
・・・統廃合校等 ・・・R01加盟校 ★・・・　新規加盟校

市町村 幼・保 人数 小 人数 中 人数 高・特支 人数 市町村 幼・保 人数 小 人数 中 人数 高・特支 人数

母衣 母衣 第一 9 松江北 829 今市 今市 第一 平田 453

城北 城北 545 第二 松江南 770 大津 大津 第二 443 出雲 938

中央 内中原 685 第三 273 松江東 15 上津 上津 46 第三 出雲工業 446

雑賀 中央 334 第四 松江工業　 10 塩冶 塩冶 河南 343 出雲商業 466

津田 雑賀 湖南 545 松江商業 6 古志 神戸川 河南分校 出雲農林 8

古志原 68 津田 湖東 松江農林 20 高松 61 神戸川分校 浜山 大社 17

川津 古志原 本庄 45 市女 280 長浜 高松 南 出雲北陵

朝酌 9 川津 216 湖北 松徳 209 四絡 長浜 平田 406 出雲西

八雲 朝酌 108 鹿島 開星 高浜 四絡 向陽 202

忌部 法吉 島根 67 淞南 310 川跡 高浜 佐田 63 出雲養護

大庭 竹矢 302 美保関 松江西 ★鳶巣 14 北陽 多伎 83 みらい分教室

玉湯 乃木 954 八雲 高専 1 朝山 稗原 湖陵 147

持田 忌部 玉湯 183 宍道(定/通) 713 乙立（休） 神西 193 大社

古江 大庭 519 宍道 松工（定） 47 稗原 平田 斐川東 277

本庄 生馬 110 宍道分校 神門 灘分 斐川西 521

★大野 3 持田 254 東出雲 465 盲学校 13 神西 国富

秋鹿 古江 松徳 88 松江ろう 中央 西田 49

講武 本庄 開星 松江養護 平田 鰐淵 26

佐太 大野 清心養護 70 東 さくら

出雲郷 秋鹿 八束学園

義務教育学校 緑が丘 59 湖陵 檜山 80

揖屋 恵曇 島大附属

義務（後期） 376 乃木校舎 大社 42 東 122

意東 佐太 94 荒木 北浜

城西幼保 鹿島東 100 遙堪 伊野 53

しんじ幼保 島根 129 荘原 窪田 50

幼保園のぎ 美保関 西野 須佐

育英 25 八雲 中部 多伎

育英北 28 玉湯 出東 湖陵

御津（保） 45 大谷 北陵 102 大社 269

美保関東（保） 51 宍道 神門保育園 119 荒木 387

附属 来待 118 中央（保） 遙堪 143

暁の星 来待分校 須佐（保） 荘原

こばと（保） 意東 204 窪田（保） 西野

わかたけ(保） 揖屋 317 直江（保） 中部

まつお（保） 出雲郷 450 あすなろ（保） 出東

みずうみ第２（保）
島大附属

義務（前期） 350 あすなろ第２（保） みなみ

虹の子（保）

嵩見（保）

みずうみ（保）

袖師（保）

みどり（保）

わらべのその

比津が丘

しらゆり（保）

しらゆり第２（保）

しらゆり第３（保）

しらゆり千鳥（保）

愛恵（保）

計 7 229 18 5,789 9 2,051 15 3,352

安来 十神 345 第一 462 安来 413

島田 社日 ★第二 88 情報科学 273 計 5 338 11 1,418 9 2,485 6 2,328

宇賀荘（休） 島田 132 第三 187 大東 大東 大東 290 大東 282

能義 宇賀荘 39 広瀬 165 安来分教室 西 西 海潮 17 三刀屋 418

荒島 南 70 伯太 佐世 佐世 加茂 三刀屋分校 71

布部 能義 51 海潮 阿用 木次 211

広瀬 飯梨 38 斐伊 海潮 三刀屋 雲南分教室

比田 荒島 寺領 加茂 ★吉田 30

母里 赤江 木次 木次 掛合 78

安田 広瀬 215 三刀屋 斐伊

井尻 比田 33 斐伊(保) 寺領

赤屋 山佐 12 ★加茂 163 西日登

飯梨 布部 かもめ（保） 三刀屋 255

大塚 安田 85 掛合（保） 73 鍋山 51

安来（保） 母里 76 田井（保） 吉田

切川（保） 井尻 22 吉田（保） 田井 13

赤屋 大東（保） 掛合

計 0 0 12 1,118 4 902 2 686 計 2 236 3 319 5 626 3 771

令和２年度 島根県青少年赤十字（ＪＲＣ）加盟校登録状況　　
