
（令和3年4月9日現在）

<設置>

学校名
フリガナ 電話番号 設置年月日

公立 小学校 大崎市立古川北小学校
オオサキシリツフルカワキタショウガッコウ

0229-28-2202 R3.4.1

公立 中学校 山元町立山元中学校
ヤマモトチョウリツヤマモトチュウガッコウ

0223-37-0032 R3.4.1

私立 中学校 秀光中学校
シュウコウチュウガッコウ

022-256-4141 R3.4.1

公立 義務教育学校 栗原市立金成小中学校
クリハラシリツカンナリショウチュウガッコウ

0228-42-1047 R3.4.1

私立 特別支援学校 支援学校仙台みらい高等学園
シエンガッコウセンダイミライコウトウガクエン

R3.4.1

※学校名及び住所については，届出等時点で記載しています。

<廃止>

学校名
フリガナ 電話番号 廃止年月日

公立 幼稚園 角田市立枝野幼稚園
カクダシリツエダノヨウチエン

0224-63-1148 R3.3.31

公立 幼稚園 角田市立西根幼稚園
カクダシリツニシネヨウチエン

0224-65-2571 R3.3.31

公立 幼稚園 登米市立豊里幼稚園
トメシリツトヨサトヨウチエン

0225-76-3323 R3.3.31

公立 幼稚園 登米市立石越幼稚園
トメシリツイシコシヨウチエン

0228-34-3170 R3.3.31

公立 幼稚園 富谷市立東向陽台幼稚園
トミヤシリツヒガシコウヨウダイヨウチエン

022-373-8216 R3.3.31

私立 幼稚園 折立幼稚園
オリタテヨウチエン

022-226-0760 R3.3.31

私立 幼稚園 岩切東光幼稚園
イワキリトウコウヨウチエン

022-255-0881 R3.3.31

私立 幼稚園 ろりぽっぷ幼稚園
ロリポップヨウチエン

022-285-5212 R3.3.31

私立 幼稚園 角田幼稚園
カクダヨウチエン

0224-63-2277 R3.3.15

私立 幼稚園 岩沼西こばと幼稚園
イワヌマニシコバトヨウチエン

0223-22-5166 R3.3.31

公立 小学校 仙台市立生出小学校赤石分校
センダイシリツオイデショウガッコウアカイシブンコウ

022-281-2133 R3.3.31

公立 小学校 角田市立東根小学校
カクダシリツヒガシネショウガッコウ

0224-69-2345 R3.3.31

公立 小学校 栗原市立金成小学校
クリハラシリツカンナリショウガッコウ

0228-42-1047 R3.3.31

公立 小学校 大崎市立長岡小学校
オオサキシリツナガオカショウガッコウ

0229-28-2202 R3.3.31

公立 小学校 大崎市立宮沢小学校
オオサキシリツミヤザワショウガッコウ

0229-28-1605 R3.3.31

公立 小学校 大崎市立富永小学校
オオサキシリツトミナガショウガッコウ

0229-28-2002 R3.3.31

公立 小学校 大崎市立清滝小学校
オオサキシリツキヨタキショウガッコウ

0229-29-2224 R3.3.31

公立 小学校 川崎町立前川小学校
カワサキチョウリツマエカワショウガッコウ

0224-84-5001 R3.3.31

公立 中学校 石巻市立門脇中学校
イシノマキシリツカドノワキチュウガッコウ

0225-22-2558 R3.3.31

公立 中学校 栗原市立金成中学校
クリハラシリツカンナリチュウガッコウ

0228-42-1047 R3.3.31

公立 中学校 山元町立坂元中学校
ヤマモトチョウリツサカモトチュウガッコウ

0223-38-0309 R3.3.31

公立 中学校 山元町立山下中学校
ヤマモトチョウリツヤマシタチュウガッコウ

0223-37-0032 R3.3.31

私立 中等教育学校 秀光中等教育学校
シュウコウチュウトウキョウイクガッコウ

022-256-4141 R3.3.31

※学校名及び住所については，届出等時点で記載しています。

※廃止予定のものも含みます。

石巻市泉町4-7-12

栗原市金成小迫高見山35-3

亘理郡山元町坂元字山作1

