○盛岡市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則
平成13年12月21日教育委員会規則第９号
改正
平成14年12月26日教育委員会規則第12号
平成17年３月４日教育委員会規則第１号
平成17年10月31日教育委員会規則第10号
平成17年12月27日教育委員会規則第11号
平成18年２月24日教育委員会規則第４号
平成18年３月31日教育委員会規則第６号
平成18年３月31日教育委員会規則第８号
平成18年11月22日教育委員会規則第13号
平成20年２月14日教育委員会規則第１号
平成22年２月22日教育委員会規則第２号
平成23年２月17日教育委員会規則第１号
平成24年１月20日教育委員会規則第１号
平成24年１月20日教育委員会規則第２号
平成25年１月29日教育委員会規則第１号
平成26年１月23日教育委員会規則第１号
平成27年11月25日教育委員会規則第５号
平成28年２月22日教育委員会規則第１号
平成29年１月31日教育委員会規則第１号
令和２年３月26日教育委員会規則第３号
令和４年１月31日教育委員会規則第２号
盛岡市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則
（趣旨）
第１条 この規則は，学校教育法施行令（昭和28年政令第340号。以下「政令」という。）第５条第
２項（政令第６条において準用する場合を含む。）の規定による学齢児童及び学齢生徒（以下「学
齢児童生徒」という。）の就学すべき盛岡市立小中学校（以下「学校」という。）の指定に関し
必要な事項を定めるものとする。
（学校の指定）
第２条 学齢児童生徒の就学すべき学校は，別表のとおりとする。
２

前項の規定にかかわらず，特別支援学級において教育を行うことが適当と認められる学齢児童
生徒の就学すべき学校は，教育長が指定する。
（指定の変更）
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第３条 前条第１項の規定にかかわらず，政令第８条の規定により教育委員会が特に必要と認める
場合は，保護者の申立てによりその指定した学校を変更することができる。
（補則）
第４条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育長が定める。
附 則
１

この規則は，公布の日から施行する。

２

教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教育委員会規則第２号）の一部を次のよ
うに改正する。
〔次のよう〕略
附 則（平成14年教委規則第12号）
この規則は，平成15年１月１日から施行する。
附 則（平成17年教委規則第１号）
この規則は，平成17年３月７日から施行する。
附 則（平成17年教委規則第10号）
この規則は，公布の日から施行する。
附 則（平成17年教委規則第11号）

１

この規則は，平成18年１月10日から施行する。

２

玉山村の編入の日前に旧玉山村立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則（昭和60
年玉山村数育委員会規則第１号）の規定に基づきなされた手続その他の行為は，改正後の盛岡市
学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附 則（平成18年教委規則第４号）
この規則は，平成18年２月27日から施行する。
附 則（平成18年教委規則第６号）
この規則は，平成18年４月１日から施行する。
附 則（平成18年教委規則第８号）
この規則は，平成18年４月１日から施行する。
附 則（平成18年教委規則第13号）
この規則は，平成18年12月１日から施行する。
附 則（平成20年教委規則第１号）
この規則は，平成20年２月14日から施行する。
附 則（平成22年教委規則第２号）
改正
平成24年１月20日教育委員会規則第２号

１

この規則は，平成24年４月１日から施行する。ただし，別表第１号の表盛岡市立外山小学校及
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び盛岡市立薮川小学校の項の改正規定は，平成22年４月１日から施行する。
２

改正後の盛岡市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則別表第１号の表本宮小学校，
飯岡小学校及び向中野小学校の項の規定は，平成24年度における第５学年以下の学齢児童につい
て適用し，同年度における第６学年の学齢児童については，なお従前の例による。
附 則（平成23年教委規則第１号）
この規則は，平成23年２月21日から施行する。
附 則（平成24年教委規則第１号）
この規則は，平成24年２月20日から施行する。
附 則（平成24年教委規則第２号）
この規則は，平成24年２月20日から施行する。ただし，附則の改正規定は，公布の日から施行す

る。
附 則（平成25年教委規則第１号）
この規則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，第１条の規定は，同年２月18日から施行
する。
附 則（平成26年教委規則第１号）
１

この規則は，平成26年４月１日から施行する。

２

改正後の盛岡市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則別表第２号の表仙北中学校
の項，大宮中学校の項及び飯岡中学校の項の規定は，平成25年度における第１学年及び第２学年
の学齢生徒については適用せず，なお従前の例による。
附 則（平成27年教委規則第５号）
この規則は，平成28年４月１日から施行する。
附 則（平成28年教委規則第１号）
この規則は，公布の日から施行する。
附 則（平成29年教委規則第１号）
この規則は，平成29年４月１日から施行する。
附 則（令和２年教委規則第３号）
この規則は，令和２年４月１日から施行する。
附 則（令和４年教委規則第２号）
この規則は，令和４年４月１日から施行する。

別表（第２条関係）
(１) 小学校
学齢児童の住所
内丸（９番から19番まで）

小学校名

中央通一丁目 本町通一丁目（１番及び６番か 仁王小学校
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ら17番まで） 本町通二丁目 本町通三丁目（１番及び５番から16番まで）
愛宕町（１番） 名須川町

北山一丁目 北山二丁目（１番から17番まで及

び19番から25番まで） 上田一丁目（１番から６番まで，７番の一部，８番
の一部及び10番の一部） 三ツ割一丁目 三ツ割二丁目 三ツ割三丁目（１
番から12番まで） 三ツ割五丁目（１番の一部） 三ツ割（字久保屋敷 字
金比羅前 字寺山） 上田（字北山） 新庄（字中津川）
本町通一丁目（２番から５番まで） 愛宕町（２番から６番まで，10番及び 城南小学校
11番） 中ノ橋通一丁目 中ノ橋通二丁目（１番から４番まで） 紺屋町 神
明町 志家町（１番から５番まで及び10番） 若園町 住吉町 上ノ橋町 天
神町 加賀野一丁目 加賀野二丁目 加賀野三丁目

