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別表第１（第２条関係） 

八代市立小学校児童通学区域 

学校名 区域 

代陽小学校 出町 通町 鷹 町 袋町 本町一丁目 本町二丁目 本町三丁目 

松江城町 本町四丁目１番１号～１番１１号 １番１９号～１番３

２号 ２番５号～２番１１号 ３番１号～３番９号 ３番１８号～

３番２９号 ５番１号～５番８号 ５番３２号～５番３４号 １８

番１号～１８番１５号 １８番３０号 １９番 ２０番１号～２０

番１６号 西松江城町１番～８番 ９番１号～９番１４号 ９番３

２号 １０番１号～１０番１４号 北の丸町１番～２番 ３番１５

号から３番７４号を結ぶ線以東 ３番５８号～３番７９号 松江本

町 興国町 緑町１２番～１５番 若草町１２番～１４番 花園町

１５番～１８番 旭中央通り１８番～２２番 黄金町１７番～２２

番 弥生町１３番～１８番 錦町１４番～１９番 夕葉町８番～１

２番 新町５番～８番 １７４番地～１７８番地 松江町の市道２

０６４号線より南側一帯 横手新町で北部幹線より東側一帯の一部

（旧松江町） 

八代小学校 本町四丁目１番１２号～１番１８号 ２番２号 ２番１２号～２番

３５号 ３番１２号～３番１７号 ４番１号～４番３２号 ５番１

２号～５番３１号 ６番～１７番 １８番１６号～１８番２６号 

２０番２２号～２０番３６号 西松江城町９番１８号～９番３１号 

１０番１６号～１０番２８号 １１番 北の丸町３番１５号から３

番７４号を結ぶ線以西 蛇篭町 八幡町 塩屋町 新地町 三楽町 

建馬町 新開町 新浜町 築添町 港町 新港町一丁目 新港町二

丁目 新港町三丁目 

太田郷小学校 東片町 上片町 中片町 西片町 長田町 上日置町 萩原町 福

正町 井上町 竹原町 島田町 日置町 十条町 福正元町 横手

本町 萩原一丁目 萩原二丁目 大手町一丁目 大手町二丁目 清

水町 緑町１番～１１番 若草町１番～１１番 花園町１番～１４

番 旭中央通り１番～１７番 黄金町１番～１６番 弥生町１番～

１２番 錦町１番～１３番 夕葉町１番～７番 新町１番～４番 

１７１番地 １７２番地 横手町 毘舎丸町 横手新町の一部（旧

横手町）末広町 

植柳小学校 植柳上町 植柳元町 植柳下町 大福寺町 

麦島小学校 古城町 中北町 迎町 迎町一丁目 迎町二丁目 栴檀町 千反町

一丁目 千反町二丁目 麦島東町 麦島西町 植柳新町一丁目 植

柳新町二丁目 

松高小学校 松崎町 永碇町 井揚町 高島町 沖町 大島町 高小原町 松江

町で市道２０６４号線より北側一帯 横手新町で北部幹線より西側

一帯の一部（旧松江町） 

八千把小学校 大村町 上野町 海士江町 田中町 古閑上町 古閑中町 古閑下

町 古閑浜町 田中東町 田中西町 田中北町 横手新町の一部

（旧田中町） 

高田小学校 豊原上町 豊原中町 豊原下町 奈良木町 本野町 平山新町 高

下東町の全域 高下西町の一部 渡町 

金剛小学校 敷川内町 催合町 揚町 高植本町 水島町 鼠蔵町 三江湖町 

北原町 葭牟田町 南平和町 北平和町 

郡築小学校 郡築一番町 郡築二番町 郡築三番町 郡築四番町 郡築五番町 

郡築六番町 郡築七番町 郡築八番町 郡築九番町 郡築十番町 

郡築十一番町 郡築十二番町 

宮地小学校 宮地町 西宮町 妙見町 古麓町 東町 

日奈久小学校 日奈久新開町 日奈久大坪町 日奈久新田町 日奈久山下町 日奈

久竹之内町 日奈久塩北町 日奈久塩南町 日奈久浜町 日奈久東
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町 日奈久中町 日奈久上西町 日奈久中西町 日奈久下西町 日

奈久馬越町 

昭和小学校 昭和日進町 昭和明徴町 昭和同仁町 

二見小学校 二見洲口町 二見本町 二見赤松町 二見下大野町 二見野田崎町 

龍峯小学校 岡町小路 岡町中 岡町谷川 興善寺町 川田町東 川田町西 

八竜小学校 坂本町西部い 坂本町西部ろ 坂本町西部は 坂本町深水い 坂本

町深水ろ 坂本町深水は 坂本町中谷い 坂本町中谷ろ 坂本町中

谷は 坂本町鮎帰い 坂本町鮎帰ろ 坂本町鮎帰は 坂本町鮎帰に 

坂本町鮎帰ほ 坂本町坂本 坂本町葉木 坂本町荒瀬 坂本町鎌瀬 

坂本町中津道 坂本町市ノ俣 坂本町川嶽 坂本町田上 坂本町鶴

喰 坂本町百済来下 坂本町百済来上 

千丁小学校 千丁町太牟田 千丁町吉王丸 千丁町新牟田 千丁町古閑出 

有佐小学校 鏡町下有佐 鏡町有佐 鏡町中島 鏡町下村 

鏡小学校 鏡町有佐 鏡町上鏡 鏡町鏡村 鏡町内田 鏡町鏡 鏡町芝口 鏡

町野崎 

文政小学校 鏡町宝出 鏡町両出 鏡町貝洲 鏡町塩浜 鏡町北新地 

東陽小学校 東陽町北 東陽町南 東陽町小浦 東陽町河俣 

泉小学校 泉町下岳 泉町栗木 泉町柿迫の一部 

泉第八小学校 泉町仁田尾 泉町椎原 泉町葉木 泉町久連子 泉町柿迫の一部 

泉町樅木 

 


