
京都市の公園　　2023

公　園　名 公園名別称 行政区 種別 公園番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　　在　　地 開園面積(㎡) 設置年月日

紫野宮西 北 街区 1 ムラサキノミヤニシ 北区紫野宮西町21 1,854 S10.5.14

紫野柳 北 街区 2 ムラサキノヤナギ 北区紫野上柳町49,北区小山下初音町8 2,928 S10.5.14

衣笠南道 北 街区 3 キヌガサナンドウ 北区衣笠荒見町6 3,285 S12.5.22

小松原 北 街区 4 コマツバラ 北区小松原北町120 2,948 S14.7.20

緑町 北 街区 5 ミドリマチ 北区紫竹上緑町56,北区紫竹下緑町71 1,533 S15.7.1

一条町 北 街区 6 イチジヨチョウ 北区大将軍南一条町92 1,322 S15.11.5

紙屋 北 街区 7 カミヤ 北区衣笠北荒見町15 2,717 S16.6.21

上堀川 北 街区 8 カミホリカワ 北区紫竹上高才町13,北区紫竹上本町23 2,640 S18.7.7

楽只 北 街区 9 ラクシ 北区紫野花ノ坊町,北区鷹峯旧土居町 1,710 S26.3.31

上柏野 北 街区 10 カミカシワノ 北区紫野郷之上町41-4 474 S27.3.31

下柏野 北 街区 11 シモカシワノ 北区紫野下柏野町51-5他 832 S28.3.31

大門 北 街区 12 ダイモン 北区紫竹西北町12 2,142 S28.3.31

鷹が峯 北 街区 13 タカガミネ 北区鷹峯藤林町1-17 3,054 S29.9.20

今宮 北 街区 14 イマミヤ 北区紫野今宮町193 6,413 S32.3.31

深泥ヶ池 北 街区 15 ミドロガイケ 北区上賀茂池端町11 3,064 S33.3.31

西松本 北 街区 16 ニシマツモト 北区上賀茂松本町84 2,064 S43.3.31

西賀茂 北 街区 17 ニシガモ 北区大宮中総門口町16 2,784 S43.3.31

松田 北 街区 18 マツダ 北区上賀茂畔勝町42 1,872 S44.3.31

烏帽子 北 街区 19 エボシ 北区上賀茂烏帽子ケ垣内町34 2,337 S45.3.31

岡本口 北 街区 20 オカモトグチ 北区上賀茂岡本口町1 1,963 S45.3.31

穂根束 北 街区 21 ホネヅカ 北区上賀茂土門町50 5,655 S46.3.31

糠田 北 街区 22 ヌカダ 北区上賀茂桜井町44 2,067 S46.3.31

菖蒲園 北 街区 23 ショウブエン 北区上賀茂藪田町24 2,198 S47.3.31

原谷 北 街区 24 ハラダニ 北区大北山原谷乾町19-35 558 S49.3.31

鹿ノ下 北 街区 25 カノシタ 北区西賀茂榿ノ木町69 6,331 S49.3.31

今原 北 街区 26 イマハラ 北区西賀茂南今原町89 3,573 S49.3.31

薬師山東 北 街区 27 ヤクシヤマヒガシ 北区大宮薬師山東町13-16 245 S50.3.31

鏡石 北 街区 28 カガミイシ 北区衣笠開キ町107,北区衣笠鏡石町49 1,275 S50.3.31

山ノ森 北 街区 29 ヤマノモリ 北区西賀茂山ノ森町3 3,046 S50.3.31

川上 北 街区 30 カワカミ 北区西賀茂中川上町1 3,243 S50.3.31

鎮守庵 北 街区 31 チンジュアン 北区西賀茂鎮守菴町130 2,820 S50.3.31

等持院 北 街区 32 トウジイン 北区等持院東町54内 1,095 S32.3.31

大宮西野山 北 街区 34 オオミヤニシノヤマ 北区大宮西野山町41-1 2,756 S52.7.1

水垣 北 街区 35 ミズガキ 北区西賀茂水垣町34 2,768 S53.8.10

北東 北 街区 36 キタヒガシ 北区大宮玄琢北東町3-32 236 S53.10.26

土天井 北 街区 37 ドテンジョウ 北区鷹峯土天井町23-6 707 S53.10.26

