
地　区 市　町　村 実　施　校　名 学　校　住　所 連　絡　先

宮小学校 鹿児島市宮之浦町１９５３ ０９９－２９４－２０５０

本城小学校 鹿児島市本城町１７０５ ０９９－２９４－２１５２

花尾小学校 鹿児島市花尾町１７０ ０９９－２９８－７０１３

犬迫小学校 鹿児島市犬迫町５７４５ ０９９－２３８－０５５０

皆与志小学校 鹿児島市皆与志町４３０７ ０９９－２３８－２５５４

東桜島小学校 鹿児島市東桜島町１７ ０９９－２２１－２０５１

黒神小学校 鹿児島市黒神町２５６１ ０９９－２９３－２１０１

桜峰小学校 鹿児島市桜島松浦町３５５ ０９９－２９３－２００５

東昌小学校 鹿児島市直木町４３０７-１ ０９９－２７８－１００４

平川小学校 鹿児島市平川町３７９５ ０９９－２６１－２００１

錫山小学校

錫山中学校

前之浜小学校 鹿児島市喜入前之浜町７０３６ ０９９－３４３－０００４

生見小学校 鹿児島市喜入生見町１３６５ ０９９－３４３－０００９

一倉小学校 鹿児島市喜入一倉町５３３５ ０９９－３４５－０４５１

吉田北中学校 鹿児島市西佐多浦町２６９ ０９９－２９５－２１５２

河頭中学校 鹿児島市犬迫町１１６８ ０９９－２３８－２６６３

東桜島中学校 鹿児島市東桜島町８１０ ０９９－２２１－２３３１

飯牟礼小学校 日置市伊集院町飯牟礼１０４９－１ ０９９－２７３－２５８０

土橋小学校 日置市伊集院町土橋１３７７ ０９９－２７３－９３３１

土橋中学校 日置市伊集院町土橋１３５０ ０９９－２７３－９２３０

旭小学校 いちき串木野市金山１４０６７ ０９９６－３２－１７２４

荒川小学校 いちき串木野市荒川２３４７－１ ０９９６－３２－２０１０

冠岳小学校 いちき串木野市冠嶽１２８４４－１ ０９９６－３２－２６８８

川上小学校 いちき串木野市川上１２００ ０９９６－３６－２０４４

川畑小学校 南さつま市加世田川畑４２５７ ０９９３－５３－３０５０

長屋小学校 南さつま市加世田武田６９２３－１ ０９９３－５２－２０２２

小湊小学校 南さつま市加世田小湊８４６４ ０９９３－５３－９１４１

坊津学園 　南さつま市坊津町泊８７４８ ０９９３－６７－００１１

西目小学校 阿久根市西目１２４５ ０９９６－７２－０４４８

田代小学校 阿久根市鶴川内７２５７ ０９９６－７９－２００１

尾崎小学校 阿久根市山下５９１６ ０９９６－７２－２１００

大川小学校 阿久根市大川８０６１ ０９９６－７４－０００７

鶴川内小学校 阿久根市鶴川内３３８０ ０９９６－７２－０４８９

山下小学校 阿久根市山下８３４ ０９９６－７２－００６２

鶴川内中学校 阿久根市鶴川内１０３００ ０９９６－７２－２１０１

蕨島小学校 出水市荘３９９８ ０９９６－８３－３４１２

大川内小学校 出水市下大川内３９１５－１ ０９９６－６８－２１００

上場小学校 出水市上大川内２５８０－２７ ０９９６－６８－２２００

大川内中学校 出水市上大川内８２３ ０９９６－６８－２３００

鶴荘学園（７～９年のみ） 出水市荘１７４８ ０９９６－８２－０６３３

出水市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　令和３年４月現在

鹿児島市下福元町９８５６ ０９９－２６３－２００１

鹿児島

鹿児島市 鹿児島市

北薩

南さつま市

阿久根市

南薩

日置市

「小規模校特別認可制度」開設校

いちき串木野市



地　区 市　町　村 実　施　校　名 学　校　住　所 連　絡　先

木原小学校 霧島市国分郡田３５９２ ０９９５－４９－３１０６

川原小学校 霧島市国分川原２６５４ ０９９５－４５－３６８８

平山小学校 霧島市国分川内３０５３ ０９９５－４８－２３３０

塚脇小学校 霧島市国分上之段２２８４ ０９９５－４８－２２１１

竹子小学校 霧島市溝辺町竹子８５９ ０９９５－５９－２８３２

佐々木小学校 霧島市横川町下ノ９２０－６ ０９９５－７２－９０２２

中津川小学校 霧島市牧園町上中津川１２８２ ０９９５－７７－２４２９

