明石市立小中学校 校区表（学校別）
小学校

中学校

区

2020 年 4 月 30 日改定

域

朝霧中学校

松が丘１～５丁目、松が丘北町、東山町、大蔵谷奥(1 番～4 番)、
朝霧北町(1104～1107,1109<1>,1122<6>,2811<3～19>,3777<8～11･16～23･34･58･59･62･64～76･86･190･
194･201･213･215～240･253～262･270～275･291～295>)

朝霧中学校

朝霧台、東朝霧丘、朝霧山手町、朝霧南町１～４丁目、朝霧東町１～３丁目、
朝霧町３丁目、大蔵谷奥(5 番～16 番)、中朝霧丘(5 番～12 番)、
朝霧北町(1101～1103,1108,1109<2･5～16>,1110～1121,1122<5･10･12～17･20>,1123～1136,
2810,2811<1･2>,3777<43･45～47･49･78～83･88･90･92～105･112･127～132･143～159･195～197･202～205･249～
252･263～265･267･269･281～285>)、北朝霧丘１丁目(1628,1629,1631～1642,3789)

大蔵中学校

朝霧町１・２丁目、北朝霧丘２丁目、西朝霧丘、荷山町、東野町、太寺大野町、
太寺天王町、太寺１～３丁目、東人丸町、北朝霧丘１丁目(1630,3774,3788)、
中朝霧丘(1 番～4 番)、太寺４丁目(1 番～3 番,4 番<1～10･51～61>,5 番～16 番)

大蔵中学校

人丸町、大蔵八幡町、大蔵町、大蔵中町、大蔵本町、大蔵天神町、天文町１・２丁目、
相生町１丁目、相生町２丁目(1 番<3～17>,2 番<2～21>,3 番～14 番)、中崎１・２丁目、
東仲ノ町(1 番<1～4>,2 番<7>)、大蔵海岸通１・２丁目

錦城中学校

山下町、上ノ丸１～３丁目、明石公園、鷹匠町、茶園場町、鍛冶屋町、桜町、
本町１丁目、太寺４丁目(4 番<11～50>)、相生町２丁目(1 番<1･2･18～26>,2 番<1･22～36>)、
東仲ノ町(1 番<5～15>,2 番<1～6･8～10>,3 番～14 番)、
大明石町１丁目(1 番,2 番,3 番<1～14>,4 番～6 番,7 番<1～10,33～35>,13 番<1･3～6･46>)、
大明石町２丁目(1 番)、本町２丁目(1 番<1～19･31～35>,2 番<4～6･26>,3 番～10 番)

大観小学校

衣川中学校

材木町、樽屋町、日富美町、大観町、港町、岬町、
本町２丁目(1 番<20～30>,2 番<1～3･7～25>)、
大明石町１丁目(3 番<15・16>,7 番<11～32>,8 番～12 番,13 番<2･7～45>)、
大明石町２丁目(2 番～8 番)

王子小学校

衣川中学校

西新町１～３丁目、北王子町、王子１・２丁目、大道町１・２丁目、硯町１丁目、
和坂稲荷町、南王子町(1 番～17 番,18 番<1>)

林小学校

衣川中学校

硯町２・３丁目、田町１・２丁目、新明町、船上町、立石１・２丁目、
林崎町１・２丁目、林１～３丁目、南王子町(18 番<2～8>)

野々池中学校

松の内１・２丁目、野々上１丁目(17<9～12>)、野々上２・３丁目、
西明石北町１～３丁目、明南町１・２丁目、
小久保１丁目(1～8,13<1～8>,14<1～5>,15,16)、
小久保３丁目(3～10,11<1･2･7>,12<1～4･7>,13<3～8>,14<6～12･17･18>)、旭が丘(13 番～21 番)、

野々池中学校

和坂１～３丁目、西明石町１～５丁目、野々上１丁目(1～16,17<1～8･13～15>,18～20)、
和坂(97,123,130,131,150,164～166,208,259,276)、
旭が丘(1 番～12 番)、西明石東町

