
佐賀市立小佐賀市立小佐賀市立小佐賀市立小・・・・中学校通学区域一覧中学校通学区域一覧中学校通学区域一覧中学校通学区域一覧（（（（平成平成平成平成２２２２5年5年5年5年９９９９月現在月現在月現在月現在））））

勧興小学校勧興小学校勧興小学校勧興小学校

○中央本町

○中の小路

○松原一丁目～二丁目

○天神一丁目

○天神二丁目

　１番28～53号、２番、３番21～32号、４番1～6号、４番26～41号、５番を除く（参照　神野小学校区）

○成章町

○唐人一丁目～二丁目

○駅南本町

○愛敬町

　４番29～47号を除く （参照　循誘小校区）

○八幡小路

○白山一丁目～二丁目

○多布施一丁目～二丁目

○大財一丁目

　５番25～33号、６番22～60号、７番～８番を除く （参照　循誘小校区）

○大財三丁目

　１番12～23号、１１番5～25号 （参照　循誘小校区）

○呉服元町

　２番1～12号、２番23～24号、３番～５番、１１番1～11号 （参照　循誘小校区）

○駅前中央一丁目

　１番1～11号 （参照　神野小校区）

循誘小学校循誘小学校循誘小学校循誘小学校

○柳町

○大財一丁目

　５番25～33号、６番22～60号、７番～８番 （参照　勧興小校区）

○大財二丁目

○大財三丁目

　1番12号～23号、11番5～25号を除く （参照　勧興小校区）

○大財四丁目～六丁目

○紺屋町

○田代一丁目～二丁目

○高木町

○東佐賀町

○松原三丁目

　１番を除く （参照　赤松小校区）

○松原四丁目

　１番、２番を除く （参照　赤松小校区）

○愛敬町

　４番29～47号 （参照　勧興小校区）

○朝日町

　１番、２番1～16号、３番19～39号 （参照　赤松小校区、北川副小校区）

○材木一丁目～二丁目

○今宿町

　１番1～15号、２番1～14号、２番29～31号、３番1～13号、4番1～13号、４番33～36号 （参照　赤松小校区、北川副小校区）

○呉服元町

　２番１～12号、２番23～24号、　３番～５番、１１番1～11号を除く（参照　勧興小校区）

○巨勢町大字牛島

　６９番地、７１番地、７３番地、８８～９２番地、９３番地の3～13、９４番地の8～9、１５３番地、１５７～１５９番地、１６２番地

　（参照　巨勢小校区）

○大財北町

　２番を除く （参照　神野小校区）、４番、５番を除く （参照　兵庫小校区）

○駅前中央三丁目

　２番、３番 （参照　兵庫小校区、神野小校区）



日新小学校日新小学校日新小学校日新小学校

○長瀬町

○道祖元町

○伊勢町

○与賀町

　１８番地、２５～２７番地、２９～３９番地、４５～５０番地、５６～６５番地、７０～７６番地、１３０番地、１３１番地、１４３～１５３番地、１３３０番地、

　１３３１番地、１３３３～１３５９番地、１３６４～１３７１番地、１３７５番地、１３７６番地、４番13～28号　(参照　赤松小校区)