加賀野四丁目 南大通

一丁目（１番から６番まで，９番から12番まで及び16番） 八幡町（１番か
ら５番まで） 松尾町（２番から12番まで及び17番） 東新庄二丁目（18番
から35番まで） 東桜山 つつじが丘 浅岸一丁目（６番の一部，７番の一
部，８番から11番まで，12番の一部，13番の一部，14番，15番の一部，16番
の一部及び17番の一部） 新庄（字瀬戸） 加賀野（字桜山 字才ノ神 字
狐洞 字下大久保 字杉山）
中央通二丁目 中央通三丁目 大通二丁目 大通三丁目 菜園二丁目 大沢 桜城小学校
川原一丁目（４番及び５番） 大沢川原二丁目 大沢川原三丁目 開運橋通
本町通三丁目（２番から４番まで及び17番から20番まで） 盛岡駅前通 盛
岡駅前北通 盛岡駅西通一丁目 盛岡駅西通二丁目
夕顔瀬町 北夕顔瀬町 前九年一丁目 前九年二丁目（１番から19番まで， 厨川小学校
22番及び23番） 前九年三丁目（１番から７番まで及び13番から15番まで）
安倍館町 新田町 城西町

境田町

仙北一丁目 仙北二丁目 仙北三丁目 東仙北一丁目 東仙北二丁目 南仙 仙北小学校
北一丁目 南仙北二丁目（１番から19番まで，20番の一部及び21番から27番
まで） 南仙北三丁目 西仙北一丁目（１番から30番まで，31番の一部，32
番の一部，38番，39番の一部，40番の一部及び41番） 西仙北二丁目 本宮
一丁目（１番から３番まで，７番，８番から10番まで，11番，12番の一部，
13番の一部，14番の一部及び20番の一部） 津志田西一丁目（４番の一部）
向中野（字中島 字新田）
内丸（１番から８番まで）

大通一丁目 菜園一丁目 大沢川原一丁目（１ 杜陵小学校

番から３番まで） 肴町 下ノ橋町 馬場町 清水町 南大通一丁目（７番，
８番及び13番から15番まで） 南大通二丁目（１番，５番，６番及び10番）
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愛宕町（７番から９番まで及び12番から23番まで）

山岸一丁目 山岸二丁 山岸小学校

目

紅葉が丘 三ツ割三丁

山岸三丁目 山岸四丁目 山岸五丁目 愛宕下

目（13番から23番まで） 岩清水 下米内一丁目 下米内二丁目 浅岸一丁
目（１番，２番から５番まで，６番の一部，７番の一部，12番の一部，13番
の一部，15番の一部，16番の一部，17番の一部及び18番から20番まで） 浅
岸二丁目 浅岸三丁目 三ツ割（字上岩清水 字下岩清水） 山岸（字合間
字銭神沢下） 下米内（字伊勢沢 字一本松 字馬場野 字大豆門 字佐倉
字寺並） 新庄（字貝田の一部 字銭掛 字小貝沢） 浅岸（字稲久保 字
向田 字堰根 字柿木平 字橋場 字二ツ森 字綱取 字貝田 字木々塚
字下大葛 字上大葛 字元信）
南大通二丁目（２番から４番まで及び７番から９番まで） 南大通三丁目 松 大慈寺小学校
尾町（１番，13番から16番まで，18番及び19番） 大慈寺町 鉈屋町 神子
田町 茶畑一丁目（１番から４番まで及び11番） 茶畑二丁目（１番から９
番まで，12番から19番まで，23番及び25番） 高崩
桜台一丁目 桜台二丁目 桜台三丁目 山岸（字外山岸 字大平の一部） 上 米内小学校
田（字小鳥沢の一部） 下米内（字大へぐり 字小至沢 字至沢） 上米内
（字白石 字小浜 字土室

字畑 字畑井野 字中居 字米内沢 字明通

字砂子沢 字岩沢 字庄ケ畑 字赤坂 字道ノ下 字松木平 字野頭 字大
誘

字中米内 字名乗沢 字名乗） 浅岸（字赤重

字鍋倉 字大志田 字

大志田川 字大志田頭） 薮川字末崎川 薮川字町村 薮川字川場 薮川字
日向 薮川字逆川 薮川字橋場 薮川字外山 薮川字亀橋 薮川字大の平
薮川字大志田川
長橋町 前潟一丁目 前潟二丁目 前潟三丁目 前潟四丁目 上厨川（字上 土淵小学校
ノ代 字大屋敷 字竹中 字横沼 字柳原 字横長根 字野子 字下川原
字小荒川 字川原 字下村

字幅 字前潟 字新田

字杉原） 平賀新田（字

古屋敷 字矢無 字金目 字高柳 字水道 字中居

字大谷地 字外田 字

平賀） 土淵（字北野 字山崎 字谷地上 字万徳 字荒屋敷 字谷地道 字
四ツ屋 字橋場 字碇田 字幅）
茶畑二丁目（10番，11番，20番から22番まで及び24番） 中野一丁目（１番，中野小学校
10番の一部及び11番から30番まで） 中野二丁目 東山一丁目 東山二丁目
川目町（１番から18番まで） 東安庭一丁目 東安庭二丁目 東安庭三丁目
門一丁目 門二丁目 新庄（字貝田の一部 字下八木田 字上八木田） 東
中野（字柳下 字見石 字五輪 字立石 字日蔭山
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字岩本 字片岡 字金