釈迦谷 北 街区 38 シャカダニ 北区大宮釈迦谷3-50 172 S54.9.6

上庄田 北 街区 39 カミショウダ 北区西賀茂上庄田町5-11 324 S57.3.1

西市原第二 北 街区 40 ニシイチハラダイニ 北区上賀茂神山7-42 292 S62.3.31

楽只東 北 街区 41 ラクシヒガシ 北区紫野上御輿町32-1他 1,834 S63.5.26

津ノ国 北 街区 42 ツノクニ 北区上賀茂津ノ国町83-4 129 H3.6.13

蟹ヶ坂 北 街区 43 カニガサカ 北区西賀茂蟹ケ坂町84 2,520 H3.8.1

大北山 北 街区 44 オオキタヤマ 北区大北山蓮ケ谷町2-1 3,354 H5.12.9

玄琢南 北 街区 45 ゲンタクミナミ 北区大宮玄琢南町10-4他 159 H8.5.2

鷹峯第二 北 街区 46 タカガミネダイニ 北区鷹峯南鷹峯町24-10 140 H9.2.6

薬師山東第二 北 街区 47 ヤクシヤマヒガシダイニ 北区大宮薬師山東町11-38他 161 H14.10.11

北東第二 北 街区 48 キタヒガシダイニ 北区大宮玄琢北東町7-14 136 H18.12.15

馬ノ目 北 街区 49 ウマノメ 北区上賀茂馬ノ目町33-3 93 H19.7.6

紫明せせらぎ第一 北 街区 50 シメイセセラギダイイチ 北区出雲路松ノ下町12他 918 H19.12.7

紫明せせらぎ第二 北 街区 51 シメイセセラギダイニ 北区小山堀池町2他 1,165 H19.12.7

紫明せせらぎ第三 北 街区 52 シメイセセラギダイサン 北区小山下総町1他 684 H19.12.7

紫明せせらぎ第四 北 街区 53 シメイセセラギダイヨン 北区小山下総町19他 796 H19.12.7

紫明せせらぎ第五 北 街区 54 シメイセセラギダイゴ 北区小山中溝町2-8他 1,044 H19.12.7

紫明せせらぎ第六 北 街区 55 シメイセセラギダイロク 北区小山中溝町10他 2,811 H19.12.7
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紫明せせらぎ第七 北 街区 56 シメイセセラギダイナナ 北区紫野宮東町10-4他 783 H19.12.7

六段田 北 街区 57 ロクダンダ 北区上賀茂六段田町12-3 353 H21.10.28

原谷中央 北 街区 58 ハラダニチュウオウ 北区原谷乾町 1,876 H22.3.31

上庄田第二 北 街区 59 カミショウダダイニ 北区西賀茂上庄田町156 1,172 H23.4.19

下庄田 北 街区 60 シモショウダ 北区西賀茂下庄田町地内 402 H26.9.30

西上之段 北 街区 61 ニシウエノダン 北区上賀茂西上之段町20-3他 136 H26.10.31

中ノ坂 北 街区 62 ナカノサカ 北区上賀茂中ノ坂町34-2 171 H29.8.28

上賀茂中山 北 街区 63 カミガモナカヤマ 北区上賀茂中山町17-26 217 R4.8.24

船岡山 北 地区 1 フナオカヤマ 北区紫野北舟岡町42他,北区紫野下若草町32他,北区紫野西野町64 56,284 S10.11.1

大宮交通 北 交通 1 オオミヤコウツウ 北区大宮西脇台町17,北区紫竹北栗栖町1 18,510 S44.3.31

二条 上京 街区 1 ニジョウ 上京区郁芳通美福東入主税町910-40他 9,100 S9.10.11

橘 上京 街区 2 タチバナ 上京区智恵光院通笹屋町下る橘町630他,上京区笹屋町1丁目535-1他 6,119 S14.7.1

北町 上京 街区 3 キタマチ 上京区天神通上ノ下立売上る北町572-1 783 S15.10.10

西町 上京 街区 4 ニシマチ 上京区一条通紙屋川下る西町184 836 S16.6.10

玄武 上京 街区 5 ゲンブ 上京区室町通鞍馬口西入岩栖院町51-1他,上京区竹園町8他,上京区長乗東町214-5,上京区森ノ木町464-10 4,089 S17.7.15