○川原町

　１番1～4号、１番42～49号を除く （参照　赤松小校区）

○末広一丁目

○末広二丁目

　１番、２番1～10号、８番、１３番26～45号、１４番1～20号、１５番 （参照　西与賀小校区）

○多布施三丁目

○西田代一丁目～二丁目

○昭栄町

○中折町

　８番1～6号、９番25～28号、９番31～40号を除く （参照　新栄小校区）

○新生町

　４番、５番を除く （参照　新栄小校区）

○六座町

○西魚町

○下田町

○八戸一丁目～二丁目

○西田代町

赤松小学校赤松小学校赤松小学校赤松小学校

○水ケ江一丁目～四丁目

○水ケ江五丁目

　６番28～40号を除く （参照　本庄小校区）

　７番13～40号、８番～１０番を除く （参照　北川副小校区）

○水ケ江六丁目

　１番～４番 （参照　北川副小校区）

○城内一丁目～二丁目

○堀川町

○中の館町

○赤松町

○鬼丸町

○与賀町

　１８番地、２５～２７番地、２９～３９番地､４５～５０番地、５６～６５番地、７０～７６番地、１３０番地、１３１番地、１４３～１５３番地、１３３０番地、

　１３３１番地、１３３３～１３５９番地、１３６４～１３７１番地、１３７５番地、１３７６番地、４番13～28号を除く（参照　日新小校区）

○松原三丁目

　１番 （参照　循誘小校区）

○松原四丁目

　１番、２番 （参照　循誘小校区）

○今宿町

　１番24～28号、６番1～6号 （参照　循誘小校区、北川副小校区）

○川原町

　１番1～4号、１番42～49号 （参照　日新小校区）

○朝日町

　１番、２番1～16号、３番19～39号を除く （参照　循誘小校区）、４番1～19号、５番28～58号、６番、７番を除く （参照　北川副小校区）

神野小学校神野小学校神野小学校神野小学校

○神野東一丁目～二丁目

○神野東三丁目

　１２番22～37号、１３番11～35号、１４番を除く （参照　若楠小校区）

○神野東四丁目

　１２番40～45号、１３番、１４番を除く （参照　若楠小校区）

○駅前中央一丁目

　１番1～11号を除く （参照　勧興小校区）

○駅前中央二丁目

○駅前中央三丁目

　２番、３番を除く （参照　循誘小校区）、１番、１２番14～24号、１３番13～19号、１４番～１６番を除く （参照　兵庫小校区）

○栄町

○大財北町

　２番 （参照　兵庫小校区、循誘小校区）

○新中町

　１番1～5号、１０番、１１番 （参照　若楠小校区）

○天神二丁目

　１番28～53号、２番、３番21～32号、４番1～6号、４番26～41号、５番 （参照　勧興小校区）

○天神三丁目

○神野西一丁目～四丁目

○神園一丁目～二丁目

○神園三丁目

　１番～１５番 （参照　若楠小校区）

○神園四丁目

○神園五丁目

　５番、６番、７番7～18号を除く （参照　開成小校区）

○神園六丁目

　４番1～15号、５番～９番を除く （参照　開成小校区）

○多布施四丁目



西与賀小学校西与賀小学校西与賀小学校西与賀小学校

○光一丁目～三丁目

○西与賀町

○嘉瀬町（戊申）

　大字十五１５４８、１５５５番地 、２８７８～２９７９番地 （参照　嘉瀬小校区）

○末広二丁目

　１番、２番1～10号、８番、１３番26～45号、１４番1～20号、１５番を除く　（参照　日新小校区）

嘉瀬小学校嘉瀬小学校嘉瀬小学校嘉瀬小学校

○嘉瀬町

　大字十五１５４８、１５５５番地 、２８７８～２９７９番地（戊申）を除く （参照　西与賀小校区）

巨勢小学校巨勢小学校巨勢小学校巨勢小学校

○巨勢町

　大字牛島６９番地、７１番地、７３番地、８８～９２番地、９３番地の3～13、９４番地の8～9、１５３番地、１５７～１５９番地、

　１６２番地を除く （参照　循誘小校区）

兵庫小学校兵庫小学校兵庫小学校兵庫小学校

○兵庫南一丁目～四丁目