勢

字金勢前 字沢田） 東安庭（字八ケ森 字中ケ森 字妻ケ森 字松長

根

字舘 字小森 字檀ケ森 字蝶ケ森 字前田 字厚朴田 字五日 市川

原

字中道 字下川原 字中島） 門（字真立 字蝶ケ森 字唐 字須摩 字

角下 字堀郷 字田茂木 字赤沼 字沓打場 字川原道） 川目第７地割の
一部及び第14地割から第19地割まで 川目町（19番から23番まで） 砂子沢
第１地割から第13地割まで

根田茂第１地割から第８地割まで 簗川第１地

割から第７地割まで 川目第１地割から第６地割まで，第７地割の一部及び
第８地割から第13地割まで

手代森２地割及び３地割

西仙北一丁目（31番の一部，32番の一部，33番から37番まで，39番の一部及 本宮小学校
び40番の一部） 本宮一丁目（４番，５番，６番，12番の一部，13番の一部，
14番の一部，15番から19番まで，20番の一部及び21番から33番まで） 本宮
二丁目（１番から46番まで） 本宮三丁目 本宮四丁目 本宮五丁目（１番，
２番の一部，３番，４番，10番から16番まで） 本宮六丁目 本宮七丁目 向
中野三丁目 本宮（字石仏

字上越場 字水門 字大柳 字小林 字林崎

字大宮 字久保筋 字小幅

字鬼柳 字野古 字松幅 字小板小瀬 字蛇屋

敷

字平藤 字荒屋） 仙北町（字佐兵衛新田 字追分） 下鹿妻（字長持

字辻屋敷 字西田 字前田

字南田 字下通 字北）

前九年三丁目（16番から18番まで，26番及び27番） 青山一丁目 青山二丁 青山小学校
目

青山三丁目 上堂一丁目 上堂二丁目 上堂三丁目 上堂四丁目 西青

山一丁目 西青山二丁目（１番から21番まで）
厨川一丁目 厨川二丁目 厨川三丁目 厨川四丁目

厨川五丁目 みたけ二 北厨川小学校

丁目（10番から23番まで） みたけ四丁目（25番から40番まで） 下厨川（字
鍋屋敷 字四十四田 字赤平 字穴口）
長田町 材木町 梨木町 上田一丁目（７番の一部，８番の一部，９番，10 河北小学校
番の一部及び12番から23番まで） 上田三丁目（18番） 西下台町
北山二丁目（18番，26番及び27番） 上田一丁目（11番） 上田二丁目 上 上田小学校
田三丁目（１番から17番まで） 上田四丁目 館向町 高松一丁目 高松二
丁目 高松三丁目（１番から５番まで，７番，８番の一部，13番の一部，15
番の一部及び16番） 上田（字狐森）
中ノ橋通二丁目（５番から12番まで） 志家町（６番から９番まで及び11番 山王小学校
から15番まで） 八幡町（６番から13番まで） 茶畑一丁目（５番から10番
まで及び12番から20番まで） 中野一丁目（２番から９番まで及び10番の一
部） 新庄町 山王町 東中野町 小杉山 東新庄一丁目 東新庄二丁目（１
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番から17番まで） 新庄（字不動 字新田 字中鼻

字岩山） 東中野（字

水上 字里東顕寺）
高松四丁目 緑が丘二丁目

緑が丘三丁目（11番から37番まで） 緑が丘四 緑が丘小学校

丁目 黒石野一丁目 黒石野二丁目 黒石野三丁目

岩脇町 箱清水一丁目

箱清水二丁目 東黒石野一丁目 上田（字東黒石野の一部 字上堤頭）
上太田穴口 上太田上瀬 上太田中瀬 上太田碇 上太田田中留 上太田三 太田小学校
枚橋 上太田大堀 上太田樋ノ口 上太田赤前口 上太田沼舘 上太田若宮
上太田中屋敷 上太田細工

上太田上吉本 上太田小田屋敷 上太田犾森

上太田小細工 上太田十文字 上太田上犾森 上太田森合 上太田岡沼 上
太田四ツ家 上太田中関 上太田吉本 上太田上川原 猪去釈迦堂 猪去細
越

猪去上平 猪去上猪去

猪去田面野木 猪去早俄上 猪去三枚橋 猪去

堰合 猪去藤松 猪去的場

猪去大道 猪去畑中 猪去橋場 猪去大橋 猪

去一本木 猪去外久保 猪去米倉 上鹿妻横道 上鹿妻飯ノ森 上鹿妻二ツ
沢

上鹿妻蟹沢 上鹿妻朴

上鹿妻朴前 上鹿妻寺地 上鹿妻夜鷹 上鹿妻

竹花前 上鹿妻茂吉 上鹿妻田貝 上鹿妻五兵エ新田 上鹿妻與市新田 上
鹿妻中島 上鹿妻竹鼻 上鹿妻天沼 上鹿妻清水田

上鹿妻野中 上鹿妻切

付

上鹿妻小和田 上鹿妻山崎 上鹿妻稲荷前 上鹿妻稲荷場 繋（字堂ケ

沢

字尾入野 字尾入 字山根 字北ノ浦 字北久保 字下猿田 字上猿田

字下禰宜屋敷 字湯ノ尻 字西田表 字南ノ又 字萪内 字萪内川原 字除
キ

字上野 字萪内沢 字舘市 字塗沢 字湯ノ舘

字清水端 字猿田）

本宮五丁目（２番の一部，５番から９番まで） 上太田窪屋敷 上太田上ノ 太田東小学校
畑

上太田上村 上太田関端 上太田畑中 上太田弘法清水 上太田下法丁

上太田上ノ野 上太田金財

上太田痩野 上太田清水田 上太田田屋 上太

田下川戸 上太田上田中 上太田田中 上太田舘 上太田松ノ木 上太田上
野屋敷 上太田八千刈 上太田北田 上太田八ツ口

上太田川後 上太田半

在家 上太田細田 上太田神子塚 上太田川原 上太田下中屋敷 上太田下
川原 上太田蔵戸 上太田蔵戸前 中太田方八丁 中太田法丁 中太田吉原
中太田小沼 中太田深持 中太田官台 中太田屋敷田 中太田泉田 中太田
八掛 中太田北太田 中太田新田 下太田新堰端 下太田方八丁 下太田宮
田

