
 

学校名 校区 

鯰田小学校 鯰田本町 鯰田上町 鯰田浦田(松本 1、2、3、4 組を除く。) 鯰田
篠田 鯰田簀子町 鯰田新町 鯰田蛭子町 鯰田栗尾 鯰田畝割 
鯰田柳町 鯰田東町 鯰田南町 愛宕団地 

立岩小学校 立岩 新飯塚東 新飯塚西 川島 久世ケ浦 市の間 鯰田浦田(松
本 1、2、3、4 組) 芳雄 旧芳雄 柏の森 

飯塚東小学校 下三緒 三緒浦 山内 上三緒第 1 上三緒第 2 上三緒第 3 上三
緒第 4 東ケ丘 柏の森ヒルズ 下三緒団地 

菰田小学校 昭和通 中央通 駅通 南通 木の花 元宮 五穀神 大新 鶴三
緒 忠隈 

飯塚小学校 吉原町 稲荷町 宮の下 下本町 中本町 上本町 西町東 西町
西 徳前第 1 徳前第 2 徳前第 3 徳前第 4 向町 御幸町 東町東 
東町西 リバーサイド 

片島小学校 片島栄町 片島本町 片島若宮町 片島勝守町 東川津 西川津 
東横田 西横田 南横田 中央区 旭ケ丘 二瀬本町 

伊岐須小学校 高雄区 東新町 西新町 東伊岐須 西伊岐須 東伊川 南伊川
(10、11、12、13 組を除く。) 伊川・乙丸 相田 上相田 新二瀬 
新相田 新高雄 ガーデンヒルズ 新栄町 けやき台 相田団地 

幸袋小学校 緑ケ丘 幸袋本町 幸袋新町 幸袋西町 日の出町 池田 栄町 1丁
目 栄町 2 丁目 栄町 3丁目 中一 中三 大谷町 白旗団地 井の

浦 津島 柳橋 三軒家 地産 庄司 
目尾勝負谷 第二勝負谷 浜生 目尾中央 目尾薙野 第二目尾 
目尾団地 吉北 吉北元町 

飯塚鎮西小学校 蓮台寺 建花寺 大日寺 花瀬 黒萩 南伊川(10、11、12、13 組) 
新花瀬 県住はなせ 
明星寺 潤野上 潤野下 潤野牟田 東潤野 明星寺団地 花咲台 
新潤野 

八木山小学校 八木山 

頴田小学校 頴田地区 

庄内小学校 庄内地区 

内野小学校 弥山 下揚 三町 上揚 桑曲 

上穂波小学校 嘉穂 山口 馬敷 筑穂元吉 浦田 筑穂栄町 長尾 北古賀 平
塚 阿恵 出雲東 長尾東団地 

大分小学校 大野 久保山 内住本村 切畑 大分 黒石 鶯塚 氷屋 大分駅
前団地 長楽寺団地 うぐいす台 楠台 片山 ニュータウン大分 
大分駅西 

穂波東小学校 堀池 堀池東 秋松 松ケ瀬 忠隈一区 忠隈二区 忠隈浦田 忠
隈泉町 忠隈北区 忠営 忠営二区 忠営三区 楽市東区 大陣 
楽市 

南尾 南尾二区 神の浦 神の浦浦田 平恒 平恒新町 平恒本町 
平恒中野 平恒原口 南尾迎坂 



若菜小学校 振興 小正一区 小正二区 小正三区 小正浦の原 秋松西 若菜 
枝国一区 枝国二区 枝国三区 日鉄枝国 小正高畑 

椋本小学校 天道 太郎丸一区 太郎丸二区 椋本 安恒 椿 弁分 弁分彼岸
原 

高田小学校 高田 津原 舎利蔵 久保白 見田 本谷 

飯塚第一中学校 吉原町 稲荷町 宮の下 下本町 中本町 上本町 西町東 西町
西 徳前第 1 徳前第 2 徳前第 3 徳前第 4 向町 御幸町 東町東 
東町西 立岩 新飯塚東 新飯塚西 川島 久世ケ浦 市の間 鯰
田浦田(松本 1、2、3、4 組) 片島栄町 片島本町 片島若宮町 片
島勝守町 東川津 リバーサイド 西川津 東横田 西横田 南横
田 中央区 旭ケ丘 二瀬本町 鯰田本町 鯰田上町 鯰田浦田(松
本 1、2、3、4組を除く。) 鯰田篠田 鯰田簀子町 鯰田新町 鯰田

蛭子町 鯰田栗尾 鯰田畝割 鯰田柳町 鯰田東町 鯰田南町 愛
宕団地 昭和通 中央通 駅通 南通 木の花 元宮 五穀神 大
新 鶴三緒 忠隈 

飯塚第二中学校 芳雄 旧芳雄 柏の森 下三緒 三緒浦 山内 上三緒第 1 上三緒
第 2 上三緒第 3 上三緒第 4 東ケ丘 柏の森ヒルズ 下三緒団地 

二瀬中学校 高雄区 東新町 西新町 東伊岐須 西伊岐須 東伊川 南伊川
(10、11、12、13 組を除く。) 伊川・乙丸 相田 上相田 新二瀬 
新相田 新高雄 ガーデンヒルズ 新栄町 けやき台 相田団地 

幸袋中学校 緑ケ丘 幸袋本町 幸袋新町 幸袋西町 日の出町 池田 栄町 1丁

目 栄町 2 丁目 栄町 3丁目 中一 中三 大谷町 白旗団地 井の
浦 津島 柳橋 三軒家 地産 庄司 目尾勝負谷 第二勝負谷 
浜生 目尾中央 目尾薙野 第二目尾 目尾団地 吉北 吉北元町 

飯塚鎮西中学校 蓮台寺 建花寺 大日寺 花瀬 黒萩 南伊川(10、11、12、13 組) 
新花瀬 県住はなせ 明星寺 潤野上 潤野下 潤野牟田 東潤野 
明星寺団地 八木山 花咲台 新潤野 

頴田中学校 頴田地区 

庄内中学校 庄内地区 

筑穂中学校 筑穂地区 

穂波東中学校 堀池 堀池東 秋松 松ケ瀬 忠隈一区 忠隈二区 忠隈浦田 忠
隈泉町 忠隈北区 忠営 忠営二区 忠営三区 楽市東区 大陣 
楽市 南尾 南尾二区 神の浦 神の浦浦田 平恒 平恒新町 平
恒本町 平恒中野 平恒原口 南尾迎坂 

穂波西中学校 振興 小正一区 小正二区 小正三区 小正浦の原 秋松西 若菜 
枝国一区 枝国二区 枝国三区 日鉄枝国 小正高畑 天道 太郎
丸一区 太郎丸二区 椋本 安恒 椿 弁分 弁分彼岸原 久保白 
見田 高田 本谷 舎利蔵 津原 

 


