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白河市立小学校及び中学校の通学区 
通学区域＜一部＞の指定校(平成 26 年 4 月 1 日施行) 

 

※宅地の分譲等により番地の枝番が生じた場合の小・中学校区は、分筆前の地番と同一とする。  

町  名 地      番 小学校 中学校 

高 山 

10 番地 1～16 番地 123 番地 10～128 番地 34  

131 番地 2～155 番地 2 235 番地～237 番地 3 
白河第二小 

白河第二中 

上記以外の番地 みさか小 

老久保 

2 番地 1～7 番地  10 番地～18 番地 3   

22 番地～48 番地 2  

55 番地 1～85 番地 2  168 番地～178 番地３ 

白河第二小 
白河第二中 

上記以外の番地 みさか小 

三本松 
26 番地～54 番地  60 番地 1～60 番地 6 白河第二小 白河第二中 

上記以外の番地 白河第一小 白河中央中 

巡り矢 

2 番地 1～6 番地    9 番地～37 番地 2   

42 番地 11  48 番地～55 番地 4   57 番地 

58 番地 3～58 番地 4  59 番地 1～68 番地 

白河第二小 白河第二中 

上記以外の番地 白河第一小 白河中央中 

金屋町 
58 番地～63 番地 2 白河第二小 白河第二中 

上記以外の番地 白河第一小 白河中央中 

道場小路 

80 番地～81 番地 4  81 番地 6  81 番地 8  

81 番地 10～81 番地 81  82 番地 3～82 番地 4  

88 番地 1～88 番地 3   88 番地 5～88 番地 7   

89 番地～130 番地 

白河第一小 白河中央中 

上記以外の番地 白河第二小 白河第二中 

郭 内 

130 番地 1～143 番地 3  151 番地 8     

151 番地 25～151 番地 26  151 番地 66   

151 番地 85  151 番地 95  177 番地 5  

177 番地 10～177 番地 12  179 番地 36  

179 番地 49 179 番地 77  

181 番地 1～181 番地 12  

181 番地 15～204 番地 207 番地 1～207 番地 3 

白河第三小 
白河中央中 

上記以外の番地 白河第一小 

追 廻 

1 番地 1～35 番地 3   35 番地 7～35 番地 11    

54 番地 1～56 番地 2 
白河第三小 

白河中央中 

上記以外の番地 白河第一小 

蛇  石 
6 番地～7 番地 白河第一小 

白河中央中 
上記以外の番地 白河第三小 
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町  名 地      番 小学校 中学校 

東三坂山 
17 番地 61～17 番地 137 白河第一小 白河南中 

上記以外の番地 みさか小 白河第二中 

菅生舘 

1 番地～6 番地   白河第一小 白河南中 

18 番地～32 番地 1  

39 番地 63  44 番地 51  44 番地 70  

46 番地 1～46 番地 14   

48 番地 1～48 番地 16  145 番地～148 番地 

白河第一小 白河中央中 

上記以外の番地 白河第三小 白河中央中 

鹿島前 

1 番地～32 番地 8  54 番地～78 番地 6  

94 番地 1～111 番地  121 番地～125 番地 

127 番地 1～142 番地 

白河第三小 白河中央中 

上記以外の番地 白河第四小 東北中 

白 坂 

石 阿 弥 陀 

500 番地～ 白河第五小 
白河南中 

上記以外の番地 白河第一小 

 


