
校区 施設名 校区 施設名

勧興小学校（成章町3-16） 久保泉小学校（久保泉町1357-1）

成章中学校（成章町7-1） 金泉中学校（久保泉町2361-1）

勧興公民館（成章町3-18） 久保泉公民館（久保泉町1363-1）

県立点字図書館（天神1-4-16） （株）トップコンサルタント（久保泉町下和泉2713-3）

佐賀地方・家庭裁判所（中の小路3-22） 芙蓉校（蓮池町1000）

佐賀商工会議所（白山2-1-12） 蓮池公民館（蓮池町6-49）

青少年センター（松原2-2-27） 新栄小学校（新栄東2-6-34）

JR佐賀駅（駅前中央1-11） 新栄公民館（鍋島町八戸1285-3）

成章保育所（成章町5-21） 佐賀北高等学校（天祐2-6-1）

ルートイン佐賀駅前（駅前中央1-9-50） 佐賀工業高等学校（緑小路1-1）

福岡銀行佐賀支店（駅南本町5-4） 盲学校（天祐1-5-29）

佐賀バルーンミュージアム（松原2-2-27） 総合福祉センター（天祐1-8-5）

循誘小学校（高木町15-30） 株式会社マリトピア（新栄東3-7-8）

循誘公民館（東佐賀町12-2） トヨタL&F福岡株式会社佐賀営業所（鍋島町八戸3064-1）

佐賀県国保会館（呉服元町7-28） 若楠小学校（若宮3-2-1）

佐賀第2合同庁舎（駅前中央3-3） 若楠公民館（若楠2-13-1）

城東保育所（東佐賀町4-20） 佐賀商業高等学校（神野東4-12-40）

地場産品交流会館（肥前通仙亭）（松原4-6-18） 佐賀市上下水道局庁舎２階ロビー（若宮3-6-60）

佐賀市歴史民俗館（柳町2-9） 佐賀市上下水道局庁舎１階ロビー（同上）

日新小学校（長瀬町9-15） 佐賀総合庁舎（八丁畷町8-1）

昭栄中学校（昭栄町1-7） 佐賀中部保健福祉事務所（八丁畷町1-20）

日新公民館（長瀬町1-20） 佐賀県税事務所（自動車税担当）（八丁畷町8-1）

佐賀歯科衛生専門学校（西田代2-5-20） 佐賀共栄銀行若草・神野支店（若宮2-12-1）

日本赤十字社　佐賀県支部（川原町2-45） 佐賀県医師会メディカルセンター（新中町2-15）

佐賀県歯科医師会館（西田代2-5-24） 開成小学校（鍋島町35-1）

川原保育所（川原町4-44） 開成公民館（鍋島町27-4）

佐賀土木事務所（八戸2-2-67） 開成老人福祉センター（鍋島町森田27-5）

リョーユースポーツプラザ（末広1-9-38） ろう学校（鍋島町321）

アクセスジャパンスポーツクラブ佐賀（鍋島町961-1）

諸富北小学校（諸富町大堂990）

諸富中学校（諸富町徳富2058-3）

諸富公民館（諸富町諸富津7）

諸富支所（諸富町諸富津1-2）

諸富文化体育館（諸富町諸富津52）
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赤松小学校（中の館町1-39） 諸富南 諸富南小学校（諸富町為重920-1）

