
美里町立小中学校・幼稚園通学区一覧表 
 

 小学校  

 

■小牛田小学校区 

行政区名 住所【 】は大字 

牛飼１区 【牛飼】伊勢堂、西原、薬師の全部 伊勢堂裏、御蔵場、清水江、新西原、

新町の一部 

西原 【牛飼】新西原の一部 

八幡 【牛飼】阿弥陀、伊勢堂前、牛飼、八幡、八反の全部 伊勢堂裏、清水江、

新西原の一部 

牛飼２区 【牛飼】御蔵場、新西原、新町の一部 

【北浦】下新田、新原、原、原前の一部 

牛飼３区 【牛飼】御蔵新田、義見塚、齋の台、清水の全部 清水江、新町の一部 

【南小牛田】山の神の一部 

【北浦】新橋本、天王筒の全部 

町１区 【牛飼】新町の一部 

【南小牛田】中墫、町浦、町屋敷、山の神の一部 

町２区 【南小牛田】菖蒲江、仁、本屋敷の全部 石神、中墫、町浦、町屋敷、山

の神の一部 

下小牛田１区 【南小牛田】上江の内、山王、原江、礼の全部 石神、江の内、下小牛田

屋敷、中江の内の一部 

下小牛田２区 【南小牛田】下江の内、埣下、谷地中東、谷地中前の全部 江の内、下小

牛田屋敷、中江の内の一部 

彫堂 【北浦】彫堂、清水谷地、埣沼、丁名塚、遠門、念佛橋、蜂谷森、前田の

全部 笹舘、東谷地、待江の一部 

大口 【北浦】大口の全部 東谷地の一部 

横埣の一部 

（北浦小学校

通学区を除く） 

【北浦】原、新苗代下、新原、新高原囲いの県道鹿島台～高清水線の東側

及び中新田 9～22.409～52.709～75、下新田 1の 1～11、30～35、

41の 1～51、58～68の 1、69の 1～79、86～96の 1番 

 

■不動堂小学校区 

行政区名 住所【 】は大字 

藤ケ崎町 藤ヶ崎町、藤ヶ崎一丁目の全部 

【北浦】川戸浦、高田、素山の一部 

素山町 素山町の全部 化粧坂の一部 

【青生】惣四郎の全部 下山沢の一部 

桜木町 桜木町の全部 

【青生】上山沢の全部 下山沢の一部 

峯山 新妻の神、峯山の一部 

不動堂４区 学田、小町井、駅東二丁目、駅東三丁目、化粧坂、志賀町一丁目、志賀殿、

新妻の神、峯山の一部 

駅東１区 駅東一丁目の全部、高田の一部 

駅東２区 駅東二丁目、駅東三丁目、学田、小町井の一部、新藤ヶ崎の全部 

不動堂５区 北原、妻の神、上意江、砂子田、峯山浦、役田、内役田の全部 志賀殿、



新妻の神、大所、西舘、峯山の一部 

不動堂６区 叔廼前、新大所、塔の越の全部 西舘の一部 

不動堂７区 一本柳、勘堂、狐山、小沼、小沼添、塩釜、塩釜添、下境、新一本柳、ニ

ツ壇、待井の全部 

志賀町 志賀町二丁目、志賀町三丁目の全部 志賀町一丁目の一部 

駒米 北浦一丁目の全部 

【北浦】大田、北田、駒米、船入の全部 川戸浦、待江の一部 

 

■北浦小学校区 

行政区名 住所【 】は大字 

御免 【関根】亀田、新西原、堤筒、西原の全部 鹿嶋、新苗代江、苗代江の一 

    部 

関根 【関根】舘野、道明、船窪、谷地浦の全部 鹿嶋、新苗代江、苗代江の一 

部 

【北浦】二又の一部 

谷地 【北浦】明神、谷地、横堀の全部 

二又 【北浦】大崎、新高橋、高橋、樋場の全部 浦田上、新大崎、二又、二又

下の一部 

中組 【北浦】浦田中、浦田下、蛇沼、蛇沼前、道祖神、道祖神前、中組、中組

前の全部 浦田上、新大崎、天神前、天神南、二又下、横埣の一

部 

横埣の一部 

(小牛田小学校

通学区を除く) 

【北浦】新高原、新苗代下、高原、中新田、苗代下、米谷、米谷浦、横埣

表、横埣下、横埣前田、新米谷の全部 下新田、新原、天神前、

原、原前、横埣の一部 

新田 【北浦】浅野栄治前、大曲浦、小屋敷前、権兵衛江下、権兵衛江南、新組、

新神明、新田東、神明、神明浦、半兵衛の全部 新大曲、天神南

の一部 

起谷 【北浦】大曲、北新田、北田江、起谷、新起谷、新田、新二丁谷地、二丁

谷地、蓮沼、蓮沼浦、東又、南又、門間清四郎西の全部 新大曲

の一部 

 

■中埣小学校区 

行政区名 住所【 】は大字 

中埣１区 【中埣】山王、竪街道、町、町浦の全部 十二神、高畑、寺西、新高畑の

一部 

【中高城】中道の一部 

中埣２区 【中埣】伊勢堂、笑川、江向、北田、鴻の巣、新澤目、新西田、対面原、

天畑、中田、中田江、西田、満海壇、満海壇一の全部 寺西、薬

師堂前の一部 

【成田】西谷地、元成田の全部 

中埣３区 【中埣】上戸、上戸東、尾の崎、上原、北谷地中、下原、下原前、高空、

寺前、原前、夘時、夘時前、丸池、谷地中二、山崎、若狭の全部 

境目、境目道下、十二神、高畑、薬師堂前の一部 

【荻埣】朝日壇の一部 

高城 【中高城】土手前 

【南高城字】加藤、屋敷 



 