中村 上京 街区 6 ナカムラ 上京区下立売日暮西入中村町538他,上京区西院町747-34他 1,633 S24.5.16

西陣 上京 街区 7 ニシジン 上京区大宮通上立売上る阿弥陀寺町723他,上京区樋之口町261他 1,533 S25.8.10

辰巳 和楽 上京 街区 8 タツミ 上京区智恵光院下長者町上る西辰巳町116-3他,上京区須浜町568他 1,632 S25.8.10

翔鸞 上京 街区 9 ショウラン 上京区七本松通五辻上る東柳町551他 1,290 S25.8.10

扇町 天神 上京 街区 10 オウギチョウ 上京区堀川通上御霊前上る扇町723-3他,上京区下清蔵口町493-13 4,915 S28.3.31

睦 上京 街区 11 ムツミ 上京区新町通寺之内上る東入畠中町43他 555 S29.3.31

小川 上京 街区 12 オガワ 上京区上立売小川東入上小川町107-1他,上京区御三軒町54他,上京区西大路町59,上京区近衛殿北口町213他 2,481 S29.9.20

鶴山 上京 街区 13 ツルヤマ 上京区寺町通上立売通上る鶴山町5-2他 2,326 S31.3.31

名和 上京 街区 14 ナワ 上京区大宮通中立売上る梨木町193-2,上京区糸屋町201-5 492 S15.4.1

内野 大極殿 上京 街区 15 ウチノ 上京区千本通丸太町上る西入小山町879-2,中京区聚楽廻東町35-1他 1,571 S15.8.15

戻橋 上京 街区 16 モドリバシ 上京区堀川通一条上る堅富田町 826 S29.9.20

桜井 上京 街区 18 サクライ 上京区智恵光院通五辻下る桜井町95他 1,569 H14.8.16

堀川せせらぎ第一 上京 街区 19 ホリカワセセラギダイイチ 上京区下天神町651-2他 1,279 H19.12.7

堀川せせらぎ第二 上京 街区 20 ホリカワセセラギダイニ 上京区百々町531他 701 H19.12.7

堀川せせらぎ第三 上京 街区 21 ホリカワセセラギダイサン 上京区芝之町503他 634 H20.7.31

堀川せせらぎ第四 上京 街区 22 ホリカワセセラギダイヨン 上京区上天神町631他 652 H29.6.30

仁和 上京 街区 23 ニンナ 上京区一番町107 674 H31.4.1

下鴨森が前 左京 街区 1 シモガモモリガマエ 左京区下鴨西高木町6 1,798 S10.5.14

下鴨膳部 あおい 左京 街区 2 シモガモカシワベ 左京区下鴨東梅ノ木町9 2,078 S10.5.14

中川原 左京 街区 3 ナカガワラ 左京区下鴨貴船町61 1,487 S12.5.22

高原 左京 街区 4 タカハラ 左京区田中西高原町4,左京区田中北春菜町8 3,538 S13.5.24

地蔵本 左京 街区 5 ジゾウモト 左京区一乗寺地蔵本町27 2,287 S13.5.24

飛鳥井 左京 街区 6 アスカイ 左京区田中飛鳥井町7 2,852 S13.8.1

馬場 左京 街区 7 バンバ 左京区浄土寺下馬場町52 2,835 S15.4.1

萩 左京 街区 8 ハギ 左京区下鴨萩ケ垣内町20 4,218 S15.12.1

北白川 左京 街区 9 キタシラカワ 左京区北白川上別当町37 1,963 S16.5.1

南田 左京 街区 10 ミナミダ 左京区浄土寺上南田町32 2,290 S16.6.1

宮の前 左京 街区 11 ミヤノマエ 左京区鹿ケ谷上宮ノ前町9 3,061 S17.11.15

上終 左京 街区 12 カミハテ 左京区北白川瀬ノ内町46,左京区北白川東瀬ノ内町41 3,940 S18.7.30

一乗寺 左京 街区 13 イチジョウジ 左京区一乗寺清水町4,左京区一乗寺松田町170 2,532 S28.3.31

茶の木原 左京 街区 14 チャノキハラ 左京区下鴨北茶ノ木原町13他 2,049 S33.3.31

岩倉 左京 街区 15 イワクラ 左京区岩倉上蔵町120他 1,850 S34.3.31

川端 左京 街区 16 カワバタ 左京区川端丸太町下堤町94-7 1,361 S35.4.1

辻 左京 街区 17 ツジ 左京区一乗寺宮ノ東町54 2,848 S35.4.1

塚本 左京 街区 18 ツカモト 左京区一乗寺塚本町42 2,702 S35.4.1

松賀茂 左京 街区 19 マツガモ 左京区松ヶ崎呼返町47,左京区松ヶ崎芝本町30 1,990 S36.3.31

野田 左京 街区 20 ノダ 左京区一乗寺野田町20 1,893 S36.4.1

静原 左京 街区 21 シズハラ 左京区静市静原町1028他 581 S36.3.31

泉殿 西吉田 左京 街区 22 イズミドノ 左京区吉田泉殿町49-1他 370 S36.3.31
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西浦畑 左京 街区 23 ニシウラバタ 左京区一乗寺西浦畑町19 3,130 S37.3.31