赤松公民館（中の館町4-10） 春日小学校（大和町尼寺1439）

県庁舎（新行政棟、南別館西庁舎）（城内1-1-59） 春日公民館（大和町尼寺1875）

県議会棟（同上） 高志館高等学校（大和町尼寺1698）

佐賀合同庁舎（城内2-10-20） 大和支所（大和町尼寺1870）

佐賀西高等学校（城内1-4-25） 佐賀県療育支援センター（あそしあ）（大和町尼寺1231-1）

龍谷高等学校・龍谷中学校（水ケ江3-1-25） 川上小学校（大和町東山田1807-1）

県立図書館（城内2-1-41） 大和中学校（大和町東山田3554-1）

県立博物館・美術館（城内1-15-23） 川上公民館（大和町川上2480-2）

佐賀共栄銀行本店（松原4-2-12） 大和特別支援学校（大和町久留間3353）

佐賀城本丸歴史館（城内2-18-1） 佐賀市大和勤労者体育センタ－（大和町川上3294）

市村記念体育館（城内2-1-35） 自治修習所（レナセル）（大和町川上930）

若楠会館（城内1-3-13） 林業試験場（大和町池上3408）

大隈重信記念館（水ケ江2-11-11） 大和不動カントリークラブ（大和町川上5576）

佐賀市医師会立看護専門学校（水ケ江1-12-11） 特別養護老人ホームシオンの園（大和町久留間3865-1）

佐賀市休日夜間こども診療所（同上） 松梅小学校（大和町松瀬2075-1）

神野小学校（神野西2-4-8） 松梅中学校（大和町松瀬2090-1）

神野公民館（神野西1-4-7） 松梅児童館（大和町梅野2231-2）

佐賀市役所本庁舎（栄町1-1） 「道の駅」大和・そよかぜ館（大和町梅野805）

佐賀学園高等学校（駅前中央2-9-10） 松梅公民館（大和町松瀬2530-1）

真生幼稚園（神園2-5-10） 春日北小学校（大和町久池井1777-1）

佐賀市立図書館本館（天神3-2-15） 春日北公民館（大和町久池井1756-1）

佐賀駅バスセンター（駅前中央1-12-1） 大和老人福祉センター（大和町久池井2970）

県立女性センター・生涯学習センター（アバンセ）（天神3-2-11） 佐賀市社会福祉協議会大和支所（同上）

佐賀県長寿センターはればれ（神野東2-3-33） 佐賀県射撃研修センター（大和町久池井3669）

株式会社佐賀新聞社（天神3-2-23） ホテル龍登園（大和町梅野120）

株式会社佐賀鉄工所（神園1-5-30） 肥前国庁跡資料館（大和町久池井2754）

アパホテル佐賀駅南口（旧ワシントンホテル）（駅前中央1-164） 富士学園（富士町内野209-8）

佐賀県難病相談・支援センター（神野東2-6-10） 富士大和温泉病院（富士町梅野1721-1）

グランデはがくれ(はがくれ荘)（天神2-1-36） 介護老人福祉施設なごみ荘（富士町小副川562）

西与賀小学校（西与賀町1437） 熊の川温泉・鵆（ちどり）の湯（富士町上熊川204-8）

西与賀公民館（西与賀町1405） 富士小学校（富士町小副川1339-3）

平松老人福祉センター（末広2-12-5） 富士中学校（富士町古湯2735）

佐賀市立野球場（西与賀町高太郎328） 富士支所（富士町古湯2685）

佐賀市星空学習館（同上） 富士公民館（富士町古湯2624）

佐賀市水防センター（嘉瀬町荻野番地なし） 天山リゾート（富士町市川2338-6）

富士地域振興センター（富士町古湯2685）
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校区 施設名 校区 施設名

