  

白方  １～１７４７   １７４８ ,１７４９―１,１７４

９―２ ,１７４９―３ ,１７４９

―５ ,１７４９―６ ,１７４９―

９ ,１７５０ ,１７５１―１ ,１

７５１―３ ,１７５１―４ ,１７

５１―５ ,１７５１―６,１７５

２―１ ,１７５２―３ ,１７５２

―１４ ,１７５２―１５,１７５

２―１６～１７５２―１９ ,１

７５２―２１ ,１７５２―２２ ,

１７５２―２３～１７５２―２

５ ,１７５２―２８ ,１７５２―

４０ ,１７５２―４１ ,１７５２

―４２  

１７４９―４ ,１７４９―７ ,１

７４９―８ ,１７５１―２ ,１７

５１―７ ,１７５２―２,１７５

２―６～１７５２―１３ ,１７

５２―２０ ,１７５２―２６ ,１

７５２―２７ ,１７５２―２９

～１７５２―３９ 

 

豊岡  全域       



照沼   全域      

須和間   １０３４～１０４６,１０７５

～１０７７ 

照沼小の通学区域を除く全域     

船場    ５３４～５４５，５６８～５６

９，７４３―１，７４３―３，

７４３―６，７４３―７，７４

３―８，７４３―９，７４８～

７５３，７５７―３，７５７―

４，７５７―５，７５７―６，

７５７―１３，７５７―１４，

７５７―１５，７５７―１８，

７５７―１９，７５７―２０，

７６３～７８６ 

 １～５３３，５４６～５６７，

５７０～７４３―５，７４４～

７４７，７５４～７５７―２，

７５７―７～７５７―１２，７

５７―１６，７５７―１７，７

５８，７５９―２～７５９―１

５，７６０～７６２，７８７～

９１２  

 

石神外宿    舟石川小の通学区域を除く全域 ２４４８～２４９５―１ ,２４

９５―３ ,２４９７―１,２４９

７―３ ,２４９７―４ ,２４９７

―５ ,２５６０―１ ,２５６０―

５ ,２５６１～２５６９,２５７

０―３ ,２５７０―４ ,２５７

１ ,２５７３～２５７７―３ ,２

５７８ ,２５７８―２ ,２５７８

―３ ,２５７８―４ ,２５７９ ,

２５８３ ,２５８４ ,２５８６―

１ ,２５８６―３ ,２５８６―

４ ,２５８６―６ ,２５８７―

３ ,２５８７―４ ,２５８７―

９ ,２５８７―１０ ,２５８７―

１１ ,２６１１―１ ,２６１１―

４ ,２６１１―５ ,２６１１―

６ ,２６１２―２ ,２６１２―

４ ,２６１２―５ ,２６１２―

６ ,２６１３―１ ,２６１３―

 



４ ,２６１３―６ ,２６１３―

７ ,２６１４―１ ,２６１４―

４ ,２６１４―７ ,２６１４―

８ ,２６３９―１ ,２６３９―

４ ,２６３９―６ ,２６４０―

２ ,２６４０―６ 

石神内宿    舟石川小の通学区域を除く全域 ２４７７―２ ,２４７７―４ ,２

４７７―５ ,２４７８―１ ,２４

７８―３～２４７８―１４ ,２

４８０―１ ,２４８０―３～２

４８０―７ 

 

竹瓦     全域    

亀下  全域       

舟石川    ６９～７３，７３２―６，７３

３―４～７３４，７３７―２，

７３７―３，７３７―７，７３

７―９～７４５，７４６―６，

７４７―１１，７４７―１２，

７４７―１３，７５９，７５９

―４～７６０，７６０―３～８

００―１，８００―３，８００

―１２，８００―１３，８００

―２５，８００―２８～８０１

―２７，８０１―３１ 

（舟石川小学校及び村松小の通

学区域を除く。） 

 村松小学校及び中丸小の通学区

域を除く全域 

７８―１ ,７９―１ ,７９―５ ,

８０―１ ,８１―１ ,８１―２，

７６５―１５，８１６，８１６

―１，８１６―８，８１６―９，

８１６―１０，８１６―１３，

８１９―１，８１９―３，８１

９―５，８１９―１０，８２０

―１，８２０―２，８２０―４，

８２０―７，８２０―９～８３

３  

舟石川駅西一

丁目  

    全域   

舟石川駅西二

丁目  

    全域   

舟石川駅西三

丁目  

    全域   



舟石川駅西四

丁目  

    全域   

大山台一丁目     全域   

大山台二丁目     全域   

村松北一丁目 村松小の通学区域を除く全域      １～３  

村松北二丁目 全域       

豊白一丁目 村松小の通学区域を除く全域      １～３  

白方中央一丁

目  

全域       

白方中央二丁

目  

全域       

東海一丁目 １―２３ ,１―２６ ,１―３０ ,

１―３１ ,５～２０ 

   白方小の通学区域を除く全域   

東海二丁目 舟石川小の通学区域を除く全域    １～４   

東海三丁目    舟石川小の通学区域を除く全域 １～３   

舟石川駅東一

丁目  

  全域     

舟石川駅東二

丁目  

  １～７    中丸小の通学区域を除く全域  

舟石川駅東三

丁目  

  １～１４   中丸小の通学区域を除く全域  

舟石川駅東四

丁目  

  全域     

 