下太田林崎 下太田杉田 下太田田端 下太田田中 下太田沢田 下太

田榊 下太田下川原 下太田新田
青山四丁目 月が丘一丁目

月が丘三丁目（28番から51番まで） みたけ一 城北小学校

丁目 みたけ二丁目（１番から９番まで） みたけ三丁目 みたけ四丁目（１
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番から24番まで） みたけ五丁目 みたけ六丁目
前九年二丁目（20番及び21番） 前九年三丁目（８番から12番まで及び19番 大新小学校
から25番まで） 天昌寺町

中屋敷町 南青山町 大新町 北天昌寺町 稲

荷町 大館町 中堤町
松園一丁目 松園二丁目 松園三丁目 東松園一丁目 東黒石野二丁目 東 松園小学校
黒石野三丁目 三ツ割（字鉢ノ皮の一部） 上田（字松屋敷の一部 字東黒
石野の一部 字岩脇）
月が丘二丁目 月が丘三丁目（１番から27番まで）

西青山二丁目（22番か 月が丘小学校

ら33番まで） 西青山三丁目
高松三丁目（６番，８番の一部，９番から12番まで，13番の一部，14番及び 高松小学校
15番の一部） 緑が丘一丁目 緑が丘三丁目（１番から10番まで） 東緑が
丘

山岸六丁目 上田堤一丁目 上田堤二丁目 三ツ割四丁目 三ツ割五丁

目（１番の一部及び２番から22番まで） 三ツ割（字鉢ノ皮の一部 字更ノ
沢

字大平 字櫃石 字清水頭 字下更ノ沢 字洞清水） 山岸（字大平の

一部 字洞清水下 字名乗

字庚申下） 上田（字下黒石野平 字黒岩 字

宇登坂長根 字狐崎稲荷 字堤頭 字稲荷窪） 下米内（字閉伊街道）
東松園二丁目 東松園三丁目 東松園四丁目 西松園一丁目 西松園二丁目 東松園小学校
西松園三丁目 西松園四丁目 上田（字小鳥沢の一部 字松屋敷の一部）
西見前15地割の一部，16地割の一部，17地割の一部及び18地割から22地割ま 見前小学校
で，三本柳８地割の一部，９地割から13地割まで，14地割の一部，15地割か
ら23地割まで，24地割の一部及び25地割 津志田12地割の一部及び13地割か
ら16地割まで 永井21地割の一部，22地割，23地割の一部，24地割の一部及
び25地割の一部
北飯岡一丁目 北飯岡二丁目 北飯岡三丁目（14番から20番まで） 北飯岡 飯岡小学校
四丁目 下飯岡１地割から19地割まで，20地割の一部及び21地割 上飯岡９
地割から23地割まで 飯岡新田１地割，３地割から６地割まで，７地割の一
部及び８地割から10地割まで 羽場１地割の一部
湯沢東一丁目 湯沢東二丁目 湯沢東三丁目 湯沢西一丁目 湯沢西二丁目 羽場小学校
湯沢西三丁目 湯沢南一丁目 湯沢南二丁目 流通センター北一丁目 上飯
岡１地割から８地割まで及び24地割 羽場１地割の一部，２地割から９地割
まで，10地割の一部及び11地割から20地割まで 湯沢１地割から19地割まで
永井１地割から20地割まで，21地割の一部，23地割の一部，24地割の一部， 永井小学校
25地割の一部及び26地割から31地割まで 下飯岡20地割の一部 羽場10地割
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の一部
黒川１地割から20地割まで，21地割の一部，22地割の一部及び23地割の一部 手代森小学校
手代森１地割及び４地割から30地割まで
南仙北二丁目（20番の一部） 津志田町一丁目 津志田町二丁目 津志田町 津志田小学校
三丁目 津志田西一丁目（１番から３番まで，４番の一部及び５番から25番
まで） 津志田西二丁目 津志田中央一丁目 津志田中央二丁目 津志田中
央三丁目 津志田南一丁目

津志田南二丁目 津志田南三丁目 三本柳１地

割から７地割まで，８地割の一部及び14地割の一部

津志田１地割から６地

割まで，９地割，11地割，12地割の一部，21地割，26地割及び27地割 飯岡
新田７地割の一部
東見前１地割から９地割まで 西見前１地割から14地割まで，15地割の一部，見前南小学校
16地割の一部及び17地割の一部 三本柳24地割の一部
乙部１地割から32地割まで

大ケ生１地割から32地割まで 黒川21地割の一 都南東小学校

部，22地割の一部及び23地割の一部
北松園一丁目 北松園二丁目 北松園三丁目 北松園四丁目 小鳥沢一丁目 北松園小学校
小鳥沢二丁目 上田（字松屋敷の一部）
日戸字新田 日戸字姥懐 日戸字森子 日戸字日影

