
学　校　名 種別 設置学部

視覚支援学校 視 小中高専 全　県 寄宿舎　有

聴覚支援学校 聴 幼小中高専 全　県 寄宿舎　有

聴覚支援学校小牛田校 聴 幼　小

船岡支援学校 肢 小中高 全　県 寄宿舎　有

肢 小　中 全　県 入院が原則

病 小　中 全　県 入院が原則

病 小中高 全　県 入院が原則

知 小中高

小牛田高等学園 知 高 全　県 寄宿舎　有

岩沼高等学園 知 高 全　県 寄宿舎　有

岩沼高等学園川崎キャンパス 知 高 全　県

女川高等学園 知 高 全　県 寄宿舎　有

病 小中高 全　県 入院が原則

知 小中高

光明支援学校 知 小中高

金成支援学校 知 小中高

角田支援学校白石校 知 小　中

石巻支援学校 知 小中高

気仙沼支援学校 知 小中高

古川支援学校 知 小中高

名取支援学校名取が丘校 知 小

利府支援学校富谷校 知 小

利府支援学校塩釜校 知 小

迫支援学校 知 小中高

小松島支援学校松陵校 知 小中

白石市・蔵王町・七ヶ宿町

石巻市・東松島市・女川町

気仙沼市・南三陸町

大崎市・加美町・美里町・涌谷町・色麻町

名取支援学校 知 小中高
仙台市（若林区，太白区）の一部
名取市（第一中学校区を除く）
名取が丘校の通学区域（中学部及び高等部）・川崎町

県立特別支援学校　通学区域一覧表

令和３年４月１日現在

通　　　　学　　　　区　　　　域

大崎市・加美町・美里町・涌谷町・色麻町
登米市・栗原市
石巻市・東松島市・女川町・気仙沼市・南三陸町

名取市の一部（第一中学校区）・岩沼市

拓桃支援学校

西多賀支援学校
仙台市太白区の一部

山元支援学校
亘理町・山元町

仙台市（青葉区・泉区・太白区）の一部

栗原市

角田支援学校 知 小中高
角田市・丸森町・大河原町・柴田町・村田町
白石校の通学区域（高等部）

※ 小松島支援，光明支援，利府支援，名取支援及び西多賀支援における仙台市の通学区域は別紙のとおりとする。
※ 通学時間（道路，交通事情），通学距離，行政単位，学校規模等の観点から，この通学区域を原則としている。
※ 高等部については，入学者選考要項等により，この通学区域を越えて募集を行う場合がある。

仙台市宮城野区の一部
多賀城市・利府町・大郷町
富谷校,塩釜校の通学区域（中学部及び高等部）

富谷市・大和町・大衡村

知 小中高
仙台市（全区）の一部
松陵校の通学区域（高等部）

仙台市（泉区，宮城野区）の一部

塩竈市・松島町・七ヶ浜町

登米市

小松島支援学校

利府支援学校 知 小中高



特別支援学校名 行政区 備考 特別支援学校名 行政区 備考

青葉区 上杉山中学校区 青葉区 第一中学校区

五城中学校区 第二中学校区

五橋中学校区 三条中学校区

台原中学校区 北仙台中学校区

宮城野区 宮城野中学校区 中山中学校区

東仙台中学校区 桜丘中学校区

東華中学校区 折立中学校区

鶴谷中学校区 広瀬中学校区

幸町中学校区 大沢中学校区

西山中学校区 吉成中学校区

田子中学校区 南吉成中学校区

若林区 八軒中学校区 広陵中学校区

南小泉中学校区 錦ケ丘中学校区

蒲町中学校区 太白区 生出中学校区 重度重複障害児
を除く

太白区 愛宕中学校区 重度重複障害児
を除く 山田中学校区 重度重複障害児

を除く

長町中学校区 重度重複障害児
を除く 人来田中学校区 重度重複障害児

を除く

西多賀中学校区 重度重複障害児
を除く 茂庭台中学校区 重度重複障害児

を除く

八木山中学校区 重度重複障害児
を除く 秋保中学校区

泉区 八乙女中学校区 泉区 七北田中学校区のうち 野村小学校区

南光台中学校区 根白石中学校区

南光台東中学校区 将監中学校区のうち 桂小学校区

宮城野区 高砂中学校区 加茂中学校区

中野中学校区 寺岡中学校区

泉区 七北田小学校区 長命ケ丘中学校区

市名坂小学校区 南中山中学校区

将監中央小学校区 高森中学校区

将監西小学校区 住吉台中学校区

向陽台中学校区 館中学校区

将監東中学校区 若林区 六郷中学校区

鶴が丘中学校区 七郷中学校区

松陵中学校区 沖野中学校区

宮城野区 岩切中学校区 太白区 中田中学校区

太白区 愛宕中学校区 重度重複障害児
のみ 郡山中学校区

長町中学校区 重度重複障害児
のみ 袋原中学校区

西多賀中学校区 重度重複障害児
のみ 富沢中学校区 重度重複障害児

を除く

生出中学校区 重度重複障害児
のみ 柳生中学校区

八木山中学校区 重度重複障害児
のみ

山田中学校区 重度重複障害児
のみ

人来田中学校区 重度重複障害児
のみ

富沢中学校区 重度重複障害児
のみ

茂庭台中学校区 重度重複障害児
のみ

宮城県立
利府支援学校

宮城県立
小松島支援学校
松陵校

(小中学部のみ設置)
※高等部は本校

七北田中学校区のうち

将監中学校区のうち

宮城県立
名取支援学校

宮城県立
西多賀支援学校
(知的障害の場合)

知的障害県立特別支援学校の通学区域（仙台市分）　　　　　　　　　　別紙

令和３年４月１日現在

居住地の学校区 居住地の学校区

宮城県立
小松島支援学校

宮城県立
光明支援学校


