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多治見市立小学校及び中学校の通学区域 
 

学校ごとに通学区域が定められていますので、下表によりお住まいの区域をお確かめください。 

 

◆小学校・・・ １～３頁 

◆中学校・・・ ４～６頁 
 

【小学校】 
 

学校名 通学区域 

養正小学校 山吹町１丁目～３丁目 東町１丁目～４丁目 

生田町１丁目～６丁目  

下沢町１丁目～４丁目（４丁目31を除く） 

坂上町１丁目～10丁目 美坂町１丁目～８丁目 

本町５丁目～８丁目 上町１丁目～４丁目 

新富町１丁目～２丁目 中町 

明治町１丁目～２丁目 小路町 

日ノ出町１丁目～２丁目 常盤町 

山下町 窯町 

奥川町 神楽町 

広小路４丁目 星ケ台１丁目～４丁目 

元町１丁目～４丁目 陶元町 

平野町１丁目～４丁目  

大畑町１丁目（312の５～312の82） 

大畑町４丁目２の７  

 

精華小学校 小田町１丁目～６丁目 緑ケ丘 

弁天町１丁目～４丁目 上山町１丁目～２丁目 

宮前町１丁目～２丁目 大正町１丁目～３丁目 

大日町 虎渓町１丁目～２丁目 

豊岡町１丁目～３丁目 本町２丁目１・56・70 

本町３丁目～４丁目 虎渓山町１丁目～６丁目 

虎渓山町７丁目（１～11を除く） 

上野町１丁目～５丁目 精華町 

十九田町１丁目～２丁目 住吉町１丁目～７丁目 

音羽町１丁目～５丁目（２丁目79の１、79の３、79の７、79の16を除く） 

若松町１丁目～４丁目 金岡町１丁目～５丁目 

長瀬町 光ケ丘１丁目～５丁目 

白山町１丁目～５丁目 西坂町１丁目～５丁目 

 

共栄小学校 虎渓山町７丁目１～11 東栄町１丁目～５丁目 

高田町１丁目～11丁目 

高田町東山、白粉、岩曽根、長湫、岩ケ峠、信濃柿 

小名田町１丁目～６丁目 

小名田町西山、西ケ洞（１を除く）、草ノ頭、可児郷、東谷、悪洞、野田

内、別山、岩ケ根、大石原、絵図ケ峯 
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東山１丁目～３丁目 

 

昭和小学校 新町１丁目～２丁目 金山町 

末広町 青木町 

広小路１丁目～３丁目 昭和町 

御幸町１丁目～３丁目 錦町１丁目～４丁目 

三笠町１丁目～４丁目 京町１丁目～６丁目 

大畑町１丁目～７丁目（１丁目312の５～312の82・４丁目２の７を除く） 

大畑町西仲根、大洞、赤松、平和町１丁目～８丁目 

本町１丁目～２丁目（２丁目１、56、70を除く） 

栄町１丁目～３丁目 田代町１丁目～３丁目 

前畑町１丁目～３丁目  

脇之島町１丁目～２丁目  

３丁目（６～８、13～15を除く） 

５丁目（７、21～26、31～40を除く） 

６丁目（22、23、27、29～71、90、91、93～117を除く） 

８丁目（１～３、５～８、11～14、17～20、51～55、58～61、74、

76～87、96、97、99、102～104、111、117～121、125を除く） 

音羽町２丁目79の１、79の３、79の７、79の16 

 

小泉小学校 幸町１丁目～８丁目 小泉町１丁目～８丁目 

大原町１丁目～11丁目 大沢町１丁目～２丁目 

美山町 平井町１丁目～６丁目 

赤坂町１丁目～９丁目 宝町１丁目～12丁目 

明和町１丁目（９を除く）  

明和町２丁目（71、72）  

昭栄町（83～88、90、98）  

 

池田小学校 太平町１丁目～６丁目 喜多町１丁目～10丁目 

池田町１丁目～10丁目 前畑町４丁目～５丁目 

月見町１丁目～３丁目 富士見町１丁目～５丁目 

廿原町 三の倉町 

諏訪町  

 

市之倉小学校 市之倉町１丁目～13丁目 

 

滝呂小学校 滝呂町１丁目～17丁目 

下沢町４丁目31 

 

南姫小学校 姫町１丁目～７丁目 大薮町 

大針町 北小木町 

 

根本小学校 高根町１丁目～４丁目 松坂町１丁目～５丁目 

北丘町１丁目～８丁目 昭栄町（83～88、90、98を除く） 

西山町１丁目～４丁目 根本町１丁目～12丁目 

明和町１丁目(９)  

明和町２丁目（71、72を除く）  
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明和町３丁目（26～33を除く）  

旭ケ丘１丁目～６丁目  

旭ケ丘７丁目（16の２～16の51、16の54～16の70を除く） 

旭ケ丘８丁目（29の１、29の３～29の355、30の２～30の13、31の19～31

の55を除く） 

旭ケ丘９丁目  

 

北栄小学校 旭ケ丘７丁目（16の２～16の51、16の54～16の70） 

旭ケ丘８丁目（29の１、29の３～29の355、30の２～30の13、31の19～31

の55） 

旭ケ丘10丁目 明和町３丁目（26～33） 

明和町４丁目～６丁目 小名田町７丁目 

小名田町西ケ洞(１)、小滝 

希望ケ丘１丁目～４丁目 

 

脇之島小学校 脇之島町３丁目（６～８、13～15） 

４丁目 

５丁目（７、21～26、31～40） 

６丁目（22、23、27、29～71、90、91、93～117） 

７丁目 

８丁目（１～３、５～８、11～14、17～20、51～55、58～61、74、

76～87、96、97、99、102～104、111、117～121、125） 

 