松が丘小学校

朝霧小学校

人丸小学校

中崎小学校

明石小学校

鳥羽小学校

和坂小学校
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小学校

中学校

区

域

明南町３丁目、沢野１・２丁目、小久保１丁目(9～12,13<9～13>,14<6～12>,17)、
小久保３丁目(1,2,11<3～6>,12<5･6>,13<1･2>,14<1～5･13～16･19>,15～20)、小久保４～６丁目、
鳥羽(1420～1973)、
藤江(854<3･10･11>,889～927,940<2>,961～973,974<1>,976<1>,977<1･4>,978<1>)、
大久保町松陰新田(66<3>,95～100,122<3>,187～282,285～295,339～348,353～357,
359～365,367～374,744～752,754～782,784～796)、
大久保町森田(1～16,19～55,57～61,62<4～6>,63,64,66,69,72～80,82<3･4･7･8>,89,90,
沢池小学校

野々池中学校

123<22･24>,124,125)、
大久保町松陰(384,385<1･2･4･5>,421,422,490<3>,544,589,590,599,651,675,736<1～7>,754,
765～768,775～777,851<1～12>,854<3～6>,855<1･3･5～10>,856<1>,857<1～37･39～57>,858<1>,
859<1･3･4･6>,861<1･2>,862<1～7>,863<1･2･4>,864<1･3･5>,865<1･3>,866<2･3>,867<2>,
869<1･2･4･6～13>,870<1･5～11>,871<1>,872<1･3>,873<1～3>,874<1～4>,875<1～34>,876<2>
879<1～13･15～39>,880<1･3～36>,883<1～28>,884<1>,885<1～31>,887<1>,888<1～5>,889<1～11>,
891<1・3～12>,893<1～6>,894<1～14>,895<1～12>,896,898<1～3>,899<1～5>,900<1>,901<1>,902<1･2･5
～12>,1467～1615,1617～1643)、

大久保町松陰山手、大久保町大久保町(520<1>,523<1>)

藤江小学校

望海中学校

林崎町３丁目、松江、別所町、東藤江１・２丁目
藤が丘１丁目(1 番～6 番,7 番<1～5･21･22>,9 番<1～5･21･22>,10 番<1～5･20～22>,12 番<1･2･31>)、
藤が丘２丁目(1 番,2 番<1～6･18～20>,4 番,5 番<1～12･17～21>,6 番～19 番,20 番<1～14･20～26>,
21 番<1～10･21～26>,22 番<3～6>,32 番<1～21･32>)、
藤江(34～847,930～933,1034～1046,1047<1･3･6･7･9･12～31>，1048<1～4･6>,1049～1624,1626～
1973,1975～1978,2013,
2025～2027,2028<1･4～27･29～71･73～77･79～105･109～125>,2029,2031,2032<2>,2124)

花園小学校

望海中学校

川崎町、西明石南町１～３丁目、花園町、小久保２丁目、西明石西町１・２丁目、
小久保、和坂(11～14)、
藤江(854<2･4･6>,862～865,888,928,929,934～939,940<1>,941～960,974<2>,976<7>,977<3>,
978<2>,980～988,994～1030,1047<2>,1048<5>,2028<2･3･106～108>,2030,2032<1･3～6>)

貴崎小学校

望海中学校

宮の上、貴崎１～５丁目、南貴崎町
藤江(1982～1986,1991)、
大久保町森田(17,18,56,62<1～3･7>,65,67,68,70,71,81,82<1･2･5･6･9･10>,83～88,91～122,
123<1～21･23>,126～183)、
大久保町松陰(486<4>，756～764,769～774,778～850,853,957<2～31>,958～960,961<3～15･21
～40>,965<2>,967<2>,968<2>)、

