鹿屋市立小中学校区表 (令和 2年 4 月 1日現在)

学校名
鹿屋小学校

教育委員会学校教育課教職員係 電話 31
‐1137

通学区域
下誠川町 (2374
番地から2386番地 3までを除く。 )

王子町 古前城町 白崎町

本町 朝 日町 西大手町 大手町 北田町 曽田町 打馬 1丁 目 打馬 2丁目
共栄町 新栄町 向江町 西誠川町 (545
番地から1133番地までに限る。 )

欣川小学校

上誠川町 誠川町 西誠川町 (545
番地から1133番地までを除く。 )

東原小学校

東原町 (3533番地 1 から3536番地 4 までを除 く。 )

笠野原小学校

笠之原町

寿小学校

寿 5丁目から寿 8丁目まで 新川町

寿北小学校

寿 1丁目から寿 4丁目まで 札元 1丁目 札元 2丁目 旭原町
東原町 (3533番地 1 か ら3536番地 4 までに限る。 )
下誠川町 (2374番地か ら2386番地 3 までに限る。 )

田崎小学校

田崎町 川西町 川東町

西原小学校

新生町 上谷町 大浦町 西原 1丁目 西原 3丁目 (12番を除く。 )
西原 2丁 目 (13番か ら16番まで並びに 19番及び 20番 に限る。 )

西原台小学校

郷之原町 今坂町 西原 4丁目 西原 3丁目 (12
番に限る。)
番から16番まで並びに19番及び20番を除く。)
西原 2丁目 (13

花岡小学校

花岡町 白水町 海道町 古里町 根木原町 高牧町 有武町 小薄町
花里町 古江町 船間町 天神町 小野原町

野里小学校

野里町 上野町 高須町 浜田町 (1150
番地から1239番地までに限る。)

大姶良小学校

田淵町 大姶良町 獅子目町 下堀町 横山町
浜田町 (1150
番地から1239番地までを除く。)

永小原町

南小学校

南町

西俣小学校

永野田町 名貫町 池園町 萩塚町 飯隈町 星塚町

高隈小学校

上高隈町 下高隈町 (上別府 柚木原 谷田)

大黒小学校

下高隈町 (仮屋 大堀 黒坂 吉ケ別府)

輝北小学校

輝北町上百引 輝北町下百引 輝北町平房 輝北町市成 輝北町諏訪原
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鹿屋市立小中学校区表 (令和 2年 4 月 1 日現在 )

通学区域

学校名
串良小学校

教育委員会学校教育課教職員係 電話 31
‐1137

富ケ丘中央 星ヶ丘 中甫木 桜ケ丘 中郷 上大塚原下 大牧 鶴亀
上大塚原上 下大塚原 新大塚原 宮ノ下 愛ケ迫 緑ケ丘 和田 江口迫
北田迫 上之馬場 諏訪下 下甫木 永和 上之馬場下 堅田 岡崎西 岡崎東
岡崎上 白寒水 下小原南 下小原北 大坪 大迫 (大字下小原)
平和 (市道横堀広段線と星ケ丘矢柄線と交わる部分から新造山線までの東、南側)

細山田小学校

立小野 高松 堂園 馬掛 外堀 はし場 更和 新中堀 共和 花鎌 土持
東西 共心 東共心 西新町 東新町 生栗須 西新堀 新栄 竹下堀 下之段
東新堀 入部堀 平瀬 下中 中野 矢柄 上矢柄 上辰喰 辰喰 栄 上栄
伊集院 更栄 昭栄 山下
平和 (市道横堀広段線と星ケ丘矢柄線と交わる部分から新造山線までの西、北側)

上小原小学校

共栄西 共栄中 共栄東上 共栄東 鳥之巣 中宿 中山上 中山下 県営住宅
十三塚 永峯、中山原 松崎 城ケ崎 柳谷 下方限 塩塚 大迫 (大字上小原)
大久保段

吾平・学校

中央東 中央町 中央麓地区 中央西地区 神野

鶴峰小学校

鶴峰東 鶴峰中地区 鶴峰西

下名小学校

下名東 下名西
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鹿屋市立小中学校区表 (令和 2年 4 月 1日現在 )

教育委員会学校教育課教職員係 電話 31
‐1137

学校名

鹿屋中学校

通学区域

下誠川町 (2374
番地から2386番地 3までを除く。)

王子町 古前城町

白崎町 本町 朝 日町 北田町 大手町 西大手町 打馬 1丁目 打馬 2丁目
上誠川町 誠川町 西誠川町 東原町 (3533
番地 1から3536番地 4 までを除く。)

曽田町 共栄町 新栄町 向江町
鹿屋東中学校

旭原町 寿 1丁目から寿 8丁目まで 札元 1丁目 札元 2丁目 新川町
笠之原町 東原町 (3533番地 1 から3536番地 4 までに限る。 )
下誠川町 (2374番地か ら2386番地 3 までに限る。 )

第一鹿屋中学校 西原 1丁目から西原 4 丁目まで 上谷町 郷之原町 新生町 今坂町 野里町
上野町 大浦町高須町 浜田町 (1150
番地から1239番地までに限る。 )

田崎中学校

田崎町 川西町 川東町 永野田町 名貫町

大姶良中学校

田淵町 大姶良町 獅子目町 下堀町 横山町南町 池園町 萩塚町 飯隈町
星塚町 浜田町 (1150
番地から1239番地までを除く。 )

花岡中学校

永小原町

花岡町 白水町 海道町 古里町 根木原町 高牧町 有武町 小薄町 花里町
古江町 天神町 船間町 小野原町

高隈中学校

下高隈町 上高隈町

輝北中学校

輝北町上百引 輝北町下百引 輝北町平房 輝北町市成 輝北町諏訪原

串良中学校

富ケ丘中央 星ケ丘 中甫木 桜ケ丘 中郷 上大塚原下 大牧 鶴亀
上大塚原上 下大塚原 新大塚原 宮ノ下 愛ケ迫 緑ケ丘 和田 江ロ迫
北田迫 上之馬場 諏訪下 下甫木 永和 上之馬場下 堅田 岡崎西 岡崎東
岡崎上 白寒水 下小原南 下小原北 大坪 大迫 (大字下小原)
平和 (市道横堀広段線と星ケ丘矢柄線と交わる部分から新造山線までの東、南側)

細山田中学校

立小野 高松 堂園 馬掛 外堀 はし場 更和 新中堀 共和 花鎌 土持
東西 共心 東共心 西新町 東新町 生栗須 西新堀 新栄 竹下堀 下之段
東新堀 入部堀 平瀬 下中 中野 矢柄 上矢柄 上辰喰 辰喰 栄 上栄
伊集院 更栄 昭栄 山下
平和 (市道横堀広段線と星ケ丘矢柄線と交わる部分から新造山線までの西、北側
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鹿屋市立小中学校区表 (令和 2年 4 月 1日現在 )

通学区域

学校名
上小原中学校

教育委員会学校教育課教職員係 電話 31
‐1137

共栄西 共栄中 共栄東上 共栄東 鳥之巣 中宿 中山上 中山下 県営住宅
十三塚 永峯 中山原 松崎 城ケ崎 柳谷 下方限 塩塚 大迫 (大字上小原)
大久保段

吾平中学校

吾平町上名 吾平町下名 吾平町麓
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