日戸字間洞 日戸字古 玉山小学校

屋敷 日戸字七手役 日戸字中平 日戸字岩井沢 日戸字一本杉 日戸字道
合

日戸字栗木田 日戸字市の坪 日戸字人侍 日戸字鷹高 川又字柳平

川又字赤坂 川又字奴屋敷

川又字苗代端 川又字小沢 川又字道地 川又

字鉢森 川又字大日向 川又字新沢 川又字宮田 川又字中舘 川又字釘の
平

川又字宇登 上田字糠森 上田字小野松

芋田字昼久保の一部 芋田字上武道 芋田字武道の一部 芋田字下武道 渋 渋民小学校
民字狐沢 渋民字岩鼻 渋民字大前田 渋民字大森

渋民字長渡 渋民字岩

の沢 渋民字寺沢 渋民字田の沢 渋民字山屋 渋民字越戸 渋民字鶴飼
渋民字渋民 渋民字愛宕 渋民字小前田 渋民字駅

渋民字泉田 渋民字鶴

塚

門前寺字独活倉 門前

門前寺字笹平 門前寺字柏木平 門前寺字越戸

寺字門前寺 門前寺字中村

門前寺字舘 下田字古河川原の一部 下田字滝

の下 下田字上下田 下田字下田 下田字大百刈 下田字牛転 下田字石羽
根の一部 下田字頭無 下田字生出袋 下田字牡丹野 下田字船綱 下田字
陣場 下田字生出向 下田字柴沢 川崎字向川崎 川崎字上川崎 川崎字川
崎

川崎字外平 玉山字紙漉沢 玉山字大平の一部

玉山字中の又 玉山字

時舘 玉山字小田沢 玉山字鮹の沢 玉山字糠森 玉山字山谷 玉山字小森
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玉山字中里 玉山字川久保

玉山字国名沢 玉山字和田 玉山字祝の沢 玉

山字金谷沢 玉山字姥前 玉山字舘花 玉山字中坪

玉山字才の沢 玉山字

田畑 玉山字城内 玉山字舘 玉山字日影 玉山字一笠 玉山字石名田 玉
山字大二子 玉山字二子沢

玉山字坂下 玉山字宮前 玉山字高久保 玉山

字宇峠 玉山字白沢 玉山字立障子 玉山字畑井沢
松内字松内の一部 下田字古河川原の一部 下田字生出 下田字仲平 下田 生出小学校
字石羽根の一部
好摩字好摩沢の一部 好摩字簗袋 好摩字中塚の一部 玉山永井字永井沢

巻堀小学校

玉山永井字荒屋 玉山永井字百目木 玉山永井字鳥木沢の一部 玉山永井字
田端 玉山永井字中島 寺林字才津沢 寺林字平森

寺林字下も山 寺林字

境平 寺林字梨木平 寺林字下平 巻堀字上桑畑 巻堀字西郡 巻堀字幅下
巻堀字本宮 巻堀字巻堀 巻堀字新田 巻堀字中道

玉山馬場字川久保 玉

山馬場字葛巻 玉山馬場字太子堂 玉山馬場字田茂内 玉山馬場字高木 玉
山馬場字前田 玉山馬場字中島 玉山馬場字赤坂 玉山馬場字芦名沢 玉山
馬場字滝の沢 玉山馬場字馬場平 玉山馬場字状小屋 玉山馬場字川原 玉
山馬場字馬場 芋田字沢田

玉山字大平の一部

松内字舘 松内字和台 松内字新田 松内字簗場 松内字松内の一部 松内 好摩小学校
字石花 松内字在家 松内字古川 好摩字和台 好摩字新田 好摩字小袋
好摩字好摩沢の一部 好摩字中塚の一部 好摩字上山 好摩字野中 好摩字
夏間木 好摩字芋田向 玉山永井字鳥木沢の一部 芋田字芋田 芋田字上芋
田

芋田字下芋田 芋田字昼久保の一部 芋田字武道の一部 下田字古河川

原の一部
向中野一丁目 向中野二丁目 向中野四丁目 向中野五丁目 向中野六丁目 向中野小学校
向中野七丁目 北飯岡三丁目（１番から13番まで）

向中野（字石川町 字

才川 字細谷地 字道明 字東道明 字幅 字鶴子

字畑返 字地蔵田）

(２) 中学校
学齢生徒の住所

中学校名

内丸 中央通一丁目 中央通二丁目 中央通三丁目

大通一丁目 大通二丁 下橋中学校

目

大通三丁目 菜園一丁目 菜園二丁目 大沢川原一丁目 大沢川原二丁

目

大沢川原三丁目 開運橋通 本町通三丁目（１番から４番まで，５番の

一部，15番の一部及び16番から20番まで） 肴町 下ノ橋町 馬場町 清水
町

南大通一丁目（７番，８番及び13番から15番まで） 南大通二丁目（１

番，５番，６番及び10番）

南大通三丁目 盛岡駅前通 盛岡駅西通一丁目
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（１番から７番まで） 盛岡駅西通二丁目（１番から９番まで）
本町通一丁目 本町通二丁目 愛宕町 名須川町 北山一丁目（１番，２番，下小路中学校
６番及び７番） 北山二丁目（１番及び２番） 山岸一丁目 山岸二丁目 山
岸三丁目 山岸四丁目 山岸五丁目 山岸六丁目 愛宕下 紅葉が丘 三ツ
割一丁目 三ツ割二丁目（１番，２番，４番の一部，５番から10番まで，11
番の一部及び12番から16番まで） 三ツ割三丁目 三ツ割四丁目 三ツ割五
丁目 岩清水 下米内一丁目 下米内二丁目 中ノ橋通一丁目（１番から８
番まで） 紺屋町 神明町（１番及び２番） 若園町（１番から３番まで）
上ノ橋町（１番から４番まで及び８番） 天神町（３番から５番まで及び７
番） 加賀野一丁目 加賀野二丁目 加賀野三丁目（１番及び９番から12番
まで） 加賀野四丁目 浅岸一丁目（１番，２番から５番まで，６番の一部，
７番の一部，12番の一部，13番の一部，15番の一部，16番の一部，17番の一
部及び18番から20番まで）

浅岸二丁目 浅岸三丁目 三ツ割（字鉢ノ皮の

一部 字更ノ沢 字大平 字櫃石 字清水頭 字下更ノ沢 字洞清水 字上
岩清水 字下岩清水 字久保屋敷 字金比羅前 字寺山） 山岸（字大平の
一部 字洞清水下 字名乗

