
 

 

学  校  名 通  学  区  域 

郡山市立 

郡山第七中学校 

○大成小学校の通学区域のうち静町 中野一丁目(18番を除

く。) 中野二丁目 鳴神三丁目(79番 82番から109番まで 

116番 149番から238番まで) 静西一丁目 谷地本町 大槻町

(字北中野 字北中野下 字中野 字北ノ林 字中谷地 字下

中野 字堤西 字北八耕地 字南八耕地) 

 

○朝日が丘小学校の通学区域のうち御前南一丁目 御前南二丁

目 御前南三丁目 御前南四丁目 御前南五丁目 御前南六丁

目 大槻町(字太田 字太田北 字肩張 字太田東 字向原 

字東台 字西台 字清水内 字清水内向 字石河原 字東膳棚 

字御前東 字花輪 字花輪前 字東阿良久 字日向 字日向前 

字室ノ木 字室ノ木北 字室ノ木前 字室ノ木東 字西荒久 

字原田西 字原田前 字原田際 字原田東 字原田 字原田北 

字麦塚 字南地蔵谷地 字太田西) 安積町荒井(字雷神 字柴

宮山) 

 

○柴宮小学校の通学区域のうち久留米四丁目(1番地から4番地

まで 106番地 210番地から230番地まで) 久留米五丁目(1番

地から10番地まで 24番地から46番地まで 186番地から203番

地まで) 久留米六丁目 大槻町(字仁池向 字原田 字原田

東) 安積町荒井(字大池南安積町字柴宮東 安積町荒井(字大

池南 字平四郎 字大池頭 字下中野 字東六兵衛田 字六兵

衛田 字東古屋敷 字火口内 字中野 字味噌池台 字古屋敷 

字前田 字柴宮 字笠松 字離畑 字柿木平 字上中野 字大

久保 字萬海 字柴宮山 字古屋敷山 字味噌池原 字大池北 

字柴宮東 字大池(34番地及び58番地から62番地までを除く。)) 

 

 

学  校  名 通  学  区  域 

郡山市立大成小学校 

静町 

島二丁目(15番 20番 21番 23番から37番まで 38番1号から

38番15号まで 39番 40番 41番2号から41番23号まで 42番5

号から42番8号まで) 台新一丁目(14番から39番まで) 台新二

丁目(11番から33番まで) 堤一丁目(11番から25番まで 45番



から49番まで 157番 161番から163番まで 166番 167番) 

堤二丁目(1番から37番まで 40番から228番まで233番地の3か

ら233番地の8まで) 堤三丁目(3番から11番まで 29番から111

番まで 119番から233番まで) 中野一丁目 中野二丁目 鳴

神一丁目 鳴神二丁目 鳴神三丁目 静西一丁目 谷地本町 

大槻町(字堤下 字堤 字堤西 字池上 字池上西 字北八耕

地 字南八耕地 字北中野 字北中野下 字下中野 字中野 

字東竹ケ原 字北竹ケ原 字北ノ林 字中谷地 字川廻(4番地

の2 6番地の1 22番地を除く。) 字大六田 字仙海東(1番地 

2番地 4番地 5番地 7番地から9番地までを除く。) 字南反

田(19番地 20番地 40番地から42番地までを除く。) 字反田

(6番地から8番地を除く。) 字下反田 字中反田 字影反田 

字長右エ門林南 字普門寺坦北 字普門寺坦 字三合畑(13番

地から16番地まで) 字二本木(6番地) 字西宮前(3番地 4番

地の9から4番地の12まで 5番地の3から5番地の6まで 6番地 

7番地)) 

郡山市立朝日が丘小学

校 

御前南一丁目 御前南二丁目 御前南三丁目 御前南四丁目 

御前南五丁目 御前南六丁目 大槻町(字人形坦(1番地から5番

地まで 25番地を除く。) 字下衛門田 字人形坦東 字石行坦

(1番地の1 27番地 28番地 56番地から59番地までを除く。) 

字切通(37番地から48番地までを除く。) 字太田 字太田北 

字太田東 字肩張 字向原 字東台 字西台 字清水内 字清

水内向 字清水内前 字弥蔵田 字北地蔵谷地 字南地蔵谷地 

字石河原 字東膳棚 字西膳棚 字御前東 字花輪 字花輪前 

字東阿良久 字三ツ坦 字荒久 字日向 字室ノ木 字室ノ木

北 字室ノ木前 字室ノ木東 字西荒久 字原田西 字原田前 

字原田際 字原田東(1番地 2番地 6番地 9番地の9 17番

地) 字原田(19番地 39番地 92番地を除く。) 字原田北 字

麦塚 字日向前 字太田西) 安積町荒井(字雷神 字柴宮山(3

番地の14から3番地の39まで 3番地の40のうち福島県営住宅柴

宮団地(1号棟) 3番地の41のうち福島県営住宅柴宮団地(2号棟

から7号棟まで 23号棟から30号棟まで 43号棟)3番地の44 3

番地の45 3番地の51のうち福島県営住宅柴宮団地(42号棟) 3

番地の52のうち福島県営住宅柴宮団地(41号棟) 9番地の1から

9番地の3まで 19番地から24番地まで 26番地の3 27番地 

28番地 38番地 39番地 42番地 43番地 54番地 55番地の

1 55番地の6から55番地の10まで 55番地の16 55番地の19 

55番地の26 55番地の27 55番地の52 55番地の53 55番地の

68から55番地の70まで 55番地の77 55番地の86)) 



郡山市立柴宮小学校 

久留米三丁目 久留米四丁目 久留米五丁目 久留米六丁目 

大槻町(字針生向 字仁池向 字原田(19番地 39番地 92番

地) 字原田東(1番地 2番地 6番地 9番地の9 17番地を除

く。) 字針生金畑 字堀切西(2番地 4番地から9番地まで 12

番地 13番地 15番地から24番地まで 26番地 27番地)) 安

積町字柴宮東 安積町荒井(字大池南 字平四郎 字大池頭 

字下中野 字東六兵衛田 字六兵衛田 字東古屋敷 字火口内 

字中野 字味噌池台 字古屋敷 字前田 字柴宮 字笠松 字

離畑 字柿木平 字上中野 字大久保 字萬海 字柴宮山(3番

地の4から3番地の13まで 3番地の41のうち福島県営住宅柴宮

団地(47号棟) 3番地の52のうち福島県営住宅柴宮団地(48号棟 

49号棟) 6番地の1 51番地 53番地の5 55番地の32から55番

地の35まで 55番地の38 55番地の43 55番地の48 55番地の

59 55番地の67 55番地の78) 字古屋敷山 字味噌池原 字

大池北 字安倍(5番地の122) 字雁股(4番地の6 8番地の21か

ら8番地の130まで 61番地の12から61番地の25まで 61番地の

30 71番地の30) 字太夫場加 字北鎗ケ池 字鎗ケ池 字北

巳六段 字雷神山 字巳六段 字柴宮東 字大池) 

 


