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 ※教科書事務執行管理システムの入力の際に必要となる各種 

コードを掲載しています。 

 

 

学校コード表 



【小学校】
採択地区 採択地区コード 設置者名 設置者コード 学校名（略） 学校名 学校コード

福井高志 01 福井市教育委員会 201 木田小　 木田小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1002
豊小　　 豊小学校　　　　　　　　　　　　　　　　 1004
東安居小 東安居小学校　　　　　　　　　　　　　　 1006
湊小　　 湊小学校　　　　　　　　　　　　　　　　 1008
大安寺小 大安寺小学校　　　　　　　　　　　　　　 1010
鶉小　　 鶉小学校　　　　　　　　　　　　　　　　 1012
上文殊小 上文殊小学校　　　　　　　　　　　　　　 1018
文殊小　 文殊小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1020
六条小　 六条小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1022
清明小　 清明小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1024
社北小　 社北小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1026
社西小　 社西小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1028
国見小　 国見小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1030
長橋小　 長橋小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1032
順化小　 順化小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1034
旭小　　 旭小学校　　　　　　　　　　　　　　　　 1036
西藤島小 西藤島小学校　　　　　　　　　　　　　　 1038
和田小福 福井市和田小学校　　　　　　　　　　　　 1040
酒生小　 酒生小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1042
東郷小　 東郷小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1044
一乗小　 一乗小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1046
日之出小 日之出小学校　　　　　　　　　　　　　　 1048
円山小　 円山小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1050
岡保小　 岡保小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1052
足羽小　 足羽小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1054
社南小　 社南小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1056
麻生津小 麻生津小学校　　　　　　　　　　　　　　 1058
日新小　 日新小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1062
安居小　 安居小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1064
殿下小　 殿下小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1068
中藤小　 中藤小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1070
河合小　 河合小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1072
森田小　 森田小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1076
明新小　 明新小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1078
棗小　　 棗小学校　　　　　　　　　　　　　　　　 1080
鷹巣小　 鷹巣小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1082
春山小　 春山小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1086
宝永小　 宝永小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1088
松本小　 松本小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1090
啓蒙小　 啓蒙小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1092
東藤島小 東藤島小学校　　　　　　　　　　　　　　 1094
本郷小　 本郷小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1096
下宇坂小 下宇坂小学校　　　　　　　　　　　　　　 1100
美啓明小 美山啓明小学校　　　　　　　　　　　　　 1112
羽生小　 羽生小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1114
清水西小 清水西小学校　　　　　　　　　　　　　　 1300
清水南小 清水南小学校　　　　　　　　　　　　　　 1306
清水東小 清水東小学校　　　　　　　　　　　　　　 1308
清水北小 清水北小学校　　　　　　　　　　　　　　 1310
杉坂小 杉坂小学校 1312
越廼小　 越廼小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1316

永平寺町教育委員会 322 松岡小　 松岡小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1200
吉野小　 吉野小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1202
御陵小　 御陵小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1204
志比小　 志比小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1206
志比南小 志比南小学校　　　　　　　　　　　　　　 1208
志比北小 志比北小学校　　　　　　　　　　　　　　 1210
上志比小 上志比小学校　　　　　　　　　　　　　　 1212

坂井 02 あわら市教育委員会 208 金津小　 金津小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1260
細呂木小 細呂木小学校　　　　　　　　　　　　　　 1262
伊井小　 伊井小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1264
金津東小 金津東小学校　　　　　　　　　　　　　　 1266
芦原小　 芦原小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1270
北潟小　 北潟小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1272
本荘小　 本荘小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1278



【小学校】
採択地区 採択地区コード 設置者名 設置者コード 学校名（略） 学校名 学校コード

坂井 02 坂井市教育委員会 210 春江小　 春江小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1220
春江西小 春江西小学校　　　　　　　　　　　　　　 1222
大石小　 大石小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1224
春江東小 春江東小学校　　　　　　　　　　　　　　 1226
平章小　 平章小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1230
長畝小　 長畝小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1234
高椋小　 高椋小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1236
鳴鹿小　 鳴鹿小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1238
磯部小　 磯部小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1240
明章小　 明章小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1242
東十郷小 東十郷小学校　　　　　　　　　　　　　　 1250
兵庫小　 兵庫小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1252
大関小　 大関小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1254
木部小　 木部小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1256
三国南小 三国南小学校　　　　　　　　　　　　　　 1280
三国北小 三国北小学校　　　　　　　　　　　　　　 1282
三国西小 三国西小学校　　　　　　　　　　　　　　 1284
雄島小　 雄島小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1286
加戸小　 加戸小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1288