高槻 左京 街区 24 タカツキ 左京区一乗寺高槻町2 2,727 S38.3.31

閉川原 左京 街区 25 トジガワラ 左京区一乗寺東閉川原町1,左京区山端大城田町30-2 1,662 S44.3.31

高岸南 左京 街区 26 タカギシミナミ 左京区鹿ケ谷高岸町 1,200 S46.4.1

檜峠 左京 街区 27 ヒノキトウゲ 左京区修学院檜峠町11-42他,左京区修学院開根坊町26-3 804 S46.3.31

高岸北 左京 街区 28 タカギシキタ 左京区鹿ケ谷高岸町39-3 159 S47.4.1

西幡枝 左京 街区 29 ニシハタエダ 左京区岩倉幡枝町601-50 892 S47.4.1

池ノ内 左京 街区 30 イケノウチ 左京区上高野池ノ内町12-39,左京区上高野市川町1-26 483 S47.4.1

掃部林 左京 街区 31 カモンバヤシ 左京区上高野掃部林町3-5他 454 S47.4.1

修学院犬塚 左京 街区 32 シュウガクインイヌヅカ 左京区修学院犬塚町8-10 215 S48.3.31

長谷東 左京 街区 33 ナガタニヒガシ 左京区岩倉長谷町230-13 308 S48.3.31

長谷西 左京 街区 34 ナガタニニシ 左京区岩倉長谷町230-15 811 S48.3.31

南四ノ坪 左京 街区 35 ミナミヨンノツボ 左京区岩倉南四ノ坪町1 2,775 S48.3.31

岩倉池田 左京 街区 36 イワクライケダ 左京区岩倉北池田町66 2,727 S48.3.31

正田 左京 街区 37 ショウデン 左京区松ヶ崎正田町5-6 151 S49.3.30

東市原 左京 街区 38 ヒガシイチハラ 左京区静市市原町1001-40 837 S49.3.30

南市原 左京 街区 39 ミナミイチハラ 左京区静市市原町652-8 99 S50.3.31

二軒茶屋 左京 街区 40 ニケンヂャヤ 左京区静市市原町910-15 720 S50.3.31

西市原 左京 街区 41 ニシイチハラ 左京区静市市原町721-3 315 S50.3.31

忠在地 左京 街区 42 チュウザイヂ 左京区岩倉忠在地町 3,175 S50.3.31

鷺 左京 街区 43 サギ 左京区上高野石田町101 2,294 S50.3.31

東幡枝 左京 街区 44 ヒガシハタエダ 左京区岩倉幡枝町743-16 268 S50.3.31

鳥脇 左京 街区 45 トリワキ 左京区上高野鳥脇町3-11 380 S51.3.31

畑 左京 街区 46 ハタ 左京区上高野畑町11-4他 110 S51.3.31

石倉 左京 街区 47 イシクラ 左京区岩倉長谷町517-21 1,500 S51.3.31

東田 左京 街区 48 ヒガシダ 左京区上高野東田町15-30,左京区八瀬野瀬町281-29 927 S52.3.31

草生 左京 街区 49 クサオ 左京区大原草生町568 1,111 S52.3.31

近衛 左京 街区 50 コノエ 左京区八瀬近衛町354-17 157 S52.3.31

