
校区 施設名 校区 施設名

勧興小学校 久保泉小学校

成章中学校 金泉中学校

勧興公民館 久保泉公民館

県立点字図書館 （株）トップコンサルタント

佐賀地方・家庭裁判所 芙蓉校

佐賀商工会館 蓮池公民館

青少年センター 新栄小学校

佐賀県難病相談・支援センター 新栄公民館

JR佐賀駅 佐賀北高等学校

成章保育所 佐賀工業高等学校

ルートイン佐賀駅前 盲学校

佐賀共栄銀行県庁前支店 総合福祉センター

福岡銀行佐賀支店 株式会社マリトピア

佐賀バルーンミュージアム トヨタL&F福岡株式会社佐賀営業所

循誘小学校 若楠小学校

循誘公民館 若楠公民館

佐賀県国保会館 佐賀商業高等学校

佐賀第2合同庁舎 佐賀市医師会立看護専門学校

城東保育所 佐賀市水道局庁舎２階ロビー

地場産品交流会館（肥前通仙亭） 佐賀市下水浄化センター１階ロビー

佐賀市歴史民俗館 佐賀総合庁舎

日新小学校 佐賀中部保健福祉事務所

昭栄中学校 税務課分室（自動車税担当）

日新公民館 佐賀県総合運動場

佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校佐賀校舎 佐賀県医師会メディカルセンター

佐賀歯科衛生専門学校 開成小学校

日本赤十字社　佐賀県支部 開成公民館　

佐賀県歯科医師会館 開成老人福祉センター

川原保育所 ろう学校

佐賀土木事務所 アクセスジャパンスポーツクラブ佐賀

リョーユースポーツプラザ 諸富北小学校

諸富中学校

諸富公民館

諸富支所

諸富文化体育館
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校区 施設名 校区 施設名

赤松小学校 諸富南 諸富南小学校

赤松公民館 春日小学校

県庁舎（新行政棟、南別館西庁舎） 春日公民館

県議会棟 高志館高等学校

佐賀合同庁舎 大和支所

佐賀西高等学校 佐賀県療育支援センター（あそしあ）

龍谷高等学校・龍谷中学校 川上小学校

県立図書館 大和中学校

県立博物館・美術館 川上公民館

佐賀共栄銀行本店 大和特別支援学校

佐賀城本丸歴史館 佐賀市大和勤労者体育センタ－

市村記念体育館 自治修習所（レナセル）

若楠会館 佐賀コロニー

大隈重信記念館 林業試験場

佐賀市休日夜間こども診療所 大和不動カントリークラブ

神野小学校 特別養護老人ホームシオンの園

神野公民館 松梅小学校

佐賀市役所本庁舎 松梅中学校

佐賀学園高等学校 松梅児童館

真生幼稚園　 「道の駅」大和　そよかぜ館

佐賀市立図書館本館 松梅公民館

佐賀駅バスセンター 春日北小学校

県立女性センター・生涯学習センター（アバンセ） 春日北公民館

佐賀共栄銀行神野支店 大和老人福祉センター

佐賀県勤労者福祉会館 佐賀市社会福祉協議会大和支所

佐賀県長寿センターはればれ 佐賀県射撃研修センター

株式会社佐賀新聞社 ホテル龍登園

株式会社佐賀鉄工所 肥前国庁跡資料館

佐賀ワシントンホテルプラザ 富士学園

グランデはがくれ(はがくれ荘) 富士大和温泉病院

西与賀小学校 介護老人福祉施設なごみ荘

西与賀公民館 熊の川温泉　鵆の湯

平松老人福祉センター 富士小学校

佐賀市立野球場 富士中学校

佐賀市星空学習館 富士支所

佐賀市水防センター 富士公民館
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校区 施設名 校区 施設名

嘉瀬小学校 北山校

嘉瀬公民館 神水川パークゴルフ場

巨勢小学校 北山東部小学校

城東中学校 佐賀県北山少年自然の家

巨勢公民館 21世紀県民の森・総合案内センターほおのき

佐賀市衛生センター 三瀬小学校

巨勢老人福祉センター 三瀬中学校

モラージュ佐賀 三瀬公民館

ミスターマックス佐賀店 三瀬支所

兵庫小学校 佐賀市三瀬診療所

兵庫公民館 介護老人福祉施設シルバーケア三瀬

総合看護学院 佐賀市やまびこの湯

致遠館高等学校 三神農業改良普及センター（三瀬分場）

学校法人佐賀清和学園 北山カントリー倶楽部

佐賀広域消防局 中川副小学校

佐賀市保健福祉会館（ほほえみ館） 中川副公民館

佐賀勤労者総合福祉センター（メートプラザ） 佐野常民記念館

佐賀勤労者体育センター 川副葬祭公園

佐賀市クリーク公園四季のめぐみ館 特別養護老人ホームけやき荘

消防学校 はなの木

身体障害者療護施設長光園 大詫間小学校

長光園障害者総合相談センター 大詫間公民館

独立行政法人雇用・能力開発機構佐賀センター 南川副小学校

ゆめタウン佐賀 川副中学校

高木瀬小学校 南川副公民館

城北中学校 川副支所

高木瀬公民館 スポーツパーク川副

北陵高等学校 佐賀空港

佐賀市健康運動センター 西川副小学校

佐賀市文化会館 西川副公民館

佐賀県総合体育館 農業大学校

若葉保育所

佐賀県緑化センター

特別養護老人ホーム晴寿園

（公社）佐賀県トラック協会研修会館

佐賀市清掃工場

佐賀市旧清掃センター
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校区 施設名 校区 施設名

北川副小学校 東与賀小学校

城南中学校 東与賀中学校

北川副公民館 東与賀支所

佐賀東高等学校 東与賀農村環境改善センター

南佐賀自動車学校 東与賀保健センター

本庄小学校 東与賀町児童館

城西中学校 東与賀火葬場

本庄公民館 干潟よか公園

佐賀市立体育館・テニスコート 東与賀保育園チャイルドハウス

佐賀大学文化教育学部附属特別支援学校 東与賀町文化ホール「ふれあい館」

本庄幼稚園 めぐみ園

佐賀大学保健管理センター 東与賀運動公園

株式会社佐賀タクシー 思斉小学校

鍋島小学校 思斉中学校

鍋島中学校 久保田支所

鍋島公民館 久保田農村環境改善センター

工業技術センター 佐賀県立森林公園・みどりの森県営球場

金立小学校 特別養護老人ホーム南鷗荘

金立公民館 長光園久保田ホーム

つくし斎場 こが接骨院

金立いこいの家 (株)バイオテックス

金立キャンプ場

金立サービスエリア（下り線）

金立サービスエリア（上り線）

弘学館中学校・高等学校

弘学館アカデミアハウス

弘学館ドーミーパル

弘学館陽光学舎

金立特別支援学校

金立寮

佐賀向陽園

聖華園

介護老人保健施設きりん
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