奥越 03 大野市教育委員会 205 有終東小 有終東小学校　　　　　　　　　　　　　　 1130
小山小　 小山小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1132
下庄小　 下庄小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1136
有終西小 有終西小学校　　　　　　　　　　　　　　 1140
有終南小 有終南小学校　　　　　　　　　　　　　　 1142
阪谷小　 阪谷小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1144
富田小　 富田小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1148
上庄小　 上庄小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1152
和泉小　 和泉小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1160

勝山市教育委員会 206 平泉寺小 平泉寺小学校　　　　　　　　　　　　　　 1170
成器南小 成器南小学校　　　　　　　　　　　　　　 1172
成器西小 成器西小学校　　　　　　　　　　　　　　 1174
村岡小　 村岡小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1176
三室小　 三室小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1178
野向小　 野向小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1182
荒土小　 荒土小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1184
北郷小　 北郷小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1188
鹿谷小　 鹿谷小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1190

丹南 04 越前市教育委員会 209 花筐小　 花筐小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1380
服間小　 服間小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1382
岡本小　 岡本小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1384
南中山小 南中山小学校　　　　　　　　　　　　　　 1386
味真野小 味真野小学校　　　　　　　　　　　　　　 1400
武生東小 武生東小学校　　　　　　　　　　　　　　 1404
武生南小 武生南小学校　　　　　　　　　　　　　　 1406
白山小　 白山小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1408
武生西小 武生西小学校　　　　　　　　　　　　　　 1416
神山小　 神山小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1418
大虫小　 大虫小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1420
坂口小　 坂口小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1422
王子保小 王子保小学校　　　　　　　　　　　　　　 1424
吉野小　 吉野小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1426
国高小　 国高小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1428
北日野小 北日野小学校　　　　　　　　　　　　　　 1430
北新庄小 北新庄小学校　　　　　　　　　　　　　　 1432

鯖江市教育委員会 207 惜陰小　 惜陰小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1350
鯖江東小 鯖江東小学校　　　　　　　　　　　　　　 1352
立待小　 立待小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1354
吉川小　 吉川小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1356
鯖江豊小 鯖江市豊小学校　　　　　　　　　　　　　 1358
鳥羽小鯖 鯖江市鳥羽小学校　　　　　　　　　　　　 1360
進徳小　 進徳小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1362
中河小　 中河小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1364
片上小　 片上小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1366
北中山小 北中山小学校　　　　　　　　　　　　　　 1368
河和田小 河和田小学校　　　　　　　　　　　　　　 1370
神明小　 神明小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1372

池田町教育委員会 382 池田小　 池田小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1390
南越前町教育委員会 404 湯尾小　 湯尾小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1440

今庄小　 今庄小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1442
河野小　 河野小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1444
南条小　 南条小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1446



【小学校】
採択地区 採択地区コード 設置者名 設置者コード 学校名（略） 学校名 学校コード

丹南 04 越前町教育委員会 423 糸生小　 糸生小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1318
四ケ浦小 四ケ浦小学校　　　　　　　　　　　　　　 1322
城崎小　 城崎小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1324
織田小　 織田小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1326
萩野小　 萩野小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1328
朝日小　 朝日小学校　　　　　　　　　　　 1332
常磐小　 常磐小学校　　　　　　　　　　　 1334
宮崎小　 宮崎小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1338

嶺南 05 敦賀市教育委員会 202 敦賀南小 敦賀南小学校　　　　　　　　　　　　　　 1450
松原小　 松原小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1454
沓見小　 沓見小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1458
中郷小　 中郷小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1466
粟野小　 粟野小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1470
黒河小　 黒河小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1472
粟野南小 粟野南小学校　　　　　　　　　　　　　　 1474
敦賀西小 敦賀西小学校　　　　　　　　　　　　　　 1476
東浦小　 東浦小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1478
敦賀中央 中央小学校　　　　　　　　　　　　　 1482
角鹿小 角鹿小学校 1486

小浜市教育委員会 204 小浜美郷小 小浜美郷小学校 1528
口名田小 口名田小学校　　　　　　　　　　　　　　 1530
中名田小 中名田小学校　　　　　　　　　　　　　　 1532
加斗小　 加斗小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1534
小浜小　 小浜小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1536
今富小　 今富小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1546
雲浜小　 雲浜小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1550
西津小　 西津小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1552
内外海小 内外海小学校　　　　　　　　　　　　　　 1554

