
No 設置施設 住所(白河市) 電話番号1 白河市役所 八幡小路7番地1 22−11112 表郷庁舎 表郷⾦⼭字⻑者久保2番地 32−21143 大信庁舎 大信町屋字沢田15番地1 46−21144 東庁舎 東釜子字殿田表50番地 34−21165 大沼行政センター    (サンフレッシュ白河) 久田野城内31番地 31−10196 中央保健センター 北中川原313番地 27−21127 表郷保健センター 表郷⾦⼭字⻑者久保2番地5 32−21148 白河斎場 藤沢山14番地 22−19099 中央デイサービスセンター   (中央福祉センター) 北中川原313番地 22−115910 表郷デイサービスセンター 表郷堀之内字堀ノ内1番地5 32−350311 大信デイサービスセンター 大信増見字八幡山55番地 46−364112 東デイサービスセンター 東上野出島字干草場153番地3 34−108113 ⽩河市⻄部地域包括⽀援センター 新白河二丁目212番地 21−603214 白河市東部包括支援センター 関辺川前88番地ひもろぎの園内 31−888915 白河市地域包括支援センター 明⼾56番地12 21−033216 さくら保育園 会津町24番地7 23−226917 わかば保育園 北中川原8番地1 23−259418 おもてごう保育園 表郷番沢字成金142番地 32−230019 たいしん保育園 大信町屋字道目木8番地 46−228020 ひがし保育園 東釜子字枇杷山141番地 34−364321 大沼幼稚園 久田野豆柄久保2番地 22−351122 白坂幼稚園 白坂陣場317番地 28−207223 小田川幼稚園 泉田池ノ上239番地 22−506024 五箇幼稚園 田島明治32番地6 29−215125 関辺幼稚園 関辺松並26番地 22−788026 表郷幼稚園 表郷⾦⼭字⻑者久保2番地5 32−231727 大信幼稚園 大信町屋字道目木12番地 46−242428 ひがし幼稚園 東釜子字枇杷山28番地 34−201929 白一小児童クラブ 菖蒲沢41番地1 24−090730 白二小児童クラブ 日影2番地8 24−338031 白三小児童クラブ 寺小路64番地２ 31−234032 白三小第二児童クラブ 関川窪15番地３ 27−611133 白四小児童クラブ 久田野豆柄山3番地 27−426234 白五小児童クラブ 白坂陣場317番地 28−397435 白五小第二児童クラブ 十三原道上3番地21 24−404136 小田川小児童クラブ 泉田大久保88番地 24−658637 五箇小児童クラブ 田島165番地２ 29−287538 関辺小児童クラブ 関辺松並32番地１ 24−258539 みさか小児童クラブ みさか二丁目120番地 58−132040 表郷小児童クラブ 表郷⾦⼭字瀬⼾原108番地 32−2509
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No 設置施設 住所(白河市) 電話番号41 小野田小児童クラブ 東下野出島字髪内195番地 34−115042 釜子小児童クラブ 東釜子字熊ノ森36番地7 34−211843 信夫一小児童クラブ 大信中新城字愛宕山108番地1 46−223044 信夫二小児童クラブ 大信増見字中沢10番地 46−258545 大屋小児童クラブ ⼤信下⼩屋字⻄宿67番地1 46−382446 しらかわ病児保育室 豊池上弥次郎2番地1 21−583347 白河市産業プラザ  (人材育成センター) 中田140番地 21−736148 三重櫓 白河市郭内1番地 22−111149 二ノ丸御休処 白河市郭内1番地 24−027550 翠楽苑 白河市五郎窪山45番地1 23−688851 白河関の森公園 白河市旗宿白河内7番地2 32−292152 きつねうち温泉 東釜子字狐内47番地 34−112653 中⼼市街地市⺠交流センター（マイタウン⽩河 ） 本町2番地 31−759554 ⼤信地域市⺠交流センター 大信増見字北田76番地1 46−350055 聖ヶ岩ふるさとの森 ⼤信隈⼾地内 46−247156 白河ゴルフ倶楽部 ⼤信隈⼾字午房沢1番地14 46−261157 ⽩河市歴史⺠俗資料館（⽂化財課） 白河市中田7番地1 27−231058 小峰城歴史館 白河市郭内1番地73 24−505059 白河都市環境センター（１F） 本沼鷹ノ巣2番地 22−091060 白河第一小学校 菖蒲沢41番地1 23−324061 白河第二小学校 日影2番地8 23−324262 白河第三小学校 寺小路64番地2 23−324363 白河第四小学校 久田野豆柄山3番地 23−324564 白河第五小学校 白坂陣場317番地 28−200465 小田川小学校 泉田池ノ上239番地 23−324666 五箇小学校 田島165番地2 29−235167 関辺小学校 関辺松並26番地 23−324468 みさか小学校 みさか二丁目120番地 28−290069 表郷小学校 表郷⾦⼭字瀬⼾原108番地 32−322070 小野田小学校 東下野出島字髪内195番地 34−216971 釜子小学校 東釜⼦字⻄ノ内1番地 34−310972 信夫第一小学校 大信中新城字愛宕山108番地1 46−215173 信夫第二小学校 大信増見字中沢10番地 46−250174 大屋小学校 ⼤信下⼩屋字⻄宿85番地 46−215275 白河中央中学校 明⼾72番地5 23−324776 白河第二中学校 和尚壇2番地1 23−324877 東北中学校 泉田南之内1番地 23−324978 白河南中学校 白坂芳野68番地1 28−215579 五箇中学校 田島結城舘43番地2 29−215080 表郷中学校 表郷番沢字柳沼1番地 32−332181 東中学校 東釜子字狐内25番地 34−31692 / 3 ページ



No 設置施設 住所(白河市) 電話番号82 大信中学校 大信町屋字渋川山70番地 46−274483 学校給食センター 関辺⻄⽅1番地 23−126684 大信学校給食センター 大信増見字八幡山55番地 46−225285 中央公⺠館 天神町2番地 23−381086 表郷公⺠館 表郷番沢字桜下23番地 32−252687 市立図書館 道場小路96番地5 23−325088 白河文化交流館コミネス 会津町1番地17 23−530089 中央体育館 北中川原30番地 22−897190 国体記念体育館 北中川原30番地 22−897191 総合運動公園陸上競技場管理棟 北中川原30番地 22−897192 アナビースポーツプラザ 北中川原30番地 22−685893 しらさかの森スポーツ公園 白坂牛清水117番地 28−232294 表郷総合運動公園（天狗山球場） 表郷番沢字久ノ内22番地 32−461395 大信総合運動公園 大信上新庄字原畑地内 46−228496 東風の台運動公園 東釜子字狐内地内59番地1 34−364497 第⼀市⺠体育館 追廻70番地1 22−096698 第⼆市⺠体育館 立石山3番地 22−291599 第三市⺠体育館 明⼾102番地1 22−0924100 ⼤沼市⺠体育館 久田野城内32番地 24−6850101 武道館 向新蔵125番地2 22−1864
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