中在地北 左京 街区 51 ナカザイヂキタ 左京区岩倉在地町43 2,811 S52.3.31

中在地南 左京 街区 52 ナカザイヂミナミ 左京区岩倉中在地町40 1,536 S52.3.31

忠在地北 左京 街区 53 チュウザイヂキタ 左京区岩倉忠在地町3 1,470 S52.3.31

忠在地中 左京 街区 54 チュウザイヂナカ 左京区岩倉忠在地町23 2,808 S52.3.31

静市 左京 街区 55 シズイチ 左京区静市市原町1081-8 367 S53.3.1

長谷北第二 左京 街区 56 ナガタニキタダイニ 左京区岩倉長谷町664-3 355 S53.3.1

南市原第二 左京 街区 57 ミナミイチハラダイニ 左京区静市市原町920-10 197 S53.10.26

野中 左京 街区 58 ノナカ 左京区静市野中町250-5 946 S53.10.26

花園 左京 街区 59 ハナゾノ 左京区岩倉花園町627-2 279 S53.10.26

山端 左京 街区 60 ヤマバナ 左京区山端橋ノ本町1 1,273 S54.4.19

中町 左京 街区 61 ナカマチ 左京区岩倉中町 2,410 S54.4.19

東開 左京 街区 62 ヒガシヒラキ 左京区高野東開町1-6 2,000 S55.2.3

河原田 左京 街区 63 カワハラダ 左京区松ヶ崎河原田町4-24他 207 S54.6.29

秋元 左京 街区 64 アキモト 左京区八瀬秋元町139-2 220 S54.11.16

西開 左京 街区 65 ニシヒラキ 左京区高野西開町34-7 1,415 S56.10.1

玉岡 左京 街区 66 タマオカ 左京区高野玉岡町1-146 770 S56.10.1

北市原 左京 街区 67 キタイチハラ 左京区静市市原町158-8 124 S57.3.1

花園東 左京 街区 68 ハナゾノヒガシ 左京区岩倉花園町541-9 903 S58.3.31

長谷南 左京 街区 69 ナガタニミナミ 左京区岩倉長谷町28-6 138 S58.3.31

小山 左京 街区 70 コヤマ 左京区浄土寺小山町1-3 383 S58.12.16

蓼原 左京 街区 71 タデハラ 左京区高野蓼原町14-7 245 S59.8.31

北市原第二 左京 街区 72 キタイチハラダイニ 左京区静市市原町1235-47 411 S60.3.29

養正 左京 街区 73 ヨウセイ 左京区田中馬場町 2,367 S61.3.31

花園東第二 左京 街区 74 ハナゾノヒガシダイニ 左京区岩倉花園町640-14 122 S63.3.31

中下在地 左京 街区 75 ナカシモザイチ 左京区岩倉下在地町 2,230 H1.2.10

村松 左京 街区 76 ムラマツ 左京区岩倉村松町130-5 914 H1.3.31
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静市第二 左京 街区 77 シズイチダイニ 左京区静市市原町475-10 210 H1.3.31

