
●令和元（2019）年度　青少年赤十字加盟校・園一覧
幼稚園・保育所 中学校 高等学校

認定こども園 義務教育学校 特別支援学校

隈庄幼　坪井幼　 出水　力合　御幸　田迎 出水　 花陵　  城南　 済々黌　 熊本 　第二

城北幼　ちぐさ幼　 高橋　　若葉    託麻原 出水南　 井芹 熊本商業

さくら幼　力合幼 帯山西　月出　 北部　　芳野　　長嶺　 熊本北　 東稜

亀の子幼　 王栄幼 託麻北　出水南　画図 龍田　　富合　 必由館　 千原台

第２さくら体育幼 山ノ内　 芳野　河内　　 下益城城南 熊本マリスト学園

くるみ幼　 大窪幼 飽田東　中緑　奥古閑 五霊　 熊本信愛女学院　　文徳

西部音楽幼　 川口  富合　隈庄　植木　　 熊本信愛女学院 熊本西

仁愛幼育(幼) 山本  田原　菱形　吉松 託麻　　西山

ひむき保 山東　壺川    池上

　 宇土　花園　走潟　宇土東　 鶴城　 網田　

　 網津　網田　三角　青海　 松橋　 豊野　 小川

松合　不知火　当尾　豊川

　 豊福　砥用　励徳　　松橋 　

緑川　中央　海東　豊野

　 　

おおくらの森幼 豊水　八嘉　山北　六栄 玉東　  菊水 北稜　 玉名工業

長洲しおかぜこども園 (長)清里　大野　　高道 長洲　 南関 玉名女子　専修大学玉名　

山鹿　八幡  平小城　めのだけ 山鹿　 鹿北    鹿本　 城北

鹿北　菊鹿　三岳 米野岳　 菊鹿 　

美鈴幼　 大津音楽幼 隈府　菊之池　戸崎　旭志　 菊池北　 泗水　 旭志 菊池農業　 大津　

　 合志南　西合志第一 合志　 大津　 武蔵ヶ丘　 　

　 大津南　菊陽南 西合志南 　

泗水東　武蔵ヶ丘　美咲野

菊陽北　大津　大津北

りんどう保　 高森保 内牧　市原　高森中央　両併　 一の宮　 南小国　 小国 阿蘇中央

　 久木野　　阿蘇西　 高森　 西原　 南阿蘇　

（高森東学園義務教育学校） 高森東学園義務教育学校

御船　滝尾　七滝中央 御船　　益城　　甲佐　　

木倉　高木　小坂　津森 矢部 　 清和　　嘉島

益城中央　広安西　甲佐 蘇陽　　木山

白旗　龍野　中島　矢部

潤徳　清和　蘇陽南

嘉島西　嘉島東  　乙女

日奈久　竜北西部　麦島 二見　　氷川　　坂本 八代　 八代東 　八代工

千丁　東陽　文政　宮原 八代第二　　八代第八

津奈木幼 葛渡　久木野 水俣第二　 緑東　 佐敷

　 湯浦　 津奈木　 袋

さざなみ保　くめ保 人吉東　人吉西　　大畑　　西 第一　  第二　  第三　　 人吉　 球磨工業　

西瀬　　木上　　深田　　湯前 錦    あさぎり　 多良木 南稜

湯山　岩野　相良南　相良北 水上   相良　 五木

山田　　渡　　 一勝地　　久米 山江　 球磨　 湯前 　

黒肥地　中原    多良木　一武

本渡南　 本渡北　  亀川 本渡 　牛深東　 稜南　

本渡東　 楠浦　  本町　 牛深   有明　 御所浦

佐伊津   御所浦    倉岳 倉岳　 栖本    新和

新和    五和　　天草 五和　 天草　 河浦

登立　  維和　　上　　 阿村　 大矢野　 維和　 松島

今津　  教良木    姫戸 姫戸　 龍ヶ岳　 苓北

龍ヶ岳   坂瀬川 本渡東

志岐　  　富岡　　 　

都呂々    栖本　   中南　　 　

計 23 158 93 26 300

70

（令和2年3月31日現在）

＼ 小計 小学校 小計 小計 小計 総数

熊本市 14 29 15 12

17

宇城 0 20 5 0 25

荒尾
玉名

2 7 4 4

25

山鹿市 0 7 5 1 13

菊池 2 14 7 2

28

阿蘇 2 6 7 1 16

上益城 0 20 8 0

9

八代 0 7 5 3 15

葦北
水俣

1 2 6 0

45

人吉
球磨

2 20 12 3 37

天草 0 26 19 0