大久保小学校

大久保中学校

大久保町駅前１丁目(1,2)、大久保町駅前２丁目(6<1～7･9～14>,7<3～7･10･11>,9<1～3･18>)、
大久保町大久保町(260,321<2･3>,342～519,521,522,524～847,848<枝番無>,849,850<28～31>,
851～867,868<2～24･26～32>,869,870,877<1･3･6>,878,879<2･3>,880～1002,1117<1･2>,1118,
1200～1226)、
大久保町大窪(206,211<2･3･8>,213,219,222,224,229～238,241～243,245,246,248,255,
566,572,577,589,598<1･4～16>)
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小学校

大久保小学校

中学校

大久保北中学校

区

域

大久保町松陰新田(1～65,66<1･2･4～7>,67～94,101～121,122<枝番無･1･2･4･5>,123～186,283,
284,296～338,349～352,358,366,375～743,753,783)、
大久保町松陰(1～236,239<2～7>,240～249,258,267～383,386～418,430,434,437,440,441,
442<1～3･5～10>,443<2･3>,444～455,456<1･3>,457<2･3>,458<2･3>,459,460<2～7>,461<2>,464<2>,
483,490<1･2>,491～543,545～588,591～598,600～650,652～674,676～735,737～753,755,
852,854<1･2>,855<2･4>,859<2･5>,860,863<3>,864<2･4>,865<2>,866<1>,867<1>,868,869<3>,
870<2～4>,872<2>,879<14>,880<2>,881,882,886,902<3･4>,903～956,961<1･16～20・41～46>,
962～964,965<1･3～7>,966,967<1>,968<1>,969～1466,1701～1915,2001～2008)、
大久保町駅前２丁目(6<8>,7<1･2･8･9>)、
大久保町大窪(251<3･8>,256～259,506～528,599～870,875,880～899,906～909,919～922,
924～1123,1249～1279,2205～2240,2271～2443,3200～3348)
大久保町福田、大久保町福田１～３丁目、大久保町わかば、
大久保町ゆりのき通１～３丁目、
藤江(1974<1～11･13･14～16>,1979～1981,1987～1990,1992～2012,2014～2024)、
大久保町大久保町(60,111,165,183～259,261～306,308,318～320,321<1･4>,323～340,
848<2・3>,850<4･5･11･14･17～23>,868<1･25>,871～876,877<2>,879<1>,1101～1113,1300～1379)、
大久保町駅前１丁目(3,5～11,13～18,19<4～23>,20<2･3>)、
大久保町駅前２丁目(1～5,8<1･2･25>,14<2･4～8>)、
大久保町大窪(161<2～8>,179<3>,189<2>,190,191<1･6･7･9･10>,192～205,207～210,211<1･4～7>,

大久保南小学校

大久保中学校

212<1･4～7･14～17>,214～218,220,221,223,225～228,239,240,244,247,249,250,251<4･9>,
252～254,529～565,567～571,573～576,578～588,590～597,598<2･3>)、
大久保町谷八木(1～12,15～17,19,23～32,34,36,39,45,47～57,67～99,104,105,
122～125,563～565,567,568,570,578～581,584～600,602<1･2>,603,604<1>,605<1>,607<1>,
608<1～42>,609<1･2>,610<2>,612<2>,614<1>,615<1>,617<1>,619<2>,621<1>,623<1･3>,624,
626<1･2>,627<2>,628<2>,629<1･4>,1191<30～38･40･44･54･55･64～71･136>)、
大久保町八木(721,730,739<8～12･14～24･26･28>,743<57～63>)、
大久保町江井島(1190<1>,1197～1203,1204<2>,1207,1209<2>,1219<5>,1312～1460,1470,
1473～1476,1479,1631～1672)