十権寺 左京 街区 78 ジュウゴンジ 左京区修学院十権寺町7-13他 474 H1.6.22

花園西 左京 街区 79 ハナゾノニシ 左京区岩倉花園町196-6 154 H2.3.31

村松第二 左京 街区 80 ムラマツダイニ 左京区岩倉村松町85-16 110 H10.2.12

修学院犬塚第二 左京 街区 81 シュウガクインイヌヅカダイニ 左京区修学院犬塚町12-4 258 H10.3.31

壱町田 左京 街区 82 イッチョウダ 左京区松ヶ崎壱町田町6-7 192 H10.10.8

西河原 左京 街区 83 ニシガワラ 左京区岩倉西河原町 447 H12.4.13

下在地第二 左京 街区 84 シモザイヂダイニ 左京区岩倉下在地町 677 H12.4.13

修学院離宮道 左京 街区 85 シュウガクインリキュウミチ 左京区修学院泉殿町3-1 195 H12.7.27

南市原第三 左京 街区 86 ミナミイチハラダイサン 左京区静市市原町887-16他 143 H12.12.21

北市原第三 左京 街区 87 キタイチハラダイサン 左京区静市市原町1245-4 310 H13.3.22

小竹藪 左京 街区 88 コタケヤブ 左京区松ヶ崎小竹藪町24-19 276 H14.2.28

南禅寺草川 左京 街区 89 ナンゼンジクサカワ 左京区南禅寺草川町894 192 H16.9.13

吉田河原 左京 街区 90 ヨシダガワラ 左京区吉田河原町15-18 513 H17.4.4

忠在地第二 左京 街区 91 チュウザイヂダイニ 左京区岩倉忠在地町94-4 147 H20.5.8

幡枝第一 左京 街区 92 ハタエダダイイチ 左京区岩倉幡枝町785-8 744 H20.5.8

幡枝第二 左京 街区 93 ハタエダダイニ 左京区岩倉幡枝町785-19 303 H20.5.8

長谷馬場南 左京 街区 94 ナガタニバンバミナミ 左京区岩倉長谷町1821 1,137 H20.10.10

花園第二 左京 街区 95 ハナゾノダイニ 左京区岩倉北花園町162-10 147 H21.3.26

幡枝御反田 左京 街区 96 ハタエダコタンダ 左京区岩倉幡枝町2066 2,501 H21.10.8

長谷西第二 左京 街区 97 ナガタニニシダイニ 左京区岩倉長谷町421-3 112 H21.10.19

北市原第四 左京 街区 98 キタイチハラダイヨン 左京区静市野中町291-5 174 H22.3.31

幡枝庄田 左京 街区 99 ハタエダショウダ 左京区岩倉幡枝町2567 2,426 H22.6.7

長谷土田 左京 街区 100 ナガタニツッタ 左京区岩倉長谷町1930 1,819 H23.4.21

銀閣寺前町 左京 街区 101 ギンカクジマエチョウ 左京区銀閣寺前町41-12 103 H23.7.7

三宅 左京 街区 102 ミヤケ 左京区岩倉三宅町271-4 152 H23.9.26

静市第三 左京 街区 103 シズイチダイサン 左京区静市市原町255-2 150 H24.10.18

村松第三 左京 街区 104 ムラマツダイサン 左京区岩倉村松町108-5 315 H24.10.30

岩倉中河原 左京 街区 105 イワクラナカカワラ 左京区岩倉中河原町67 2,230 H27.4.10