字庚申下 字合間 字銭神沢下） 下米内（字

伊勢沢 字一本松 字馬場野 字大豆門 字佐倉 字寺並 字閉伊街道）
新庄（字貝田の一部 字銭掛 字小貝沢） 浅岸（字稲久保 字向田 字堰
根

字柿木平 字橋場 字二ツ森 字綱取 字貝田

字木々塚 字下大葛

字上大葛 字元信）
前九年三丁目 安倍館町 青山一丁目 青山二丁目
目

青山三丁目 上堂一丁 厨川中学校

上堂二丁目 上堂三丁目 上堂四丁目 西青山一丁目 西青山二丁目

西青山三丁目 南青山町 大新町 中堤町
本町通三丁目（５番の一部，６番から14番まで及び15番の一部） 長田町 材 上田中学校
木町 梨木町 北山一丁目（３番から５番まで及び８番から17番まで） 北
山二丁目（３番から27番まで） 上田一丁目 上田二丁目 上田三丁目 上
田四丁目 西下台町 館向町 高松一丁目 高松二丁目 高松三丁目（１番
から５番まで，７番，８番の一部，13番の一部，15番の一部及び16番） 三
ツ割二丁目（３番，４番の一部及び11番の一部） 上田（字狐崎稲荷の一部
字堤頭 字稲荷窪の一部 字狐森 字北山） 新庄（字中津川）
南大通二丁目（２番から４番まで及び７番から９番まで） 松尾町（１番， 河南中学校
13番から16番まで，18番及び19番） 大慈寺町 鉈屋町 神子田町 茶畑一
丁目（１番から４番まで及び11番） 茶畑二丁目 中野一丁目（１番，10番
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の一部及び11番から30番まで） 中野二丁目 高崩
目

東山一丁目 東山二丁

川目町 東安庭一丁目

東安庭二丁目 東安庭三丁目 門一丁目 門二

丁目 新庄（字貝田の一部

字下八木田 字上八木田） 東中野（字柳下 字

見石 字五輪 字立石 字日蔭山 字岩本 字片岡
沢田） 東安庭（字八ケ森

字金勢 字金勢前 字

字中ケ森 字妻ケ森 字松長根 字舘 字小森

字檀ケ森 字蝶ケ森 字前田 字厚朴田 字五日市川原 字中道 字下川原
字中島） 門（字真立 字蝶ケ森 字唐 字須摩 字角下 字堀郷 字田茂
木

字赤沼 字沓打場 字川原道） 砂子沢第１地割から第13地割まで 根

田茂第１地割から第８地割まで 簗川第１地割から第７地割まで 川目第１
地割から第19地割まで 手代森２地割及び３地割
仙北一丁目 仙北二丁目 仙北三丁目 東仙北一丁目 東仙北二丁目 南仙 仙北中学校
北一丁目 南仙北二丁目（１番から19番まで，20番の一部及び21番から27番
まで） 南仙北三丁目 西仙北一丁目（１番から30番まで，31番の一部，32
番の一部，38番，39番の一部，40番の一部及び41番） 西仙北二丁目 本宮
一丁目（１番から３番まで，７番，８番から10番まで，11番，12番の一部，
13番の一部，14番の一部及び20番の一部） 向中野一丁目 向中野二丁目 向
中野四丁目 向中野五丁目

向中野六丁目 向中野七丁目 北飯岡三丁目

（１番から13番まで） 津志田西一丁目（４番の一部） 向中野（字中島 字
石川町 字才川 字細谷地

字道明 字東道明 字幅 字鶴子 字畑返 字

地蔵田 字新田）
桜台一丁目 桜台二丁目 桜台三丁目 山岸（字外山岸 字大平の一部） 上 米内中学校
田（字小鳥沢の一部） 下米内（字大へぐり 字小至沢 字至沢） 上米内
（字白石 字小浜 字土室

字畑 字畑井野 字中居 字米内沢 字明通

字砂子沢 字岩沢 字庄ケ畑 字赤坂 字道ノ下 字松木平 字野頭 字大
誘

字中米内 字名乗沢 字名乗） 浅岸（字赤重

字鍋倉 字大志田 字

大志田川 字大志田頭） 薮川字末崎川 薮川字町村 薮川字川場 薮川字
日向 薮川字逆川 薮川字橋場 薮川字外山 薮川字亀橋 薮川字大の平
薮川字大志田川
長橋町 前潟一丁目 前潟二丁目 前潟三丁目 前潟四丁目 上厨川（字上 土淵中学校
ノ代 字大屋敷 字竹中 字横沼 字柳原 字横長根 字野子 字下川原
字小荒川 字川原 字下村

字幅 字前潟 字新田

字杉原） 平賀新田（字

古屋敷 字矢無 字金目 字高柳 字水道 字中居

字大谷地 字外田 字

平賀） 土淵（字北野 字山崎 字谷地上 字万徳 字荒屋敷 字谷地道 字

12/16

四ツ屋 字橋場 字碇田 字幅）
高松三丁目（６番，８番の一部，９番から12番まで，13番の一部，14番及び 黒石野中学校
15番の一部） 高松四丁目

緑が丘一丁目 緑が丘二丁目 緑が丘三丁目

緑が丘四丁目 東緑が丘 黒石野一丁目 黒石野二丁目 黒石野三丁目 岩
脇町 箱清水一丁目 箱清水二丁目 上田堤一丁目

上田堤二丁目 東黒石

野一丁目 上田（字東黒石野の一部 字下黒石野平

字黒岩 字宇登坂長根

字狐崎稲荷の一部 字上堤頭 字稲荷窪の一部）
盛岡駅前北通 夕顔瀬町 北夕顔瀬町 前九年一丁目 前九年二丁目 新田 城西中学校
町

城西町 境田町 天昌寺町 中屋敷町 北天昌寺町 稲荷町 大館町

盛岡駅西通一丁目（８番から28番まで） 盛岡駅西通二丁目（10番から22番
まで）
中ノ橋通一丁目（９番から14番まで） 中ノ橋通二丁目 神明町（３番から 城東中学校
10番まで） 志家町 若園町（４番から11番まで）

