豊川市立小・中学校通学区域一覧
平成２４年７月１日改正
学校名
豊川小学校
東部中学校

通学区域
豊川町
豊川町

伊呂通・波通・仁保通・辺通・知通
止通…（除）１番地から１６番地の１まで、１７番地の３から２０番地の３まで、
２２番地の３から２４番地の３まで、２５番地の３
利通（市道奴通利通線以南）
奴通（１２番地の１から１２番地の３まで、
１３番地の１から１３番地の３まで、
１５番地の２、１５番地の３、１６番地の２、１６番地の３、
１７番地の２から１７番地の５まで）

豊川仲町
豊川西町…（除）５１番地から５５番地まで、５７番地、
８０番地、８１番地
門前町
西本町
豊川栄町
豊川元町
旭町
幸町
馬場町…（除）松下（５７番地から６２番地まで、７９番地、１１１番地）
薬師（６１番地から６４番地まで、７９番地、
８９番地から９２番地まで）
古宿町
花井町
新宿町
若鳩町（市道中央通四丁目開運通二丁目線以西）
若宮町
北浦町
開運通
二見町
中央通一丁目・二丁目・三丁目（２５番地から４２番地まで）
駅前通二丁目
三丁目…（除）３１番地から５４番地まで
末広通一丁目（３１番地から３７番地まで）
二丁目…（除）２１番地から６４番地まで
桜ケ丘町…（除）７０番地から７９番地まで
中条町 河原堂
坂下（市道河原堂広口線以西）
緑町…（除）３２番地から５６番地まで
牧野町一丁目（１番地から６番地まで、８番地から１０番地まで、
１２番地から２０番地まで、３９番地から４７番地まで、５３番地、
５５番地から６５番地まで、７５番地から７９番地まで、
８７番地から９１番地まで）
住吉町一丁目（１番地から７番地まで、９番地、１０番地、
２５番地から４８番地まで、５０番地、５１番地、
５６番地から７８番地まで、８０番地から８３番地まで、
９４番地から１０６番地まで、１１９番地から１２２番地まで、
１２４番地、１２８番地）
二丁目（１番地）
東部小学校
東部中学校

三谷原町
牧野町…（除）１丁目

１番地から６番地まで、８番地から１０番地まで、
１２番地から２０番地まで、３９番地から４７番地まで、
５３番地、５５番地から６５番地まで、
７５番地から７９番地まで、８７番地から９１番地まで

土筒町
当古町
院之子町
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二葉町
向河原町
谷川町…（除）天王（１７１番地から１７４番地まで）
三上町
麻生田町
上野一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
本野ケ原四丁目（１１６番地から１２２番地まで）
馬場町 松下（５７番地から６２番地まで、７９番地、１１１番地）
薬師（６１番地から６４番地まで、７９番地、
８９番地から９２番地まで）
瀬木町 北裏（５５番地、６０番地、１０３番地）
東豊町五丁目…（除）３１番地、３２番地、３４番地、３６番地、３８番地、
４０番地、４１番地、４４番地
大橋町
東名町一丁目（１２８番地から１３８番地まで、１４９番地）
光陽町（市道東部区画５１号線以東）
天神町…（除）１番地、２番地、４番地、９番地、２３番地から２８番地まで、
３４番地から３７番地まで
住吉町一丁目…（除）１番地から７番地まで、９番地、１０番地、
２５番地から４８番地まで、５０番地、５１番地、
５６番地から７８番地まで、８０番地から８３番地まで、
９４番地から１０６番地まで、
１１９番地から１２２番地まで、
１２４番地、１２８番地
二丁目…（除）１番地
桜木小学校
東部中学校

桜木通
東桜木町
西桜木町
佐土町
美幸町
白雲町
曙町
小桜町
東新町
東光町
末広通二丁目（２１番地から６４番地まで）・三丁目・四丁目
緑町（３２番地から５６番地まで）
桜ケ丘町（７０番地から７９番地まで）
豊栄町（市道古宿樽井（その２）線以西）
稲荷通（市道古宿樽井（その２）線以西）
豊川西町（５１番地から５５番地まで、５７番地、８０番地、８１番地）
東曙町