幡枝石清水 左京 街区 106 ハタエダイワシミズ 左京区岩倉幡枝町2450 2,001 H28.3.16

幡枝石清水第二 左京 街区 107 ハタエダイワシミズダイニ 左京区岩倉幡枝町565-21 117 H28.3.16

岩倉長尾 左京 街区 108 イワクラナガオ 左京区岩倉幡枝町2265 1,898 H30.3.30

幡枝くるすの 左京 街区 109 ハタエダクルスノ 左京区岩倉幡枝町2289 984 H30.5.25

南市原第四 左京 街区 110 ミナミイチハラダイヨン 左京区静市市原町886-2 114 H30.6.28

村松第四 左京 街区 111 ムラマツダイヨン 左京区岩倉村松町82-14 206 R2.4.30

花園東第三 左京 街区 112 ハナゾノヒガシダイサン 左京区岩倉花園町67-13 185 R3.4.28

南市原第五 左京 街区 113 ミナミイチハラダイゴ 左京区静市市原町899-4 133 R3.4.28

畑第二 左京 街区 114 ハタダイニ 左京区上高野畑町30-3，33-12 141 R3.12.20

一乗寺(近隣) 左京 近隣 1 イチジョウジ 左京区一乗寺御祭田町1他 17,820 S24.4.28

岩倉南 左京 近隣 3 イワクラミナミ 左京区岩倉西河原町他 10,604 H1.6.22

岩倉東 左京 近隣 4 イワクラヒガシ 左京区岩倉忠在地町 28,518 H15.4.18

岡崎 左京 総合 1 オカザキ 左京区岡崎最勝寺町,左京区岡崎円勝寺町,左京区岡崎法勝寺町,左京区岡崎成勝寺町,左京区南禅寺草川町 181,819 M37.7.8

宝が池 左京 広域 1 タカラガイケ 左京区上高野流田町8他 782,124 S39.5.5

村松緑地 左京 都緑 1 ムラマツリョクチ 左京区岩倉村松町32-1他,左京区岩倉忠在地町(2-1) 1,538 S52.3.31

岩倉緑地 左京 都緑 2 イワクラリョクチ 左京区岩倉東五田町24,78 10,289 S59.3.2

吉田山緑地 左京 都緑 3 ヨシダヤマリョクチ 左京区吉田神楽岡町30-1,17-1他 52,573 H12.4.1

修学院緑地 左京 都緑 4 シュウガクインリョクチ 左京区修学院中林町62 219 S31.10.15

一乗寺緑地 左京 都緑 5 イチジョウジリョクチ 左京区山端柳ケ坪町42-1,108,左京区山端壱町田町30-2他 2,681 S31.10.15

壬生檜 中京 街区 1 ミブヒノキ 中京区壬生西檜町19 2,912 S12.5.22

鹿垣 中京 街区 2 シカガキ 中京区西ノ京西鹿垣町45 796 S13.5.24

西の京 中京 街区 3 ニシノキョウ 中京区西ノ京笠殿町163 4,458 S14.8.1

円町 中京 街区 4 エンマチ 中京区西ノ京北円町78 889 S15.10.10

富小路殿 中京 街区 5 トミノコウジデン 中京区富小路通二条上る鍛冶屋町368六丁目281 3,381 S16.6.30

御射山 中京 街区 6 ミサヤマ 中京区蛸薬師通東洞院東入御射山町282他,中京区泉正寺315他 2,607 S23.11.26
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生祥 中京 街区 7 セイショウ 中京区六角通麩屋町西入大黒町87他 660 S24.1.5