笠原小学校 笠原町 
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【中学校】 
 

陶都中学校 小田町１丁目～６丁目 上山町１丁目～２丁目 

緑ケ丘 弁天町１丁目～４丁目 

宮前町１丁目～２丁目 大正町１丁目～３丁目 

大日町 虎渓町１丁目～２丁目 

豊岡町１丁目～３丁目 本町２丁目１、56、70 

本町３丁目～４丁目 虎渓山町１丁目～７丁目 

上野町１丁目～５丁目 精華町 

十九田町１丁目～２丁目 白山町１丁目～５丁目 

音羽町１丁目～５丁目（２丁目79の1,79の３、79の７、79の16を除く） 

住吉町１丁目～７丁目 若松町１丁目～４丁目 

光ケ丘１丁目～５丁目 金岡町１丁目～５丁目 

長瀬町 東栄町１丁目～５丁目 

高田町１丁目～11丁目  

高田町東山、白粉、岩曽根、長湫、岩ケ峠、信濃柿、小名田町１丁目～６

丁目 

小名田町西山、西ケ洞（１を除く）、草ノ頭、可児郷、東谷、悪洞、野田

内、別山、岩ケ根、小滝（１、５を除く）、大石原、絵図ケ峯 

東山１丁目～３丁目  

西坂町１丁目～５丁目  

 

多治見中学校 山吹町１丁目～３丁目 東町１丁目～４丁目 

生田町１丁目～６丁目 下沢町１丁目～４丁目 

坂上町１丁目～10丁目 美坂町１丁目～８丁目 

上町１丁目～４丁目 新富町１丁目～２丁目 

中町 明治町１丁目～２丁目 

日ノ出町１丁目～２丁目 小路町 

常盤町 山下町 

奥川町 窯町 

神楽町 広小路４丁目 

陶元町 本町５丁目～８丁目 

星ケ台１丁目～４丁目 平野町１丁目～４丁目 

元町１丁目～４丁目 滝呂町１丁目～17丁目 

大畑町１丁目（312の５～312の82） 

大畑町４丁目２番地の７  

 

平和中学校 新町１丁目～２丁目 

金山町 昭和町 末広町 青木町 

広小路１丁目～３丁目 

御幸町１丁目～３丁目 

錦町１丁目～４丁目 

三笠町１丁目～４丁目 

太平町１丁目～２・４丁目 

平和町１丁目～８丁目 

本町１丁目～２丁目（２丁目１、56、70を除く） 

栄町１丁目～３丁目 



5/6 

田代町１丁目～３丁目 

前畑町１丁目～５丁目 

池田町１丁目～10丁目 

月見町１丁目～３丁目 

富士見町１丁目～５丁目 

廿原町 三の倉町 諏訪町 

脇之島町１丁目（19を除く） 

脇之島町２丁目（２～６を除く） 

脇之島町８丁目（１～３、５～８、11、14、17～20、29、30、43、51～55、

58～61、74、78～87、96、99、102、104、111、117～121、125を除く） 

京町１丁目～６丁目 

音羽町２丁目79の１、79の３、79の７、79の16 

 

小泉中学校 高根町１丁目 

高根町２丁目（４、５の２、５の３を除く） 

根本町１丁目～12丁目（９丁目25、26の２～26の41、12丁目１の２～１の

12、19、20、82を除く） 

北丘町１丁目～３丁目 

北丘町４丁目（17の11～17の153、17の155、17の158、17の161、17の162、

17の164～17の183を除く） 

北丘町６丁目（30の１、30の６～30の29を除く） 

西山町１丁目～３丁目 昭栄町 

大原町１丁目～11丁目 幸町１丁目～８丁目 

小泉町１丁目～８丁目 大沢町１丁目～２丁目 

美山町 平井町１丁目～６丁目 

赤坂町１丁目～９丁目 

明和町１丁目（９を除く） 明和町２丁目（71、72） 

宝町１丁目～12丁目 喜多町１丁目～10丁目 

太平町３・５・６丁目 

 

南ヶ丘中学校 大畑町１丁目～７丁目（１丁目312の５～312の82・４丁目２の７を除く） 

市之倉町１丁目～13丁目 

大畑町西仲根、大洞、赤松 

脇之島町１丁目（19のみ） 

脇之島町２丁目（２～６） 

脇之島町３丁目～７丁目 

脇之島町８丁目（１～３、５～８、11、14、17～20、29、30、43、51～55、

58～61、74、78～87、96、99、102、104、111、117～121、125） 

 

北陵中学校 高根町２丁目（４、５の２、５の３） 

高根町３丁目～４丁目 旭ケ丘１丁目～10丁目 

松坂町１丁目～５丁目  

明和町１丁目(９)  

明和町２丁目（71、72を除く）  

明和町３丁目～６丁目  

小名田町７丁目  

小名田町小滝（１、５）  
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小名田町西ケ洞(１)  

希望ケ丘１丁目～４丁目  

 

南姫中学校 姫町１丁目～７丁目 大針町 

大薮町 北小木町 

北丘町４丁目（17の11～17の153、17の155、17の158、17の161、17の162、

17の164～17の183） 

北丘町５丁目 

北丘町６丁目（30の１、30の６～30の29） 

北丘町７丁目～８丁目 西山町４丁目 

根本町９丁目（25、26の２～26の41） 

根本町12丁目（１の２～１の12、19、20、82） 

 

笠原中学校 笠原町 

 