亘理郡山元町山寺字畑中29

仙台市宮城野区宮城野二丁目4-1

仙台市若林区沖野字高野南197-1

角田市角田字町84

柴田郡川崎町大字前川字大森111-4

設置・廃止等学校一覧表
(令和2年5月2日～令和3年5月1日）

登米市石越町北郷字長根136

富谷市明石台一丁目2番地

仙台市青葉区折立三丁目17-10

岩沼市松ヶ丘一丁目10-2

仙台市太白区茂庭字合ノ沢南31

角田市平貫字前河2-1

栗原市金成小迫高見山35-3

大崎市古川荒谷字樋の口62-2

大崎市古川宮沢字新田町34

大崎市古川富長字五右エ門6-2

大崎市古川清水沢字長泥30-2

区分

区分

住所

住所

大崎市古川荒谷字樋の口62-2

亘理郡山元町山寺字畑中29

仙台市宮城野区宮城野二丁目4-1

栗原市金成小迫高見山35-3

仙台市青葉区荒巻字青葉393

角田市島田字三口71番地

角田市高倉字本町48番地1

登米市豊里町小口前41-1

仙台市宮城野区岩切字入山22



<その他>　校名変更，住所変更，休校，休校からの再開，移転等

変更事由 区分
学校名
フリガナ 新 変更年月日

休園 公立幼稚園 白石市第一幼稚園
シロイシシダイイチヨウチエン

R3.4.1

休園 公立幼稚園 加美町立賀美石幼稚園
カミチョウリツカミイシヨウチエン

R3.4.1

校名変更 私立幼稚園 認定こども園ひかり幼稚園
ニンテイコドモエンヒカリヨウチエン

認定こども園ひかり幼稚園 R3.4.1

校名変更 私立幼稚園 ねのしろいし幼稚園
ネノシロイシヨウチエン

ねのしろいし幼稚園 R3.4.1

休校 公立小学校 仙台市立実沢小学校
センダイシリツサネザワショウガッコウ

R3.4.1

位置の変更 公立小学校 東松島市立鳴瀬桜華小学校
ヒガシマツシマシリツナルセオウカショウガッコウ

東松島市小野字宮前31 R3.4.1

位置の変更 公立小学校 女川町立女川小学校
オナガワチョウリツオナガワショウガッコウ

牡鹿郡女川町女川一丁目2-1 R2.8.1

位置の変更 公立中学校 女川町立女川中学校
オナガワチョウリツオナガワチュウガッコウ

牡鹿郡女川町女川一丁目2-1 R2.8.1

校名変更 私立専修学校 仙台医健・スポーツ専門学校
センダイイケン・スポーツセンモンガッコウ

仙台医健・スポーツ専門学校 R3.4.1

校名変更 私立専修学校 東京ITプログラミング＆会計専門学校仙台校
トウキョウITプログラミング＆カイケイセンモンガッコウセンダイコウ

東京ITプログラミング＆会計専門学校仙台校 R3.4.1

校名変更 私立専修学校 東京法律公務員専門学校仙台校
トウキョウホウリツコウムインセンモンガッコウセンダイコウ

東京法律公務員専門学校仙台校 R3.4.1

休校 私立専修学校 専門学校アニマルインターカレッジ
センモンガッコウアニマルインターカレッジ

R3.4.1

休校 私立各種学校 ホライゾンジャパンインターナショナルスクール仙台
ホライゾンジャパンインターナショナルスクールセンダイ R3.4.1

※掲載時点で認可又は届出されているものであり，今後追加されることがあります。

〇統廃合参考情報
【廃止】 ・登米市立豊里幼稚園（公営の認定こども園へ移行）

・登米市立石越幼稚園（民営の認定こども園へ移行）
・富谷市立東向陽台幼稚園（民間の認定こども園へ移管）
・角田市立東根小学校（角田市立桜小学校に統合）
・川崎町立前川小学校（川崎町立川崎小学校に統合）
・石巻市立門脇中学校（石巻市立石巻中学校に統合）
・山元町立坂元中学校及び山下中学校（統合し山元町立山元中学校として新設）
・栗原市立金成小学校及び金成中学校（義務教育学校　栗原市立金成小中学校として新設）

・大崎市立長岡小学校，宮沢小学校，富永小学校及び清滝小学校（統合し大崎市立古川北小学校として新設）

旧

東京法律専門学校仙台校

仙台医健・スポーツ＆こども専門学校

東京IT会計専門学校仙台校

牡鹿郡女川町女川浜字大原602-3

東松島市小野字裏丁39

ひかり幼稚園

根白石幼稚園

牡鹿郡女川町女川浜字大原601-1