三蔵子小学校
金屋中学校

三蔵子町
樽井町
六角町
大崎町
長草町
本野町
千両町 数谷原（４３番地、４４番地、４６番地の１から４６番地の８まで、
５７９番地の３から５８４番地まで、
６１１番地の１から６２１番地の１まで、
６６２番地の１から６７８番地の２まで、
６８５番地の１から７０４番地まで、
７４４番地の１から７８１番地の２まで、８１５番地、
８２６番地から８７６番地の３まで、
８７８番地から８８８番地まで、
８９１番地から９１６番地の２まで、９３２番地）
穂ノ原三丁目（市道穂ノ原南千両線以東）
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千両小学校
中部中学校

千両町…（除）数谷原（４３番地、４４番地、４６番地の１から４６番地の８まで、
５７９番地の３から５８４番地まで、
６１１番地の１から６２１番地の１まで、
６６２番地の１から６７８番地の２まで、
６８５番地の１から７０４番地まで、
７４４番地の１から７８１番地の２まで、８１５番地、
８２６番地から８７６番地の３まで、
８７８番地から８８８番地まで、
８９１番地から９１６番地の２まで、９３２番地）
南千両一丁目・二丁目

牛久保小学校
南部中学校

牛久保町…（除）天王下・水金剛
下長山町…（除）上アライ（１番地から７番地まで）
美和通二丁目（１１番地から１６番地まで）・三丁目
塔ノ木町二丁目（９７番地から１１６番地まで）
千歳通三丁目（１５番地から１９番地の２まで）・四丁目
牛久保駅通三丁目
南大通二丁目・三丁目
新桜町通一丁目（１番地から３番地まで）
光輝町
高見町一丁目・二丁目（１番地から６番地まで）
三丁目（市道弥生一丁目新桜町通一丁目線以東）・四丁目
寿通
西香ノ木町
西口町
弥生町
正岡町 沖田
西深田（３４９番地から３６１番地まで）
流田（４３７番地から５００番地まで）
胡麻田（７２６番地から７３３番地まで）
縄手越（１１５番地の１から１１５番地の３まで、
１１６番地から１１８番地まで、１１９番地の１、
１１９番地の２、１２４番地の４）

中部小学校
南部中学校

千歳通二丁目（市道中通線以西）
三丁目（市道中通線以西）
萩山町
中部町
下野川町
堺町
川花町
西塚町
四ツ谷町
光明町
佐奈川町
中野川町
明野町
松久町
山道町
新桜町通一丁目…（除）１番地から３番地まで
二丁目・三丁目
南大通四丁目・五丁目・六丁目
牛久保駅通四丁目・五丁目
高見町二丁目…（除）１番地から６番地まで
三丁目（市道弥生一丁目新桜町通一丁目線以西）・五丁目・六丁目
新道町一丁目（市道萩山二丁目新道一丁目線以南）・二丁目
諏訪一丁目
二丁目（３番地から３９７番地まで）
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八南小学校
中部中学校

野口町…（除）道下（市道代田八幡線以南）
市田町…（除）河尻（市道上宿樽井（その１）線以南）
財木・財木屋
新道下（市道代田八幡線以南）
穂ノ原三丁目（市道穂ノ原南千両線以西）
八幡町…（除）下六光寺・上六光寺・大宝山・寺前・西六光寺・黒仏・上宿・大池
鐘鋳場（１２番地の９）

平尾小学校
中部中学校

平尾町
財賀町

国府小学校
西部中学校

国府町…（除）山ノ入（１２０番地から１２７番地まで）
国府南一丁目・二丁目・三丁目
森一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目
為当町
久保町
白鳥町 上郷中・下郷中・防入・米田・五丁田・高田
白鳥二丁目・三丁目・四丁目・五丁目
六丁目…（除）１１番地から１５番地まで、３６番地から４６番地まで、
７０番地から７９番地まで、１０６番地から１２３番地まで
八幡町 下六光寺・上六光寺
大宝山…（除）１番地の１から９番地の１０まで、
１０番地の２から１０番地の６まで、１０番地の１０、
１０番地の１１、１０番地の１３から１０番地の１７まで、
１０番地の２５から１０番地の３１まで、
１０番地の７５から１０番地の１０３まで、
１０番地の１０７から１０番地の１１７まで、
１０番地の１２０、１０番地の１２３、
１０番地の１２５から１０番地の１３０まで、
１０番地の１３７から１０番地の１４３まで、
１０番地の１４９から１０番地の１５３まで、
１０番地の１５７、１０番地の１６３、
１０番地の１７１、１０番地の１７２、
１０番地の１８３から１０番地の１８６まで、
１０番地の１９４、１０番地の２０７、１０番地の２０８、
１０番地の２１０
寺前・西六光寺・黒仏・上宿・大池
新青馬町
新栄町