持松小学校 霧島市牧園町持松１１ ０９９５－７７－２４２１

永水小学校 霧島市霧島永水３８１１ ０９９５－５７－０３６７

小浜小学校 霧島市隼人町小浜４７７４ ０９９５－４２－０５０１

中福良小学校 霧島市隼人町嘉例川１８３１－１ ０９９５－４３－９２３２

福山小学校 霧島市福山町福山２９６２－１ ０９９５－５５－２０３０

木原中学校 霧島市国分郡田３５９２ ０９９５－４９－３１０６

平出水小学校 伊佐市大口平出水９０１ ０９９５－２２－１０４５

南永小学校 伊佐市菱刈南浦１００２－５ ０９９５－２６－３９８０

竜門小学校 姶良市加治木町小山田１３６３ ０９９５－６３－３４４６

永原小学校 姶良市加治木町西別府５９４ ０９９５－６２－２８１６

北山小学校 姶良市北山３７８３ ０９９５－６８－０２８０

漆小学校 姶良市蒲生町漆３１７ ０９９５－５２－８６００

西浦小学校 姶良市蒲生町漆３１７ ０９９５－５２－８６００

幸田小学校 湧水町幸田１７６７－１ ０９９５－７４－２７０８

上場小学校 湧水町木場４１１５－１ ０９９５－７４－２７１２

南小学校 鹿屋市南町１９２ ０９９４－４９－２００３

高隈小学校 鹿屋市上高隈町６９ ０９９４－４５－２０１４

大黒小学校 鹿屋市下高隈町４６２２ ０９９４－４５－２１０５

花岡小学校

花岡中学校

高隈中学校 鹿屋市下高隈町５６８ ０９９４－４５－２０１５

高岡小学校 曽於市末吉町南之郷１０１５０－１ ０９８６－７８－１１１４

岩北小学校 曽於市末吉町岩﨑３６７５－２ ０９８６－７６－１６１４

光神小学校 曽於市末吉町諏訪方２９０－１ ０９８６－７９－１９２５

中谷小学校 曽於市財部町下財部５０８４ ０９８６－７２－１１０８

潤ヶ野小学校 志布志市志布志町帖１０６３８ ０９９－４７９－１３１４

田之浦小学校 志布志市志布志町田之浦２０１９－２ ０９９－４７９－１６１８

森山小学校 志布志市志布志町内之倉１６４２－２ ０９９－４７９－１６１６

上西小学校 西之表市西之表８７４ ０９９７－２２－０５７４

国上小学校 西之表市国上２１８１ ０９９７－２８－０００１

伊関小学校 西之表市伊関４６１－１ ０９９７－２８－０２２６

現和小学校 西之表市現和６２３２ ０９９７－２５－０００３

安城小学校 西之表市安城１００６ ０９９７－２３－７３７２

古田小学校 西之表市古田１２２５ ０９９７－２３－８９１０

住吉小学校 西之表市住吉３５５１ ０９９７－２３－８３０２

星原小学校 熊毛郡中種子町納官６４２５ ０９９７－２７－７００７

油久小学校 熊毛郡中種子町油久２３４０ ０９９７－２７－０２４１

南界小学校 熊毛郡中種子町坂井３５３０ ０９９７－２７－９００９

中種子町

霧島市

伊佐市

　０９９４－４６－３１４１

姶良・伊佐

志布志市

曽於市

西之表市

大隅

湧水町

鹿屋市

姶良市

熊毛

　鹿屋市古里町９９



地　区 市　町　村 実　施　校　名 学　校　住　所 連　絡　先

崎原小学校

崎原中学校

芦花部小学校

芦花部中学校

瀬戸内町 嘉鉄小学校 大島郡瀬戸内町嘉鉄３５３ ０９９７－７２－０７９６

尾母小学校

尾母中学校

花徳小学校 大島郡徳之島町花徳２９８３ ０９９７－８４－００６３

山小学校 大島郡徳之島町山１８０８ ０９９７－８４－９３４４

山中学校 大島郡徳之島町山２１７７－３ ０９９７－８４－９３４５

手々小学校

手々中学校

岡前小学校与名間分校 大島郡天城町与名間９４０ ０９９７－８５－２２８４

西阿木名小学校

西阿木名中学校

西阿木名小学校三京分校 大島郡天城町西阿木名１３５２ ０９９７－８５－９００２

知名町 上城小学校 大島郡知名町上城２２０ ０９９７－９３－３２１３

大島郡天城町西阿木名２６２ ０９９７－８５－９００１

０９９７－８２－１３１９大島郡徳之島町尾母３００

奄美市名瀬崎原４４ ０９９７－５２－９９００

徳之島町大島

０９９７－５４－６１６３奄美市名瀬芦花部５８５

奄美市

天城町

大島郡徳之島町手々２９７５ ０９９７－８４－９６３７


