
平成 30 年度までの配送対象校の変更概要 
【第1給食センター(仮称)】 【第２給食センター(仮称)】 【第３給食センター(仮称)】

学校名 学校名

1 席田 城香 下山門

2 那珂 香椎第一 内浜

3 板付 香椎第二 壱岐

4 宮竹 箱崎 西陵

5 三筑 香椎第三 原北

6 三宅 和白 西福岡

7 横手 福岡 姪浜

8 高宮 志賀 高取

9 春吉 警固 壱岐丘

10 野間 当仁 次郎丸

11 筑紫丘 友泉 原中央

12 曰佐 城西 田隈

13 老司 平尾 金武

14 柏原 百道 玄洋

15 花畑 和白丘 元岡

16 長丘 千代 北崎

17 若久特別支援 博多 早良

18 屋形原特別支援 東福岡特別支援 城南

19 吉塚 福岡中央特別支援 原

20 東光 梅林

21 東住吉 平成３０年度に第３給食センターへ 片江

城南 長尾

平成２６年度までで終了 生の松原特別支援

22 住吉

平成２８年度に第２給食センターへ

23 千代 吉塚

24 博多 東光

25 東福岡特別支援 東住吉

26 福岡中央特別支援

平成３０年度に担当

平成３０年度に第３給食センターへ 多々良

27 生の松原特別支援 松崎

青葉

長尾

片江

原

梅林

平成３０年度に担当

箱崎清松

多々良中央

【箱崎支所】
【箱崎支所】

箱崎清松 香椎第一 学校名

多々良中央 城香 多々良

松崎 香椎第二 松崎

箱崎 香椎第三 青葉

福岡 和白丘 箱崎清松

多々良 志賀 多々良中央

青葉 和白

【那の津】
【有田】

警固 原北 学校名

平尾 高取 下山門

当仁 原中央 内浜

城西 百道 壱岐

友泉 片江 西陵

城南 長尾 西福岡

姪浜

【有田】 壱岐丘

次郎丸

下山門 田隈 原中央

内浜 金武 田隈

壱岐 梅林 金武

西陵 玄洋 高取

西福岡 元岡 玄洋

姪浜 北崎 元岡

壱岐丘 早良 北崎

次郎丸 原 早良

原北

学校名

学校名

平成２８年度に第１給食センターから第

２給食センターへ、平成３０年度に再び

第１給食センターに戻る

学校名

平成２８年度に担当、平成３０年度に第３給食センターへ

学校名
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■第１給食センター（仮称）の配送対象校 

■H 2 6～H 2 7 ■H 2 8～H 2 9 ■H 3 0以降

学校名 学校名 学校名

1 席田 1 席田 1 席田

2 那珂 2 那珂 2 那珂

3 板付 3 板付 3 板付

4 宮竹 4 宮竹 4 宮竹

5 三筑 5 三筑 5 三筑

6 三宅 6 三宅 6 三宅

7 横手 7 横手 7 横手

8 高宮 8 高宮 8 高宮

9 春吉 9 春吉 9 春吉

10 野間 10 野間 10 野間

11 筑紫丘 11 筑紫丘 11 筑紫丘

12 曰佐 12 曰佐 12 曰佐

13 老司 13 老司 13 老司

14 柏原 14 柏原 14 柏原

15 花畑 15 花畑 15 花畑

16 長丘 16 長丘 16 長丘

17 若久特別支援 17 若久特別支援 17 若久特別支援

18 屋形原特別支援 18 屋形原特別支援 18 屋形原特別支援

19 吉塚 19 吉塚

20 東光 20 東光

21 東住吉 21 東住吉

22 住吉 22 住吉

23 生の松原特別支援 19 生の松原特別支援

24 千代

25 博多

26 東福岡特別支援

27 福岡中央特別支援

20 長尾

21 片江

22 原

23 梅林

23 箱崎清松

24 多々良中央



 



 



 