荻埣 【荻埣】朝日壇裏、朝日壇前、阿弥陀、江口浦、蟹屋敷、五倫壇、五倫壇

道下、三郎太裏、山王、新朝日壇、神明、宝屋敷、地蔵堂、築山、

念仏壇、的場、要害東の全部 朝日壇の一部 

平針１区 【平針】一本杉、江合、大谷地、釜が渕、上平針、高田、中江、中川原、

西田、練布川、明郷、六軒丁、若宮の全部 浦田、中川前三番の

一部 

平針２区 【平針】空屋敷、伝蔵浦、中川前一番、中川前二番、谷地前、谷地前二番、

与惣屋敷の全部 中川前三番の一部 

平針３区 【中埣】境目、境目道下の一部 

【平針】大仏二番、軍城、源内橋、境目、田中浦、田中前、谷地中の全部 

浦田の一部 

 

■青生小学校区 

行政区名 住所【 】は大字 

堀切 【青生】苗代目、東苗代目、堀切、堀切浦、堀切前、堀切前堤防の全部 横

前の一部 

松ケ崎 【青生】上浦、小谷地、下浦、町東、松ヶ崎、松ヶ崎浦、元鳴瀬、薬師堂、

鎗町西の全部 北太郎川原、新鳴瀬、横前の一部 

梅ノ木 【青生】梅の木、大田切、沼下、水越、水越苗代の全部 北太郎川原、新

鳴瀬、水越浦、柳原、的場の一部 

的場柳原 【青生】的場、柳原の一部 

笹館 【北浦】姥ヶ沢、山前の全部 笹舘の一部 

【青生】水越浦の一部 

 

■南郷小学校区 

行政区名 住所【 】は大字 

和多田沼 1 【和多田沼】上屋敷、田沼屋敷、西田、樋口屋敷、和多屋敷、半田屋敷、

前田、角田、寺東の全部 

和多田沼 2 【和多田沼】砂地一、砂地二、蛭田原、蛭田原一、蛭田原二、蛭田原三、

辻の全部 

福ヶ袋 【福ケ袋】赤江浦、一本杉、岡、狐塚、小屋田、佐藤前、袖川、辻屋敷、

鶴取、寺浦、中畑、白山堂、待井の全部 

練牛 【練牛】一号、二号、七号、八号、十号、十一号、十二号、十三号、二十

号の全部 

赤井 【練牛】六号、十四号、十五号、二十一号、二十二号の全部 

谷地中 【練牛】出来川、二十三号、二十五号、二十六号、二十七号、二十八号、

二十九号、三十三号、三十五号、三十六号、大沢下一、大沢下二、

植尻、新清水前、新なびれ、名鰭沼、沼渕の全部 【大柳】赤井

前、小口の全部 

鳥谷坂 鳥谷坂一、鳥谷坂二の全部 

大柳 1 【大柳】新屋敷、後藤渕、高出、要害の全部 

大柳 2 【大柳】高儘、宮前、明神、天神原の全部 

大柳 3 【大柳】内谷地、砂押、梅ノ木、南境、東境、田中、屋敷前の全部 

木間塚 1 【木間塚】寺前、古館、砂押、十王山の全部 

木間塚 2 【木間塚】夫婦沼西、夫婦沼東、押切西、押切東、高田、川前、原田の全



部 高玉上、土手合の一部 

上二郷 1 【木間塚】平右衛門の全部 高玉上、土手合の一部 

【二郷】後袋一号、高玉一号、高玉二号、高玉三号、清右衛門沖名一号、

治右衛門沖名一号、治郎右衛門沖名一号、境の全部 

上二郷 2 【二郷】後袋二号、後袋三号、高玉四号、前袋一号、前袋二号の全部 

上二郷 3 【二郷】高玉五号、高玉六号、喜兵衛沖名一号、半兵衛沖名一号の全部 

中二郷 1 【二郷】慶半、佐野三号の一部 

中二郷 2 【二郷】佐野一号、佐野四号の全部 慶半、佐野三号の一部 

中二郷 3 【二郷】佐野二号、佐野五号、佐野六号、佐野南、佐野七号、佐野八号、

佐野九号、佐野十号、佐野十一号、佐野十二号、佐野十三号、佐

野十四号、佐野十五号の全部 

下二郷 1 【二郷】権十郎一号、権十郎二号、甚助一号、甚助二号、甚助沖名一号、

与兵衛一号、与兵衛二号、中屋敷、蔵人主二号、蔵人主沖名一号、

権十郎沖名一号の全部 

下二郷 2 【二郷】蔵人主一号、砂山、砂山川原、並柳、並柳前、九左衛門一号、砂

押一号、砂押二号、砂押三号の全部 

下二郷 3 【二郷】干代窪一号、千代窪二号、千代窪川原、九左衛門沖名八号の全部 

小島 【二郷】小島、蛇沼向、前谷地、下谷地の全部 

 

 

 中学校  

 

中学校名 通学区 

小牛田中学校 小牛田小学校、北浦小学校、中埣小学校の学区 

不動堂中学校 不動堂小学校、青生小学校の学区 

南郷中学校 南郷小学校の学区 

 

 

 幼稚園  

 

幼稚園名 通学区 

こごた幼稚園 小牛田小学校、北浦小学校、中埣小学校の学区 

ふどうどう幼稚園 不動堂小学校、青生小学校の学区 

なんごう幼稚園 南郷小学校の学区 

 

 