住吉町 上ノ橋町（５

番から７番まで） 天神町（１番，２番，６番及び８番から13番まで） 加
賀野三丁目（２番から８番まで及び13番から17番まで） 南大通一丁目（１
番から６番まで，９番から12番まで及び16番） 八幡町 松尾町（２番から
12番まで及び17番） 茶畑一丁目（５番から10番まで及び12番から20番まで）
中野一丁目（２番から９番まで及び10番の一部） 新庄町 山王町 東中野
町

小杉山 東新庄一丁目

東新庄二丁目 東桜山

つつじが丘 浅岸一丁

目（６番の一部，７番の一部，８番から11番まで，12番の一部，13番の一部，
14番，15番の一部，16番の一部及び17番の一部） 新庄（字不動 字新田 字
中鼻 字瀬戸 字岩山） 加賀野（字桜山 字才ノ神 字狐洞 字下大久保
字杉山） 東中野（字水上

字里東顕寺）

西仙北一丁目（31番の一部，32番の一部，33番から37番まで，39番の一部及 大宮中学校
び40番の一部） 本宮一丁目（４番，５番，６番，12番の一部，13番の一部，
14番の一部，15番から19番まで，20番の一部及び21番から33番まで） 本宮
二丁目（１番から46番まで） 本宮三丁目 本宮四丁目 本宮五丁目 本宮
六丁目 本宮七丁目 向中野三丁目 本宮（字石仏

字上越場 字水門 字

大柳 字小林 字林崎 字大宮 字久保筋 字小幅

字鬼柳 字野古 字松

幅

字小板小瀬 字蛇屋敷

字平藤 字荒屋） 仙北町（字佐兵衛新田 字

追分） 下鹿妻（字長持 字辻屋敷 字西田 字前田 字南田 字下通 字
北） 上太田穴口 上太田上瀬 上太田中瀬 上太田碇 上太田田中留 上
太田三枚橋 上太田大堀 上太田樋ノ口 上太田赤前口 上太田沼舘 上太
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田若宮 上太田中屋敷 上太田細工 上太田上吉本

上太田小田屋敷 上太

田犾森 上太田小細工 上太田十文字 上太田上犾森 上太田森合 上太田
岡沼 上太田四ツ家 上太田中関 上太田吉本 上太田窪屋敷 上太田上ノ
畑

上太田上村 上太田関端 上太田畑中 上太田弘法清水 上太田下法丁

上太田上ノ野 上太田金財

上太田痩野 上太田清水田 上太田田屋 上太

田下川戸 上太田上田中 上太田田中 上太田舘 上太田松ノ木 上太田上
野屋敷 上太田八千刈 上太田北田 上太田八ツ口

上太田川後 上太田半

在家 上太田細田 上太田神子塚 上太田上川原 上太田川原 上太田下中
屋敷 上太田下川原 上太田蔵戸 上太田蔵戸前 中太田方八丁 中太田法
丁

中太田吉原 中太田小沼 中太田深持 中太田官台 中太田屋敷田 中

太田泉田 中太田八卦 中太田北太田 中太田新田

下太田新堰端 下太田

方八丁 下太田宮田 下太田林崎 下太田杉田 下太田田端 下太田田中
下太田沢田 下太田榊 下太田下川原 下太田新田

猪去釈迦堂 猪去細越

猪去上平 猪去上猪去 猪去田面野木 猪去早俄上

猪去三枚橋 猪去堰合

猪去藤松 猪去的場 猪去大道 猪去畑中 猪去橋場 猪去大橋 猪去一本
木

猪去外久保 猪去米倉

上鹿妻横道 上鹿妻飯ノ森 上鹿妻二ツ沢 上

鹿妻蟹沢 上鹿妻朴 上鹿妻朴前 上鹿妻寺地 上鹿妻夜鷹 上鹿妻竹花前
上鹿妻茂吉 上鹿妻田貝 上鹿妻五兵エ新田 上鹿妻與市新田 上鹿妻中島
上鹿妻竹鼻 上鹿妻天沼 上鹿妻清水田 上鹿妻野中 上鹿妻切付 上鹿妻
小和田 上鹿妻山崎 上鹿妻稲荷前 上鹿妻稲荷場
野

字尾入 字山根 字北ノ浦 字北久保 字下猿田 字上猿田 字下禰宜

屋敷 字湯ノ尻 字西田表
野

繫（字堂ケ沢 字尾入

字南ノ又 字萪内 字萪内川原 字除キ 字上

字萪内沢 字舘市 字塗沢 字湯ノ舘 字清水端 字猿田）

青山四丁目 月が丘一丁目

月が丘二丁目 月が丘三丁目 厨川一丁目 厨 北陵中学校

川二丁目 厨川三丁目 厨川四丁目 厨川五丁目 みたけ一丁目 みたけ二
丁目 みたけ三丁目 みたけ四丁目 みたけ五丁目

みたけ六丁目 下厨川

（字鍋屋敷 字四十四田 字赤平 字穴口）
松園一丁目 松園二丁目 松園三丁目 東松園一丁目 東松園二丁目 東松 松園中学校
園三丁目 東松園四丁目 西松園一丁目 西松園二丁目 西松園三丁目 西
松園四丁目 東黒石野二丁目 東黒石野三丁目 三ツ割（字鉢ノ皮の一部）
上田（字小鳥沢の一部 字松屋敷の一部 字東黒石野の一部 字岩脇）
南仙北二丁目（20番の一部） 津志田町一丁目 津志田町二丁目 津志田町 見前中学校
三丁目 津志田西一丁目（１番から３番まで，４番の一部及び５番から25番
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まで） 津志田西二丁目 津志田中央一丁目 津志田中央二丁目 津志田中
央三丁目 津志田南一丁目