桜町小学校
代田中学校

白鳥町…（除）上郷中・下郷中・防入・米田・五丁田・高田・
割塚（１番地の２、１番地の３）
野口前（９番地の５、９番地の８、９番地の９、９番地の１１、
９番地の２８から９番地の１１４まで）
兎足（１番地の５、１番地の６、２７番地の４）
白鳥六丁目（１１番地から１５番地まで、３６番地から４６番地まで、
７０番地から７９番地まで、１０６番地から１２３番地まで）
白鳥七丁目
小田渕町
蔵子一丁目・二丁目・三丁目
五丁目（市道篠束野口（その３）線以西）
六丁目（市道篠束野口（その３）線以西）
七丁目（市道篠束野口（その３）線以西）
桜町一丁目・二丁目・三丁目

御油小学校
西部中学校

御油町
八幡町

大宝山（１番地の１から９番地の１０まで、
１０番地の２から１０番地の６まで、
１０番地の１０、１０番地の１１、
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１０番地の１３から１０番地の１７まで、
１０番地の２５から１０番地の３１まで、
１０番地の７５から１０番地の１０３まで、
１０番地の１０７から１０番地の１１７まで、
１０番地の１２０、１０番地の１２３、
１０番地の１２５から１０番地の１３０まで、
１０番地の１３７から１０番地の１４３まで、
１０番地の１４９から１０番地の１５３まで、１０番地の１５７、
１０番地の１６３、１０番地の１７１、１０番地の１７２、
１０番地の１８３から１０番地の１８６まで、１０番地の１９４、
１０番地の２０７、１０番地の２０８、１０番地の２１０
国府町のうち山ノ入（１２０番地から１２７番地まで）
天王小学校
南部中学校

中条町…（除）河原堂
坂下（市道河原堂広口線以西）
牛久保町 天王下・水金剛
下長山町 上アライ（１番地から７番地まで）
美和通一丁目
二丁目…（除）１１番地から１６番地まで
塔ノ木町一丁目
二丁目…（除）９７番地から１１６番地まで
千歳通二丁目（市道中通線以東）
三丁目（１番地から１４番地まで）
金塚町
松風町
駅前通四丁目
正岡町…（除）沖田
西深田（３４９番地から３６１番地まで）
流田（４３７番地から５００番地まで）
胡麻田（７２６番地から７３３番地まで）
縄手越（１１５番地の１から１１５番地の３まで、
１１６番地から１１８番地まで、
１１９番地の１、１１９番地の２、１２４番地の４）
行明町
柑子町
瀬木町…（除）北裏（５５番地、６０番地、１０３番地）
西嶋町

代田小学校
代田中学校

白鳥町

割塚（１番地の２、１番地の３）
野口前（９番地の５、９番地の８、９番地の９、９番地の１１、
９番地の２８から９番地の１１４まで）
兎足（１番地の５、１番地の６、２７番地の４）
野口町 道下（市道代田八幡線以南）
市田町 河尻（市道上宿樽井（その１）線以南）
財木・財木屋
新道下（市道代田八幡線以南）
諏訪三丁目・四丁目
諏訪西町一丁目・二丁目
穂ノ原二丁目
八幡町 鐘鋳場（１２番地の９）
新道町一丁目（市道萩山二丁目新道一丁目線以北）
代田町
蔵子四丁目
五丁目（市道篠束野口（その３）線以東）
六丁目（市道篠束野口（その３）線以東）
七丁目（市道篠束野口（その３）線以東）
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金屋小学校
金屋中学校