美浜町教育委員会 442 美浜西小 美浜西小学校 1501
美浜東小 美浜東小学校　　　　　　　　　　　　 1503
美浜中央小 美浜中央小学校 1511

高浜町教育委員会 481 高浜小　 高浜小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1580
青郷小　 青郷小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1582
高和田小 高浜町和田小学校　　　　　　　　　　　　 1586
内浦小　 内浦小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1588

若狭町教育委員会 501 三方小　 三方小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1514
気山小　 気山小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1520
梅の里小 梅の里小学校　　　　　　　　　　　　　　 1522
みそみ小 みそみ小学校　　　　　　　　　　　　　　 1526
鳥羽小　 鳥羽小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1562
瓜生小　 瓜生小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1566
熊川小　 熊川小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1568
三宅小　 三宅小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1570
野木小　 野木小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1572

おおい町教育委員会 483 名田庄小 名田庄小学校　　　　　　　　　　　　　　 1560
佐分利小 佐分利小学校　　　　　　　　　　　　　　 1596
本郷小　 本郷小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1598
大島小　 大島小学校　　　　　　　　　　　　　　　 1600



【中学校】
採択地区 採択地区コード 設置者名 設置者コード 学校名（略） 学校名 学校コード

福井高志 01 福井市教育委員会 201 明倫中　 明倫中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2010
進明中　 進明中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2012
大安寺中 大安寺中学校　　　　　　　　　　　　　　 2014
川西中　 川西中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2016
足羽中　 足羽中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2020
国見中　 国見中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2022
光陽中　 光陽中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2024
大東中　 大東中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2026
足羽第一 足羽第一中学校　　　　　　　　　　　　　 2028
成和中　 成和中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2030
藤島中　 藤島中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2032
安居中　 安居中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2034
殿下中　 殿下中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2036
灯明寺中 灯明寺中学校　　　　　　　　　　　　　　 2038
森田中　 森田中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2040
棗中　　 棗中学校　　　　　　　　　　　　　　　　 2042
鷹巣中　 鷹巣中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2044
至民中　 至民中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2046
社中　　 社中学校　　　　　　　　　　　　　　　　 2048
明道中　 明道中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2050
美山中　 美山中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2058
清水中　 清水中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2102
杉坂中 杉坂中学校 2104
越廼中　 越廼中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2106

永平寺町教育委員会 322 松岡中　 松岡中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2080
永平寺中 永平寺中学校　　　　　　　　　　　　　　 2082
上志比中 上志比中学校　　　　　　　　　　　　　　 2084

坂井 02 あわら市教育委員会 208 金津中　 金津中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2096
芦原中　 芦原中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2098

坂井市教育委員会 210 春江中　 春江中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2090
丸岡中　 丸岡中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2092
丸岡南中 丸岡南中学校　　　　　　　　　　　　　　 2093
坂井中　 坂井中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2095
三国中　 三国中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2100

奥越 03 大野市教育委員会 205 開成中　 開成中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2060
陽明中　 陽明中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2062
上庄中　 上庄中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2064
尚徳中　 尚徳中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2066
和泉中　 和泉中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2070

勝山市教育委員会 206 南部中　 勝山南部中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2072
中部中　 勝山中部中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2074
北部中　 勝山北部中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2076

丹南 04 越前市教育委員会 209 南越中　 南越中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2130
万葉中　 越前市万葉中学校　　　　　　　　　　　　 2140
武生第一 武生第一中学校　　　　　　　　　　　　　 2142
武生第五 武生第五中学校　　　　　　　　　　　　　 2144
武生第二 武生第二中学校　　　　　　　　　　　　　 2146
坂口分校 武生第二中学校坂口分校　　　　　　　　　 2148
武生第六 武生第六中学校　　　　　　　　　　　　　 2150
武生第三 武生第三中学校　　　　　　　　　　　　　 2152

鯖江市教育委員会 207 中央中　 中央中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2120
鯖江中　 鯖江中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2122
東陽中　 東陽中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2124

池田町教育委員会 382 池田中　 池田中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2132
南越前町教育委員会 404 南越前中 南越前中学校 2166
越前町教育委員会 423 越前中　 越前中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2108

織田中　 織田中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2110
朝日中　 朝日中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2112
宮崎中　 宮崎中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2114

嶺南 05 敦賀市教育委員会 202 気比中　 気比中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2170
松陵中　 松陵中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2172
角鹿中　 角鹿中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2176
粟野中　 粟野中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2178
東浦中　 東浦中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2182

小浜市教育委員会 204 小浜中　 小浜中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2200
小浜第二 小浜第二中学校　　　　　　　　　　　　　 2202