嘉瀬小学校（嘉瀬町12-1） 北山校（富士町中原342-2）

嘉瀬公民館（嘉瀬町中原1690） 神水川パークゴルフ場（富士町大串56-1）

巨勢小学校（巨勢町108） 北山東部小学校（富士町古場1514-2）

城東中学校（巨勢町牛島242） 佐賀県北山少年自然の家（富士町関屋514-1）

巨勢公民館（巨勢町高尾104-17） 21世紀県民の森・総合案内センターほおのき（富士町藤瀬724-4）

佐賀市衛生センター（巨勢町528） 三瀬小学校（三瀬村三瀬2741-2）

巨勢老人福祉センター（巨勢町83-7） 三瀬中学校（三瀬村三瀬2789）

モラージュ佐賀（巨勢町牛島730） 三瀬公民館（三瀬村三瀬2762-2）

ミスターマックス佐賀店（巨勢町牛島750） 三瀬支所（三瀬村三瀬2764）

兵庫小学校（兵庫町渕1295） 佐賀市三瀬診療所（三瀬村藤原3882-6）

兵庫公民館（同上） 介護老人福祉施設シルバーケア三瀬（三瀬村三瀬38-1）

総合看護学院（兵庫南3-7-17） 佐賀市やまびこの湯（三瀬村藤原3929-2）

致遠館高等学校（兵庫北4-1-1） 三神農業改良普及センター（三瀬分場）（三瀬村三瀬2970）

学校法人佐賀清和学園（兵庫北2-14-1） 北山カントリー倶楽部（三瀬村杠609）

佐賀広域消防局（兵庫北3-5-1） 中川副小学校（川副町福富1316）

佐賀市保健福祉会館（ほほえみ館）（兵庫北3-8-36） 中川副公民館（川副町早津江津398-2）

佐賀勤労者総合福祉センター（メートプラザ）（兵庫北3-8-40） 佐野常民記念館（川副町早津江津446-1）

佐賀勤労者体育センター（兵庫北3-8-42） 特別養護老人ホームけやき荘（川副町福富866-1）

佐賀市クリーク公園四季のめぐみ館（兵庫町渕1680-1） はなの木（特定医療法人樟風会）（川副町福富869）

消防学校（兵庫町439） 大詫間小学校（川副町大詫間496）

身体障害者療護施設長光園（兵庫南2-16-39） 大詫間公民館（川副町大詫間560-1）

長光園障害者総合相談センター（同上） 南川副小学校（川副町鹿江674）

独立行政法人雇用・能力開発機構佐賀センター（兵庫町1042-2） 川副中学校（川副町鹿江710）

ゆめタウン佐賀（兵庫北5-14-1） 南川副公民館（川副町鹿江419）

トンボの池公園（兵庫北7-12-3） 川副葬祭公園（川副町犬井道5722）

高木瀬小学校（高木瀬東5-6-12） 川副支所（川副町鹿江623-1）

城北中学校（高木瀬西3-1-50） スポーツパーク川副（川副町鹿江700）

高木瀬公民館（高木瀬東5-1-12） 佐賀空港（川副町犬井道9476-187）

北陵高等学校（高木瀬西3-7-1） 西川副小学校（川副町西古賀979）

佐賀市健康運動センター（高木瀬町長瀬2533） 西川副公民館（川副町西古賀260-1）

佐賀市文化会館（日の出1-21-10） 農業大学校（川副町南里1088）

佐賀県総合体育館（日の出1-21-15）

佐賀県総合運動場（日の出2-1-10）

若葉保育所（日の出1-21-71）

佐賀県緑化センター（高木瀬町東高木764-1）

特別養護老人ホーム晴寿会（高木瀬町1170）

（公社）佐賀県トラック協会研修会館（高木瀬西3-1-20）

佐賀市清掃工場（高木瀬町長瀬2369）

佐賀市旧清掃センター(同上)
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校区 施設名 校区 施設名

北川副小学校（木原3-12-1） 東与賀小学校（東与賀町田中453）

城南中学校（南佐賀1-20-1） 東与賀中学校（東与賀町下古賀1127-1）

北川副公民館（木原3-12-8） 東与賀支所（東与賀町下古賀1193）

佐賀東高等学校（南佐賀3-11-15） 東与賀農村環境改善センター（東与賀町田中425）

南佐賀自動車学校（南佐賀1-19-1） 東与賀保健センター（東与賀町下古賀1193）

本庄小学校（本庄町131-1） 東与賀町児童館（東与賀町田中435-1）

城西中学校（本庄町1021-1） 東与賀火葬場（東与賀町田中172-3）

本庄公民館（本庄町279-8） 干潟よか公園（東与賀町下古賀2885-2）

佐賀市立体育館・テニスコート（本庄町本庄299-3） 東与賀保育園チャイルドハウス（東与賀町飯盛503-2）

佐賀大学文化教育学部附属特別支援学校（本庄町46-2） 東与賀町文化ホール「ふれあい館」（東与賀町下古賀1228-3）

本庄幼稚園（本庄町151-1） めぐみ園（東与賀町飯盛1584）

佐賀大学保健管理センター（本庄町本庄１） 東与賀運動公園（東与賀町田中254）

佐賀共栄銀行佐大通り支店（本庄町213-1） 小中一貫校思斉館小学部（久保田町新田1207）

佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校佐賀校舎（本庄町1263） 小中一貫校思斉館中学部（久保田町新田1217）

株式会社佐賀タクシー（本庄町254） 久保田支所（久保田町新田3313-1）

鍋島小学校（鍋島1-1-2） 久保田農村環境改善センター（久保田町新田3323-4）

鍋島中学校（鍋島1-19-1） 佐賀県立森林公園・みどりの森県営球場（久保田町徳万1897）

鍋島公民館（鍋島1-1-1） 特別養護老人ホーム南鷗荘（久保田町久富3459-2）

工業技術センター（鍋島町114） 長光園久保田ホーム（久保田町久富1766-1）

金立小学校（金立町2144-1） こが接骨院（久保田町久富814-5）

金立公民館（金立町2333-2） (株)バイオテックス（久保田町久富1853-3）

つくし斎場（金立町金立1197-465）

金立いこいの家（金立町2314-1）

金立キャンプ場（金立町3412-3）

金立サービスエリア（下り線）（金立町金立1197-228）

金立サービスエリア（上り線）（金立町金立1197-232）

弘学館中学校・高等学校（金立町1544-1）

弘学館アカデミアハウス（同上）

弘学館ドーミーパル（金立町金立792-4）

弘学館陽光学舎（金立町金立1544-1）

金立特別支援学校（金立町2339-2）

金立寮（金立町1945）

佐賀向陽園（金立町金立來迎字801-1）

児童養護施設聖華園（金立町金立3931）

介護老人保健施設きりん（金立町1274-1）
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