金屋町
金屋元町
金屋本町
金屋西町一丁目・二丁目・三丁目
中央通三丁目…（除）２５番地から４２番地まで
四丁目・五丁目
駅前通三丁目（３１番地から５４番地まで）
千歳通一丁目
末広通一丁目…（除）３１番地から３７番地まで
赤代町
穂ノ原一丁目
金屋橋町
諏訪二丁目…（除）３番地から３９７番地まで
若鳩町（市道中央通四丁目開運通二丁目線以東）

豊小学校
東部中学校

豊川町

留通・遠通
止通（１番地から１６番地の１まで、１７番地の３から２０番地の３まで、
２２番地の３から２４番地の３まで、２５番地の３）
利通（市道奴通利通線以北）
奴通…（除）１２番地の１から１２番地の３まで、
１３番地の１から１３番地の３まで、
１５番地の２、１５番地の３、１６番地の２、１６番地の３、
１７番地の２から１７番地の５まで
西豊町一丁目・二丁目・三丁目
東豊町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
五丁目（３１番地、３２番地、３４番地、３６番地、３８番地、４０番地、
４１番地、４４番地）
豊栄町（市道古宿樽井（その２）線以東）
稲荷通（市道古宿樽井（その２）線以東）
新豊町一丁目・二丁目
本野ケ原一丁目
二丁目
三丁目
四丁目…（除）１１６番地から１２２番地まで
五丁目
大堀町
豊が丘町
谷川町 天王（１７１番地から１７４番地まで）
東名町一丁目…（除）１２８番地から１３８番地まで、１４９番地
二丁目
光陽町（市道東部区画５１号線以西）
天神町（１番地、２番地、４番地、９番地、２３番地から２８番地まで、
３４番地から３７番地まで）

一宮東部小学校 東上町
一宮中学校
江島町
上長山町
一宮町 旭
宝川
大池（国道１５１号線以北）
一宮西部小学校 大木町
一宮中学校
篠田町
西原町
足山田町
一宮町…（除）旭
宝川
大池
上新切（県道豊橋一宮線以東）
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一宮南部小学校 松原町
一宮中学校
豊津町
橋尾町
金沢町
一宮町

萩小学校
音羽中学校

萩町

長沢小学校
音羽中学校

長沢町

赤坂小学校
音羽中学校

赤坂町
赤坂台

上新切（県道豊橋一宮線以東）
大池 （国道１５１号線以南）

御津北部小学校 御津町
御津中学校

広石・豊沢・金野

御津南部小学校 御津町
御津中学校

上佐脇・下佐脇・新田・御馬
西方・泙野・大草・赤根

小坂井東小学校 伊奈町
小坂井中学校

北山新田・古当・新町・新町畑
茶屋・野川
新屋（名古屋鉄道名古屋本線以東）
佐脇原（名古屋鉄道名古屋本線以東）
南山新田（名古屋鉄道名古屋本線以東）
小坂井町 大島・大堀・欠田・欠山
樫王・門迎・北浦・倉屋敷
才ノ木・笹見原・道地・中野
西浦・八幡田・宮下・宮脇
門並
大塚（名古屋鉄道名古屋本線以東）
平口（名古屋鉄道名古屋本線以東）
篠束町
宿町
平井町 広見島
穴瀬（名古屋鉄道名古屋本線以東）

小坂井西小学校 伊奈町
小坂井中学校

雨田・一ノ坪・市場・北村
葛原・慶応・汐田・正庵
神田・大明神・大門・鶴田
出口・中村・流田・並松
縫殿・八王子・原松・深田
平内・舞々辻・前山・松間
丸ノ内・宮坪・宮前・柳
柳堤
新屋（名古屋鉄道名古屋本線以西）
佐脇原（名古屋鉄道名古屋本線以西）
南山新田（名古屋鉄道名古屋本線以西）
小坂井町 野地
大塚（名古屋鉄道名古屋本線以西）
平口（名古屋鉄道名古屋本線以西）
平井町 安原・小野田・上藤井・倉狭間
堺畑・坂田後・坂田前・下藤井
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神明・丈方・西野地・東野地
藤ノ木・堀ノ内・水戸田・安松
山下・山ノ神・芳添・六反
穴瀬（名古屋鉄道名古屋本線以西）
美園一丁目・二丁目・三丁目

8