美浜町教育委員会 442 美浜中　 美浜中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2190
高浜町教育委員会 481 高浜中　 高浜中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2208

内浦中　 内浦中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2210
若狭町教育委員会 501 三方中　 三方中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2194

上中中　 上中中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2206
おおい町教育委員会 483 名田庄中 名田庄中学校　　　　　　　　　　　　　　 2204

大飯中　 大飯中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2214



【県立中・特別支援学校】

採択地区 採択地区コード 設置者名 設置者コード 学校名（略） 学校名 学校コード
福井県 福井県 001 盲小　　 盲学校小学部　　　　　　　　　　　　　　 4001

盲中　　 盲学校中学部　　　　　　　　　　　　　　 4002
ろう小　　 ろう学校小学部　　　　　　　　　　　　　 4003
ろう中　　 ろう学校中学部　　　　　　　　　　　　　 4004
福井特支小 福井特別支援学校小学部　　　　　　　　　　　 4005
福井特支中 福井特別支援学校中学部　　　　　　　　　　　 4006
東特支小　 福井東特別支援学校小学部　　　　　　　　　　 4007
東特支中　 福井東特別支援学校中学部　　　　　　　　　　 4008
五領分小 福井東特別支援学校五領分教室小学部　　　　　　　 4009
五領分中 福井東特別支援学校五領分教室中学部　　　　　　　 4010
月見分小 福井東特別支援学校月見分教室小学部 4011
月見分中 福井東特別支援学校月見分教室中学部 4012
嶺北特支小 嶺北特別支援学校小学部　　　　　　　　　　　 4013
嶺北特支中 嶺北特別支援学校中学部　　　　　　　　　　　 4014
南特支小　 福井南特別支援学校小学部　　　　　　　　　　 4015
南特支中　 福井南特別支援学校中学部　　　　　　　　　　 4016
清水特支小 清水特別支援学校小学部　　　　　　　　　　　 4017
清水特支中 清水特別支援学校中学部　　　　　　　　　　　 4018
奥越特小 奥越特別支援学校小学部　　　　　　　　　 4019
奥越特中 奥越特別支援学校中学部　　　　　　　　　 4020
南越特支小 南越特別支援学校小学部　　　　　　　　　　　 4021
南越特支中 南越特別支援学校中学部　　　　　　　　　　　 4022
嶺南東小 嶺南東特別支援学校小学部　　　　　　　　　　 4023
嶺南東中 嶺南東特別支援学校中学部　　　　　　　　　　 4024
嶺南西小 嶺南西特別支援学校小学部　　　　　　　　　　 4025
嶺南西中 嶺南西特別支援学校中学部　　　　　　　　　　 4026
盲高　　 盲学校高等部　　　　　　　　　　　　　　 4027
ろう高　　 ろう学校高等部　　　　　　　　　　　　　 4028
福井特支高 福井特別支援学校高等部　　　　　　　　　　　 4029
東特支高 福井東特別支援学校高等部　　　　　　　　　　 4030
月見分高 福井東特別支援学校月見分教室高等部 4031
嶺北特支高 嶺北特別支援学校高等部　　　　　　　　　　　 4032
南特支高　 福井南特別支援学校高等部　　　　　　　　　　 4033
南越特支高 南越特別支援学校高等部　　　　　　　　　　　 4034
奥越特高 奥越特別支援学校高等部　　　　　　　　　 4035
嶺南東高 嶺南東特別支援学校高等部　　　　　　　　　　 4036
嶺南西高 嶺南西特別支援学校高等部　　　　　　　　　　 4037
高志中 高志中学校 2001
その他　 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　 9999

【国立・私立学校】

採択地区 採択地区コード 設置者名 設置者コード 学校名（略） 学校名 学校コード
06 福井大学 020 福大附前 福井大学教育学部附属義務教育学校前期課程 1000

福大附後 福井大学教育学部附属義務教育学校後期課程 2000
附属特支小 福井大学教育学部附属特別支援学校小学部 4038
附属特支中 福井大学教育学部附属特別支援学校中学部 4039

09 金井学園 030 福井中 福井工業大学附属福井中学校　　　　　　　 2002
08 嶺南学園 040 気比中 敦賀気比高校付属中学校　　　　　　　　　 2004
10 北陸学園 050 北陸学園 北陸中学校　　　　　　　　　　　　　　　 2006
07 子ども小 かつやま子どもの村小学校　　　　　　　　 1192

子ども中 かつやま子どもの村中学校　　　　　 2008
きのくに子ども
の村学園

060