山手小学校

高丘東小学校

大久保北中学校

大久保町緑が丘、大久保町茜１～３丁目、
大久保町駅前２丁目(8<3～24>,9<4～17>,10～13)、魚住町金ケ崎(1,63<2>)、
大久保町大窪(8～160,161<1･9>,162～178,179<1･2･4>,180～188,189<1･3>,191<3>,211<9>,
212<2･3･8～13･18>,314～505,871～874,876～879,900～905,910～918,923,1124～1248,
1280～1625,1626<1>,1634<3～10>,1637,1638<2･3>,1640<2>,1649,1651,1652,1657<2～6>,
1658～1664,1666～1673,1674<1～3･6～20>,1675,1676,1677<1～4>,1678<2～17>,1679～1686,
1687<1～12>,1688<2･3>,1692<2～4>,1693～1695,1706,1707<2～4>,1708<4･5>,1710,1712～1811,
1812<1>,1813<3>,1815<1>,1817～1858,1861～2038,2039<4･5>,2040～2192,2193<4>,2195<1>,
2196<3>,2203<3>,2204,2241～2270,2454,2519～2545,2547,2553<8>,2604,3400～3453)、
大久保町西脇(51～56,57<1～3>,58～188,189<1>,190,191<1～4,6>,200～205,207,321<2～5>,
322～324,326,327,329,330,332～658,719～799)

高丘中学校

大久保町大窪(1708<3>,1709,1711,2039<枝番無･1～3･6>,2193<1>,2194, 2195<3･4>,
2196<4～10>,2197～2202,2203<1>,2444～2453,2455～2518,2548～2552,2553<1･2>,
2554～2574,2575<バイパス以南>,2603<1～5･365～367･374･388･435･438･547･548>,2745,3148～3155)、
大久保町高丘１～４丁目、大久保町高丘５丁目(1,2,4～21)
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小学校

高丘西小学校

中学校

高丘中学校

区

域

大久保町山手台１～４丁目、大久保町高丘５丁目(3)、大久保町高丘６・７丁目、
大久保町大窪(1687<13>,1688<1･4>,1689～1691,1692<1>,1696～1705,1707<1>,1812<3>,
1813<1>,1814,1815<3>,1816,2575<バイパス以北>,2576～2598,2602,2603<131～209･418～434･436･
437･439～546･549～590>,2609～2744,2746～3140)、
大久保町西脇(690～698,704<2>,705<2～8>,706～718,800～1187)
藤江(1625)、
藤が丘１丁目(7 番<6～20>,8 番,9 番<6～20>,10 番<6～19>,11 番,12 番<3～30>,13 番～40 番)、
藤が丘２丁目(2 番<7～17>,3 番,5 番<13～16>,20 番<15～19>,21 番<11～20>,22 番<1･2･7～26>,
23 番～31 番,32 番<22～31>,33 番～39 番)、

谷八木小学校

大久保中学校

大久保町谷八木(13,14,18,20～22,33,35,37,38,40～44,46,58～66,100～103,106～121,
126～562,566,569,571～577,582,583,601,606,607<枝番無>,611,616,622,625,628<1>,
629<2>,630～1190,1191<1･3･39･47～53･76･143～162･176～200>,1200～1483,1500～1676)、
大久保町八木(1～714,735,739<4･25>,740～742,743<5･32･33･37･43･45･46･153･158･161～168>,
744,750～768)

江井島小学校

魚住小学校

江井島中学校

魚住東中学校

大久保町西島、
大久保町江井島(1～1188,1190<5>,1194～1196,1204<3>,1205,1206,1208,1209<3>,
1210～1218,1219<1～4>,1220～1304,1462～1468,1480～1630,1673～1795)、
魚住町金ケ崎(2～62,71～151,419,427～631,813～817,819,823～1069)
魚住町金ケ崎(63<1>,64<4>,167～418,420～426,632～812,818,820～822,1070～1779)、
魚住町長坂寺(754～765,769<1>,770～802,819,820,981,990～1384)、
魚住町清水(1～13,17～27,28<1>,29,34<3>,35<2>,36<2>,48<5･6･12･27～30>,49～94,98～263,
279～300,417～634,3001～3016)、
魚住町西岡(370<9>,371～374,411,442～445,500,501,532～553,554<枝番無>,579～583,
2188,2190～2199,2212<6･14～18･21～36>,2213<5･7･9～19>,2214～2226,
2227<8～10･15～23･33～38･45･48･50～62>,2228～2230,2231<4･11･13～19>,2232<6～9>,2237<1>,
2238～2247,2248<枝番無>,2262～2275,2293<4>,2294～2307,2308<5･19～26>)

