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町域 番地 小学校 中学校 町域 番地 小学校 中学校

1丁目～2丁目 恵庭小学校 ト 戸磯 和光小学校 恵明中学校

3丁目～4丁目 和光小学校 57番地以外全域 島松小学校

有明町 若草小学校 柏陽中学校 57番地 松恵小学校

漁太 松恵小学校 恵北中学校 中島町 若草小学校 柏陽中学校

漁町 恵庭小学校 恵庭中学校 1～309番地46 島松小学校

泉町 恵庭小学校 恵庭中学校 309番地47～65 若草小学校

エ 恵南 和光小学校 恵庭中学校 309番地66 若草小学校 柏陽中学校

オ 大町 柏小学校 恵庭中学校 309番地67～100 若草小学校

柏木町 柏小学校 恵庭中学校 309番地101～103 島松小学校

春日 松恵小学校 恵北中学校 309番地104 若草小学校

1番地～466番地 松恵小学校 309番地105～109 島松小学校

467～487番地 恵庭小学校 309番地110～111 若草小学校

488～494番地、 和光小学校 309番地112～122 島松小学校

495番地～562番地 松恵小学校 309番地123 若草小学校 柏陽中学校

563～579番地 和光小学校 309番地124～129 島松小学校

580番地～620番地 松恵小学校 309番地130 若草小学校

621～634番地 和光小学校 309番地131～316 島松小学校

635番地～645番地 松恵小学校 309番地317～338 若草小学校

646～649番地 和光小学校 309番地339～344 島松小学校

650番地～669番地 松恵小学校 309番地345 若草小学校

670～673番地 和光小学校 309番地346～348 島松小学校

1丁目～2丁目 若草小学校 柏陽中学校 309番地349～352 若草小学校

3丁目1～99番地 柏陽中学校 309番地353 島松小学校

3丁目100～364番地 恵庭中学校 310～437番地 島松小学校

4丁目～5丁目 若草小学校 柏陽中学校 438～441番地 恵み野小学校 恵み野中学校

北島 島松小学校 恵北中学校 497～587番地 若草小学校 柏陽中学校

京町 恵庭小学校 恵明中学校 柏陽町 若草小学校 柏陽中学校

ケ 恵央町 若草小学校 柏陽中学校 1番地～169番地 松恵小学校

黄金中央 恵庭小学校 恵明中学校 170番地～195番地 島松小学校

黄金南 和光小学校 恵明中学校 200番地～257番地 松恵小学校

黄金北 恵庭小学校 恵明中学校 盤尻 柏小学校 恵庭中学校

駒場町 和光小学校 恵庭中学校 福住町 恵庭小学校 恵明中学校

幸町 柏小学校 恵庭中学校 文京町 柏小学校 恵庭中学校

栄恵町 恵庭小学校 恵明中学校 ホ 穂栄 島松小学校 恵北中学校

桜町 恵庭小学校 恵庭中学校 マ 牧場 柏小学校 恵庭中学校

島松旭町 島松小学校 恵北中学校 美咲野 柏小学校 恵庭中学校

島松寿町 島松小学校 恵北中学校 緑町 恵庭小学校 恵明中学校

島松仲町 島松小学校 恵北中学校 1～120番地 島松小学校 恵北中学校

島松東町 島松小学校 恵北中学校 121～311番地、 恵み野旭小学校 恵み野中学校

島松本町 島松小学校 恵北中学校 312～416番地 島松小学校 恵北中学校

島松沢 柏小学校 恵庭中学校 479～550番地 島松小学校 恵北中学校

下島松 島松小学校 恵北中学校 551～635番地 恵み野旭小学校

白樺町 恵庭小学校 恵庭中学校 817～841番地 恵み野小学校

新町 恵庭小学校 恵明中学校 恵み野里美 恵み野小学校 恵み野中学校

末広町 恵庭小学校 恵明中学校 恵み野東 恵み野旭小学校 恵み野中学校

1丁目1～4 恵庭小学校 恵み野西 恵み野小学校 恵み野中学校

1丁目5～ 和光小学校 恵み野南 恵み野小学校 恵み野中学校

2丁目1～4 恵庭小学校 恵み野北 恵み野旭小学校 恵み野中学校

2丁目5～ 和光小学校 モ 本町 恵庭小学校 恵庭中学校

3丁目、4丁目 和光小学校 ワ 和光町 和光小学校 恵明中学校

1～139番地 恵北中学校

140～146番地 恵明中学校

147～152番地 恵北中学校

153～165番地 恵明中学校

166～183番地 恵北中学校

184～187番地 恵明中学校

188～204番地 恵北中学校

205～338番地 恵明中学校

339～367番地 恵北中学校

368～571番地 恵明中学校

コ

シ

ス

住吉町

チ

中央 松恵小学校

ナ

恵明中学校

サ

柏小学校

恵明中学校

恵明中学校

相生町

北柏木町

上山口

ア

イ

カ

キ

ミ

南島松

恵み野中学校

メ

恵北中学校

ニ

西島松

恵北中学校

恵北中学校

恵北中学校

ハ

林田 恵北中学校

フ

中島松

　　(株)　不動産の窓口