○兵庫北一丁目～七丁目

○兵庫町

○高木瀬東一丁目

  １０番 （参照　高木瀬小校区）

○駅前中央三丁目

　１番、１２番14～24号、１３番13～19号、１４番～１６番 （参照　神野小校区、循誘小校区）

○大財北町

　４番、５番 （参照　神野小校区、循誘小校区）

高木瀬小学校高木瀬小学校高木瀬小学校高木瀬小学校

○高木瀬東一丁目

　１０番を除く （参照　兵庫小校区）

○高木瀬東二丁目～六丁目

○高木瀬西一丁目～二丁目

○高木瀬西三丁目

　１番を除く （参照　若楠小校区）

○高木瀬西四丁目～六丁目

○高木瀬町

○日の出一丁目

　１番～５番、７番、８番を除く （参照　若楠小校区）

北川副小学校北川副小学校北川副小学校北川副小学校

○北川副町

○水ケ江五丁目

　７番13～40号、８番～１０番 （参照　赤松小校区、本庄小校区）

○水ケ江六丁目

　５番～１２番 （参照　赤松小校区）

○木原一丁目～三丁目

○南佐賀一丁目～三丁目

○新郷本町

○朝日町

　４番1～19号、５番28～58号、６番～７番 （参照　循誘小校区、赤松小校区）

○今宿町

　１番１～１５号、２番1～14号、２番29～31号、３番1～13号、４番1～13号、４番33～36号を除く（参照　循誘小校区）、

　１番24～28号、６番1～6号を除く （参照　赤松小校区）

本庄小学校本庄小学校本庄小学校本庄小学校

○本庄町

○水ケ江五丁目

　６番28～40号 （参照　赤松小校区、北川副小校区）

鍋島小学校鍋島小学校鍋島小学校鍋島小学校

○卸本町

○鍋島一丁目～六丁目

○鍋島町

　大字蛎久、大字鍋島、大字森田　国道３４号線以北 （参照　開成小校区）、大字八戸溝　国道３４号線以北 （参照　開成小校区）

金立小学校金立小学校金立小学校金立小学校

○金立町

　大字金立３４３５～３４３６番地、３４３９番地、３４６２～３５９０番地（大小野）を除く （参照　久保泉小校区）

久保泉小学校久保泉小学校久保泉小学校久保泉小学校

○久保泉町

○金立町（大小野）

　大字金立３４３５～３４３６番地、３４３９番地、３４６２～３５９０番地 （参照　金立小校区）

芙蓉小学校芙蓉小学校芙蓉小学校芙蓉小学校

○蓮池町



新栄小学校新栄小学校新栄小学校新栄小学校

○天祐団地

○天祐一丁目～二丁目

○緑小路

○鍋島町大字八戸

〇新栄東一丁目～四丁目

〇新栄西一丁目～二丁目

○新生町

　４番、５番 （参照　日新小校区）

○中折町

　８番1～6号、９番25～28号、９番31～40号 （参照　日新小校区）

若楠小学校若楠小学校若楠小学校若楠小学校

○神野東三丁目

　１２番22～37号、１３番11～35号、１４番（参照　神野小校区）

○神野東四丁目

　１２番40～45号、１３番、１４番 （参照　神野小校区）

○新中町

　１番1～5号、１０番、１１番を除く （参照　神野小校区）

○八丁畷町

○若楠一丁目～三丁目

○高木瀬団地

○日の出一丁目

　１番～５番、７番、８番 （参照　高木瀬小校区）

○日の出二丁目

○若宮一丁目～三丁目

○神園三丁目

　１６番～１８番 （参照　神野小校区）

○高木瀬西三丁目

　１番 （参照　高木瀬小校区）

開成小学校開成小学校開成小学校開成小学校

○鍋島町

　大字森田　国道３４号線以南 （参照　鍋島小校区）、大字八戸溝　国道３４号線以南 （参照　鍋島小校区）

○開成一丁目～六丁目

○八戸溝一丁目～三丁目

○神園五丁目

　５番、６番、７番7～18号 （参照　神野小校区）

○神園六丁目

　４番1～15号、５番～９番 （参照　神野小校区）

諸富北小学校諸富北小学校諸富北小学校諸富北小学校

○諸富町大字大堂

○諸富町大字徳富

○諸富町大字諸富津

諸富南小学校諸富南小学校諸富南小学校諸富南小学校

○諸富町大字為重

○諸富町大字寺井津