錦が丘小学校

魚住東中学校

魚住町錦が丘１～４丁目、魚住町鴨池、
魚住町長坂寺(1～413,440～539,545～555,566～670,673～753,766～768,769<2>,
816～818,821～833,989,1500～1552)、
魚住町清水(14～16,28<3･5>,30～33,34<6･7>,35<3>,36<3>,37～47,48<1～4･15～26・31～45>
95～97)、
魚住町西岡(367～369,370<1･5･11～14>,375～377,405～410,412～441,446～453,457,458)

清水小学校

錦浦小学校

魚住中学校

魚住町清水(264～278,301～416,635～1171,1178～2744,2748～2756,3017～3407)、
魚住町西岡(2030～2187,2189,2200～2211,2212<1･7～13>,2213<1>,2227<1>,2231<5～10>,
2232<枝番無･3>,2233～2236,2237<4～6>,2248<1>,2249～2256,2258～2261,2276,2277,
2461,2462,2466～2579)

魚住中学校

魚住町中尾、魚住町住吉１～４丁目、
魚住町西岡(1～292,317～327,332,474,475,478～482,502～505,517～528,554<1･9>,
555～569,571～578,584～1914,1915<4～8>,1916～1940,1941<6～30･45～74･80>,1944～2029,
2032,2257,2278～2292,2293<1>,2308<7～12･16～18>,2309～2460,2463～2465)
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小学校

二見小学校

二見北小学校

二見西小学校

中学校

区

域

二見中学校

魚住町西岡(1915<1･11･15～17･20>,1941<1･78>,1942,1943)、
二見町東二見(76～167,169<3>,173～176,177<1>,178<1>,211～248,415<5･7>,416,417<1～3･9>,
418～466,468～471,477,866<1･3･4>,874<1>,877<1･2･6･7>,880<1･4～6>,881～1046,1294<4>,
1295～2023)、
二見町西二見(617～620,629～636,637<3･7･8>,638,641<4>,643,644,649～795,796<2･3･9～13>,
797～1198,1200<1>,1205～1209,1224<1･11>,1234<3･6･8>,1235～1267,1270<3>,1271～1286,
1436,1437,2152,2153)、
二見町南二見

二見中学校

二見町福里、
二見町東二見(1～3,307<1･4>,311,313<1･5>,314～339,340<4･18～23>,341<1>,342<4>,547<8>,
548,549,552<3>,557<1･4>,558<1>,559,561<枝番無>,562～753,755<3>,1148,1149,2024,2025,
2028<55～92>)、
二見町西二見(1～43,44<4･5･7･10･11･17～20･22～26>,89,123～158,165,166,275<3～7>,
315<7～44･46･47･51～53･57～61･63～73>,1920～1922,1943,1945～1967,1969<2･4･6～15>,
1970～2150)

二見中学校

二見町東二見(4～75,168,169<1>,170～172,177<3>,178<3･5～11>,179～210,249～306,307<3>,
308～310,313<3>,340<2･7～17>,341<3･4>,342<1･5～13>,343～414,415<3>,417<5>,467,473～475,
482～545,547<1･2･5･6>,552<1>,553～556,557<枝番無･7～9>,558<3>,561<6>,755<1>,756～865,
866<2･6･8～10>,867～870,874<3>,877<3>,880<2･7･8>,1052,1059～1147,1150～1291,
2026,2027,2028<1～54･93～107>,2029,2030)、
二見町西二見(44<2･3･6>,79～86,207～274,275<2･8>,276～314,315<4･54･56>,317,318,
327～610,637<1>,641<3･11～35>,645～647,796<1･5･7･8>,1200<2･5>,1201,1224<2･6･12>,
1225～1233,1234<1･7･11～13>,1268,1269,1270<1>,1287～1327,1415～1419,1443～1919,
1937～1941)、
二見町西二見駅前１～４丁目
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