津志田南二丁目 津志田南三丁目 三本柳１地

割から23地割まで，24地割の一部及び25地割 津志田１地割から６地割まで，
９地割，11地割から16地割まで，21地割，26地割及び27地割 永井21地割の
一部，22地割，23地割の一部及び24地割の一部 飯岡新田７地割の一部
湯沢東一丁目 湯沢東二丁目 湯沢東三丁目 湯沢西一丁目 湯沢西二丁目 飯岡中学校
湯沢西三丁目 湯沢南一丁目 湯沢南二丁目 流通センター北一丁目 北飯
岡一丁目 北飯岡二丁目 北飯岡三丁目（14番から20番まで） 北飯岡四丁
目

下飯岡１地割から19地割まで，20地割の一部及び21地割 上飯岡１地割

から24地割まで 飯岡新田１地割，３地割から６地割まで，７地割の一部及
び８地割から10地割まで 羽場１地割から９地割まで，10地割の一部及び11
地割から20地割まで 湯沢１地割から19地割まで
乙部１地割から32地割まで

大ケ生１地割から32地割まで 黒川１地割から 乙部中学校

23地割まで 手代森１地割及び４地割から30地割まで
東見前１地割から９地割まで 西見前１地割から22地割まで 三本柳24地割 見前南中学校
の一部 永井１地割から20地割まで，21地割の一部，23地割の一部，24地割
の一部及び25地割から31地割まで 下飯岡20地割の一部 羽場10地割の一部
北松園一丁目 北松園二丁目 北松園三丁目 北松園四丁目 小鳥沢一丁目 北松園中学校
小鳥沢二丁目 上田（字松屋敷の一部）
日戸字新田 日戸字姥懐 日戸字森子 日戸字日影

日戸字間洞 日戸字古 玉山中学校

屋敷 日戸字七手役 日戸字中平 日戸字岩井沢 日戸字一本杉 日戸字道
合

日戸字栗木田 日戸字市の坪 日戸字人侍 日戸字鷹高 川又字柳平

川又字赤坂 川又字奴屋敷

川又字苗代端 川又字小沢 川又字道地 川又

字鉢森 川又字大日向 川又字新沢 川又字宮田 川又字中舘 川又字釘の
平

川又字宇登 上田字糠森 上田字小野松

松内字松内の一部 芋田字昼久保の一部 芋田字上武道 芋田字武道の一部 渋民中学校
芋田字下武道 渋民字狐沢

渋民字岩鼻 渋民字大前田 渋民字大森 渋民

字長渡 渋民字岩の沢 渋民字寺沢 渋民字田の沢
戸

渋民字山屋 渋民字越

渋民字鶴飼 渋民字渋民 渋民字愛宕 渋民字小前田 渋民字駅 渋民

字泉田 渋民字鶴塚 門前寺字笹平 門前寺字柏木平 門前寺字越戸 門前
寺字独活倉 門前寺字門前寺 門前寺字中村 門前寺字舘 下田字古河川原
の一部 下田字滝の下 下田字上下田 下田字下田

下田字大百刈 下田字

牛転 下田字生出 下田字仲平 下田字石羽根 下田字頭無 下田字生出袋
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下田字牡丹野 下田字船綱

下田字陣場 下田字生出向 下田字柴沢 川崎

字向川崎 川崎字上川崎 川崎字川崎 川崎字外平
大平の一部 玉山字中の又

玉山字紙漉沢 玉山字

玉山字時舘 玉山字小田沢 玉山字鮹の沢 玉

山字糠森 玉山字山谷 玉山字小森 玉山字中里 玉山字川久保 玉山字国
名沢 玉山字和田 玉山字祝の沢 玉山字金谷沢 玉山字姥前 玉山字舘花
玉山字中坪 玉山字才の沢
影

玉山字田畑 玉山字城内 玉山字舘 玉山字日

玉山字一笠 玉山字石名田 玉山字大二子 玉山字二子沢 玉山字坂下

玉山字宮前 玉山字高久保

玉山字宇峠 玉山字白沢 玉山字立障子 玉山

字畑井沢
松内字舘 松内字和台 松内字新田 松内字簗場 松内字松内の一部 松内 巻堀中学校
字石花 松内字在家 松内字古川 好摩字和台 好摩字新田 好摩字小袋
好摩字好摩沢 好摩字簗袋

好摩字中塚 好摩字上山 好摩字野中 好摩字

夏間木 好摩字芋田向 玉山永井字永井沢 玉山永井字荒屋 玉山永井字百
目木 玉山永井字鳥木沢 玉山永井字田端 玉山永井字中島 寺林字才津沢
寺林字平森 寺林字下も山

寺林字境平 寺林字梨木平 寺林字下平 巻堀

字上桑畑 巻堀字西郡 巻堀字幅下 巻堀字本宮 巻堀字巻堀 巻堀字新田
巻堀字中道 玉山馬場字川久保 玉山馬場字葛巻 玉山馬場字太子堂 玉山
馬場字田茂内 玉山馬場字高木 玉山馬場字前田 玉山馬場字中島 玉山馬
場字赤坂 玉山馬場字芦名沢 玉山馬場字滝の沢 玉山馬場字馬場平 玉山
馬場字状小屋 玉山馬場字川原 玉山馬場字馬場 芋田字沢田 芋田字芋田
芋田字上芋田 芋田字下芋田 芋田字昼久保の一部
田字古河川原の一部 玉山字大平の一部
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芋田字武道の一部 下