○諸富町大字山領

春日小学校春日小学校春日小学校春日小学校

○大和町大字尼寺

○大和町大字八反原

○大和町大字久池井

　１番地～４０８番地20、４１０番地1～6、５２７番地1～128、５３５番地1～５５２番地8、１５８６番地2、１５９７番地6～10、

　１８３９番地～１８６７番地、１８７９番地～１８８８番地、　１８９４番地～１８９９番地2、１９００番地3、１９００番地4、

  １９００番地6、１９００番地7、１９０１番地1、１９０１番地2、１９０１番地4～8、１９０１番地10、１９０１番地11

  １９０３番地1、１９０３番地2、１９０４番地～１９１５番地5、１９３８番地2（参照　春日北小校区）

川上小学校川上小学校川上小学校川上小学校

○大和町大字川上

○大和町大字東山田

○大和町大字池上

○大和町大字久留間

春日北小学校春日北小学校春日北小学校春日北小学校

○大和町大字久池井

　ただし、１番地～４０８番地20、４１０番地1～6、５２７番地1～128、５３５番地1～５５２番地8、１５８６番地2、１５９７番地6～10、

　１８３９番地～１８６７番地、１８７９番地～１８８８番地、　１８９４番地～１８９９番地2、１９００番地3、１９００番地4、

  １９００番地6、１９００番地7、１９０１番地1、１９０１番地2、１９０１番地4～8、１９０１番地10、１９０１番地11

  １９０３番地1、１９０３番地2、１９０４番地～１９１５番地5、１９３８番地2を除く（参照　春日小校区）

○大和町大字梅野

  １番地～２９３番地2（参照　松梅小校区）

松梅小学校松梅小学校松梅小学校松梅小学校

○大和町大字名尾

○大和町大字松瀬

○大和町大字梅野

　ただし、１番地～２９３番地2を除く （参照　春日北小校区）



富士小学校富士小学校富士小学校富士小学校

○富士町大字内野

○富士町大字上熊川

○富士町大字下熊川

○富士町大字松瀬

○富士町大字梅野

○富士町大字市川

○富士町大字小副川

○富士町大字鎌原

○富士町大字杉山

○富士町大字関屋

　ただし、１番地～１２７０番地を除く（参照　北山東部小校区）

○富士町大字苣木

○富士町大字畑瀬

○富士町大字古湯

北山小学校北山小学校北山小学校北山小学校

○富士町大字大串

○富士町大字大野

○富士町大字上無津呂

○富士町大字栗並

○富士町大字下無津呂

○富士町大字中原

○富士町大字麻那古

北山東部小学校北山東部小学校北山東部小学校北山東部小学校

○富士町大字古場

○富士町大字上合瀬

○富士町大字下合瀬

○富士町大字関屋

　１番地～１２７０番地（参照　富士小校区）

○富士町大字藤瀬

三瀬小学校三瀬小学校三瀬小学校三瀬小学校

○三瀬村

中川副小学校中川副小学校中川副小学校中川副小学校

○川副町大字福富

○川副町大字早津江

○川副町大字早津江津

大詫間小学校大詫間小学校大詫間小学校大詫間小学校

○川副町大字大詫間

南川副小学校南川副小学校南川副小学校南川副小学校

○川副町大字鹿江

○川副町大字犬井道

西川副小学校西川副小学校西川副小学校西川副小学校

○川副町大字小々森

○川副町大字西古賀

○川副町大字南里

東与賀小学校東与賀小学校東与賀小学校東与賀小学校

○東与賀町

思斉小学校思斉小学校思斉小学校思斉小学校

○久保田町



成章中学校成章中学校成章中学校成章中学校

◎勧興小校区（全）

◎神野小校区（全）

　ただし、神野西三丁目３番13～47号、４番～８番、１４番40～58号、１５番は指定校＝成章中、承認校＝城北中

○循誘小校区の一部（指定校＝城東中、承認校＝成章中）

　駅前中央三丁目２番、３番

○赤松小校区の一部（指定校＝城南中、承認校＝成章中）

　川原町１番1号～4号、42号～49号

　堀川町

○兵庫小校区の一部（指定校＝城東中、承認校＝成章中）

