
 

 

学  校  名 通  学  区  域 

郡山市立大槻中学校 

○大槻小学校の通学区域 

 

○大成小学校の通学区域のうち大槻町(字川廻 字大六田 字

仙海東 字南反田 字二本木 字反田 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 字西宮前) 

 

○小山田小学校の通学区域のうち柏山町 土瓜一丁目 土瓜二

丁目 堤一丁目(133番から134番まで堤一丁目(133番 134番 

137番から150番まで) 堤三丁目(12番から26番まで 177番 

397番) 大槻町(字早稲田 字古屋敷 字蝦夷坦 字土瓜 字

金畑 字大坪 字川向 字六角 字六角北 字小山田 字小山

田西 字前畑 字木葉山 字小金林 字中ノ平) 

 

○朝日が丘小学校の通学区域のうち大槻町(字下前田 字人形

坦 字下衛門田 字衛門田 字中前田 字人形坦東 字石行坦 

字切通 字清水内前 字弥蔵田 字北地蔵谷地 西膳棚字西膳

棚) 

 

 

学  校  名 通  学  区  域 

郡山市立大槻小学校 

静西二丁目 大槻町(字小峯 字南新町 字中小峯 字下新町 

字西小峯 字新町 字上新町 字前小峯 字中新町 字大学屋

敷 字直道 字西勝ノ木 字葉山 字長泥 字上樋 字中田 

字岩野目 字中柵 字上柵 字八頭 字鷺田 字沢田 字三角

田 字寺西 字山海道 字町裏 字城ノ内 字上町 字桜木 

字上前田 字塚田 字下町 字下町裏 字三合畑(1番地から3

番地まで 5番地から8番地まで 10番地) 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) 字上中谷地 字

飛関 字熊野木 字川廻(4番地の2 6番地の1 22番地) 字殿

町 字北寺 字原ノ町 字北田 字二本木(6番地を除く。) 字

宮ノ前 字春日 字御花畑 字新池下 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番地を除く。) 字葉山下 字西ノ宮 字久助林 字反田(6番



地から8番地まで) 字西ノ宮西 字西ノ宮北 字長右エ門林西 

字北ノ山 字走下路 字南反田(19番地 20番地 40番地から

42番地まで) 字長右エ門林 字長右エ門林東 字西ノ山 字

中ノ平東 字中ノ平南 字横山 字早稲田(1番地から44番地ま

で 53番地から69番地まで 72番地から75番地まで)字北洞 

字福楽沢北 字福楽沢前 字福楽沢 字西原 字西原西 字杢

院林 字山下 字愛宕西 字愛宕北 字愛宕 字山下東 字愛

宕東 字山下西 字原畑 字万耕地 字鶏林 字山下前 字胡

桃沢北 字胡桃沢 字胡桃沢東 字美女池上 字美女池北 字

胡桃沢西 字胡桃沢東林 字牛ノ尾 字坦ノ腰 字被沼 字北

台 字下大谷前 字下大谷 字向山 字南台 字下大谷北 字

谷地台 字新池西 字下 字下大谷東 字境原 字山王西 字

新林 字上ノ山 字向山西 字稲荷山 字大橋向山 字柳ノ下 

字下大橋 字大橋 字向大橋 字東下 字上大谷地 字下大谷

地 字松井東 字新屋敷 字的場 字滑河内 字松井 字松井

西 字矢地内西 字矢地内 字田尻東 字田尻 字中島 字川

前 字二枚橋 字松井西林 字鎌倉 字隠居免 字上ノ林 字

矢地内西林 字矢地内東 字漆棒 字彼岸塚 字瀬戸 字北原 

字南下大谷 字南原 字南原東 字古寺 字東近内坦 字新池

南 字東渋谷 字御前道 字花輪南 字花輪西 字近内坦 字

南走下路 字北樋ノ口 字南樋ノ口 字土浮 字池田 字小市

坦 字下町東 字中ノ平(1番地から359番地まで 465番地 

492番地 507番地) 字下前田 字人形坦(1番地から5番地まで 

25番地) 字衛門田 字中前田 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) 字切通(37番地から48番地ま

で)) 

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)) 

郡山市立小山田小学校 

富田町(字上西田 字中西田 字大徳南(2番地の1から2番地の

25まで 3番地の8 3番地の10から3番地の12まで 4番地の5か

ら6番地の1まで 6番地の7から7番地の2まで 7番地の7から50

番地の4まで) 大槻町(字早稲田(45番地から52番地まで 70番

地 71番地 76番地) 字古屋敷 字蝦夷坦 字土瓜 字金畑 

字大坪 字川向 字六角 字六角北 字小山田 字小山田西 

字半縄田 字菅田(1番地から22番地の1まで 25番地の1 25番

地の4) 字広町(1番地から24番地まで 58番地から79番地ま

で) 字小山田前(1番地から11番地まで 12番地のうち(市営住

宅棟番地1―1 1―2 1―3 2―1 2―2 2―3 2―4 2―5 

2―6 1―2―1 1―2―2 1―4―1 1―4―2 1―4―3 1―4

―4 1―4―5 1―4―6 2―2―1 2―2―2 2―2―3 2―2―

4 2―2―5 2―2―6 2―2―7 2―2―11 2―2―12 2―4―

1 2―4―2 2―4―3 2―4―4 2―4―5 2―4―6) 12番地

の2 13番地以降) 字小割林 字上篠林 字下篠林 字前畑 

字木葉山 字小金林 字中ノ平(360番地から410番地まで)) 

柏山町(50番から88番まで) 土瓜一丁目 土瓜二丁目 堤一丁

目(120番 121番 133番 134番 136番から150番まで) 堤三

丁目(12番から26番まで 117番 397番) 片平町(字蟻塚(1番

地の54から1番地の58まで 1番地の74 1番地の80から1番地の

89まで 1番地の94 1番地の95 1番地の97 1番地の98 1番

地の107 1番地の108 1番地の112から1番地の130まで) 字池

下 字大山 字上高森 字川向(1番地の1 7番地の1から14番

地の3まで 23番地の1から28番地の30まで) 字釜場 字北大

山 字下川向(38番地の1から49番地まで) 字新蟻塚(1番地か

ら156番地まで) 字高森北山 字高森居久根 字出磬森 字出

磬東 字遠辺田 字中川原(12番地の1から114番地の1まで) 

字中村川向(18番地の1から19番地の5まで 20番地の4 21番地

の5) 字中川原南(3番地 4番地の1 5番地 7番地の8 7番地

の9 13番地の1 15番地の2 16番地の2 17番地の1から17番

地の3まで 20番地の1から20番地の4まで 22番地 24番地か



ら27番地まで 29番地の1 29番地の2) 字西高森 字前田 

字南山 

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)) 

 