※随時更新　

松江市

出雲市

安来市

雲南市



市町村 幼・保 人数 小 人数 中 人数 高・特支 人数 市町村 幼・保 人数 小 人数 中 人数 高・特支 人数

三成（保） 布勢 58 仁多 横田 邑智 158 ★邑智 95

三沢（保） 三成 95 横田 大和 60 大和 30

阿井（保） 高尾 7 計 0 0 2 218 2 125 0 0

布勢（保） 亀嵩 口羽 27 羽須美 28 矢上 246

亀嵩（保） 阿井 阿須那 瑞穂 80

横田（保） 三沢 高原 43 石見 121 石見養護

馬木（保） 鳥上 瑞穂 137

八川（保） 横田 市木 20

★八川 61 矢上

馬木 49 日貫 11

計 0 0 5 270 0 0 0 0 石見東

さつき（保） 頓原 頓原 飯南 7 計 0 0 5 238 3 229 1 246

桜ヶ台（保） 志々 赤来 益田 高津 418 益田 益田

赤名（保） 赤名 吉田 吉田 199 高津 221 益田翔陽 13

来島（保） 来島 益田天使 吉田南 益田東 明誠 16

計 0 0 0 0 0 0 1 7 匹見（保） 安田 242 東陽 142 益田東

原井(休) 原井 第一 浜田 580 鎌手 真砂

石見 雲雀丘 第二 浜田商業 26 真砂 横田 103 益田養護 85

長浜 松原 第三 浜田水産 豊川 34 小野 32

美川 石見 第四 浜田(定) 西益田 196 中西

夕日ヶ丘 美川 浜田東 158 浜田(通) 桂平 美都 26

周布 金城 91 戸田 60 匹見 8

長浜 旭 浜田養護 中西 86

国府 弥栄 浜田ろう 13 益田 360

三階 ★三隅 125 東仙道

雲城 都茂 36

今福 49 匹見

波佐 計 0 0 9 1,631 6 532 3 114

★旭 134 青原（保） 津和野 津和野 70 津和野 187

弥栄 畑迫（保） 木部 日原

三隅 日原

岡見 青原

計 0 0 2 183 3 374 3 619 計 0 0 0 0 1 70 1 187

大田 大田 第一 大田 412 朝倉（保） 柿木 57 柿木 22 吉賀 109

久手 長久 175 第二 邇摩 255 木部谷（保） 七日市 45 吉賀 53

富山(休) 五十猛 59 北三瓶 朝倉 19 六日市 44

井田(休) 静間 65 志学 大田分教室 六日市 78

大田（保） 鳥井 44 第三 13 邇摩分教室 蔵木

川合（保） 久手 205 大田西 125 計 0 0 4 199 3 119 1 109

鳥井（保） 朝波 福井 海士 45 隠岐島前 152

久手（保） 北三瓶 16 海士

波根（保） 志学 16 計 0 0 0 0 1 45 1 152

静間（保） 池田 西ノ島町 みた（保） 西ノ島 西ノ島

池田（保） 川合 63 計 0 0 0 0 0 0

水上（保） 久屋 知夫村 郡（保） 知夫 知夫

温泉津（保） 大森 11 計 0 0 0 0 0 0 0 0

高山 中村（保） 西郷 西郷 150 隠岐 192

温泉津 95 原田 中条 西郷南 隠岐水産 156

仁摩 下西（保） 有木 五箇 41

計 0 0 10 749 2 138 2 667 ごか（保） 磯 73 都万 28 隠岐養護 18

あさり 69 郷田 江津 238 江津 183 都万（保） 北 21

さくら 47 渡津 ★江東 51 江津工業 168 五箇

渡津（保） 江津東 15 青陵 221 石見智翠館 都万

谷住郷（保） 川波 桜江 キリスト教
愛真 計 0 0 2 94 3 219 3 366

めぐみ（保） 津宮 幼・保 16 園 （新規：  3　園）

高角 江津清和 小学校 86 校 （新規：　2　校）

桜江 102 中学校 55 校 （新規：　5　校）　

計 2 116 2 117 3 510 2 351 高校 39 校 （新規：　  　校）

川本町 川本 125 川本 59 島根中央 234 特別支援 6 校 （新規： 　 　校）

計 0 0 1 125 1 59 1 234 合計 202 校 （新規：10校・園）
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