　駅前中央三丁目１番、１２番14号～24号、１３番13号～19号、１４番～１６番

　兵庫北三丁目１番～４番

○若楠小校区の一部（指定校＝城北中，承認校＝成章中）

　若宮一丁目、二丁目

　神園三丁目１６番～１８番 

　神野東三丁目１２番22号～37号、１３番11号～35号、１４番

　神野東四丁目１２番40号～45号、１３番、１４番

○開成小校区の一部（指定校＝鍋島中，承認校＝成章中）

　神園五丁目５番、６番、７番7号～18号

城南中学校城南中学校城南中学校城南中学校

◎赤松小校区（全）

◎北川副小校区（全）

○本庄小校区の一部（指定校＝城西中、承認校＝城南中）

　水ヶ江五丁目６番28号～40号

　国道208号線（南部バイパス）以北の本庄町大字袋

　本庄町大字本庄1番地～6番地、196番地～214番地

昭栄中学校昭栄中学校昭栄中学校昭栄中学校

◎日新小校区（全）

◎嘉瀬小校区（全）

◎新栄小校区（全）

○西与賀小校区の一部（指定校＝城西中、承認校＝昭栄中）

　末広二丁目（１番、２番1号～10号、８番、１３番26号～45号、１４番１号～20号、１５番を除く）

○本庄小校区の一部（指定校＝城西中、承認校＝昭栄中）

　県道西与賀・本庄線（本庄宮前から佐賀大学四つ角までの道）以北の大字本庄

城東中学校城東中学校城東中学校城東中学校

◎循誘小校区（全）

◎巨勢小校区（全）

◎兵庫小校区（全）

城西中学校城西中学校城西中学校城西中学校

◎西与賀小校区（全）

　ただし、末広二丁目のうち１番、２番1号～10号、８番、１３番26号～45号、１４番１号～20号、１５番以外は指定校＝城西中、承認校＝昭栄中

◎本庄小校区（全）

　ただし、水ヶ江五丁目６番28号～40号は指定校＝城西中、承認校＝城南中

　　　　　　国道208号線（南部バイパス）以北の本庄町大字袋、大字本庄１番地～６番地、196番地～214番地は指定校＝城西中、承認校＝城南中

　　　　　　県道西与賀・本庄線（本庄宮前から佐賀大学四つ角までの道）以北の大字本庄は指定校＝城西中、承認校＝昭栄中

城北中学校城北中学校城北中学校城北中学校

◎高木瀬小校区（全）

◎若楠小校区（全）

　ただし、若宮一丁目、二丁目、神園三丁目１６番～１８番、神野東三丁目１２番22号～37号、１３番11号～35号、１４番 、

　　　　　　神野東四丁目１２番40号～45号、１３番、１４番は指定校＝城北中、承認校＝成章中

○神野小校区の一部（指定校＝成章中、承認校＝城北中）

　神野西三丁目３番13～47号、４番～８番、１４番40～58号、１５番 

金泉中学校金泉中学校金泉中学校金泉中学校

◎金立小校区（全）

◎久保泉小校区（全）

芙蓉中学校芙蓉中学校芙蓉中学校芙蓉中学校

◎芙蓉小校区（全）

鍋島中学校鍋島中学校鍋島中学校鍋島中学校

◎鍋島小校区（全）

◎開成小校区（全）

　ただし、神園五丁目５番、６番、７番7号～18号は指定校＝鍋島中、承認校＝成章中

諸富中学校諸富中学校諸富中学校諸富中学校

◎諸富北小校区（全）

◎諸富南小校区（全）

大和中学校大和中学校大和中学校大和中学校

◎春日小校区（全）

◎川上小校区（全）

◎春日北小校区（全）



松梅中学校松梅中学校松梅中学校松梅中学校

◎松梅小校区（全）

富士中学校富士中学校富士中学校富士中学校

◎富士小校区（全）

北山中学校北山中学校北山中学校北山中学校

◎北山小校区（全）

◎北山東部小校区（全）

三瀬中学校三瀬中学校三瀬中学校三瀬中学校

◎三瀬小校区（全）

川副中学校川副中学校川副中学校川副中学校

◎中川副小校区（全）

◎大詫間小校区（全）

◎南川副小校区（全）

◎西川副小校区（全）

東与賀中学校東与賀中学校東与賀中学校東与賀中学校

◎東与賀小校区（全）

思斉中学校思斉中学校思斉中学校思斉中学校

◎思斉小校区（全）