三条大宮 中京 街区 8 サンジョウオオミヤ 中京区大宮通三条下る三条大宮町274,中京区三条通大宮西入上互町70-2他 1,527 S24.1.14

錦坊城 中京 街区 9 ニシキボウジョウ 中京区壬生御所ノ内町13 2,378 S24.4.13

壬生 中京 街区 10 ミブ 中京区壬生森前町2-2,中京区壬生高樋町33-1 6,544 S25.3.31

姉坊城 中京 街区 11 アネボウジョウ 中京区西ノ京池ノ内町26-25,中京区西ノ京勧学院町3-2他 1,636 S25.8.10

夷川 中京 街区 12 エビスガワ 中京区夷川通小川東入東夷川町641他,中京区毘沙門町411他 1,063 S25.8.10

三条坊町 中京 街区 13 サンジョウボウジョウ 中京区西ノ京三条坊町1他 5,641 S27.4.1

竹間 中京 街区 14 チッカン 中京区竹屋町通間ノ町西入堀之内町619他,中京区楠町613他,中京区三本木5-471他 3,688 H12.4.27

新建 中京 街区 15 シンダテ 中京区西ノ京新建町 968 S54.7.21

先斗町 中京 街区 16 ポントチョウ 中京区梅之木町145他 864 S36.3.31

新京極 中京 街区 17 シンキョウゴク 中京区新京極東裏通蛸薬師下る裏寺町538-9他 1,011 S39.3.31

神明 中京 街区 18 シンメイ 中京区中新道六角下る壬生神明町1-62 490 S42.3.31

坊城 中京 街区 19 ボウジョウ 中京区壬生坊城町48-11 760 S52.7.1

星池 中京 街区 20 ホシガイケ 中京区西ノ京星池町17-50他 1,700 S56.4.1

栂尾 中京 街区 21 トガノオ 中京区西ノ京栂尾町　他 2,300 H8.7.25

本能 中京 街区 22 ホンノウ 中京区六角通油小路東入ル本能寺町92-6他 918 H11.4.8

銅駝 中京 街区 23 ドウダ 中京区河原町二条上る清水町 520 H13.9.5

朱雀 中京 近隣 1 スザク 中京区西ノ京船塚町4他,西ノ京永本町 19,102 S24.7.21

二条(近隣) 中京 近隣 2 ニジョウ 中京区西ノ京北聖町46他 6,270 S24.8.12

梅屋広場 中京 広場 1 ウメヤヒロバ 中京区梅屋町174-1 1,822 H17.4.8

新京極六角 中京 都緑 1 シンキョウゴクロッカク 中京区桜之町430-1他 1,063 H3.3.31

本町 東山 街区 1 ホンマチ 東山区本町三丁目108他 1,225 S24.4.21

松原橋 東山 街区 2 マツバラバシ 東山区宮川筋五丁目344他 455 S27.4.1

耳塚 東山 街区 3 ミミヅカ 東山区茶屋町 664 S13.6.1

清水坂 東山 街区 4 キヨミズザカ 東山区清水二丁目205-2 567 S45.3.31

宝蔵 東山 街区 5 ホウゾウ 東山区今熊野宝蔵町7他 1,034 S50.3.31

三条東 東山 街区 6 サンジョウヒガシ 東山区花見小路通三条下る教業町,東山区三条通東大路西入一丁目下る長光町 915 S57.3.31

粟田坊町 東山 街区 7 アワタボウチョウ 東山区粟田口三条坊町19-3 243 H2.3.31

団栗橋 東山 街区 8 ドングリバシ 東山区宮川筋二丁目240-4 234 H5.12.9

南日吉 東山 街区 9 ミナミヒヨシ 東山区今熊野南日吉町148-51 772 H8.2.1

高台寺 東山 街区 10 コウダイジ 東山区下河原高台寺門前下河原町526-1 3,120 H10.7.19

宮ノ内 東山 街区 11 ミヤノウチ 東山区一橋宮ノ内町31-3他 1,159 H12.6.22

六原 東山 街区 12 ロクハラ 東山区梅林町576-6 703 H18.5.26

粟田坊町第二 東山 街区 13 アワタボウチョウダイニ 東山区粟田口三条坊町22-2 213 H20.9.1

きよみず 東山 街区 14 キヨミズ 東山区清水四丁目185-7 300 H22.5.12

円山 東山 風致 1 マルヤマ 東山区円山町473他,東山区鷲尾町524他,東山区祇園町北側350他 86,641 M19.12.25

東山山頂 東山 風致 2 ヒガシヤマサンチョウ 東山区粟田口高台寺山町,山科区厨子奥花鳥町 5,155 S35.3.31

大仏殿跡緑地 東山 都緑 1 ダイブツデンアトリョクチ 東山区茶屋町531 2,340 H13.7.10

ラクト山科 山科 街区 1 ラクトヤマシナ 山科区安朱南屋敷町34 739 H12.4.1

川田 山科 街区 2 カワタ 山科区川田前畑町20-1他 2,327 S38.4.1

東山台 山科 街区 3 ヒガシヤマタ゛イ 山科区御陵封ジ山町2-194 1,314 S46.1.16

櫃川 山科 街区 4 ヒツガワ 山科区西野櫃川町58-6 466 S46.3.31

中鳥井北 山科 街区 5 ナカトリイキタ 山科区西野山中鳥井町124-16 444 S46.3.31

中鳥井南 山科 街区 6 ナカトリイミナミ 山科区西野山中鳥井町132-80 895 S46.3.31

柴山西 山科 街区 7 シバヤマニシ 山科区勧修寺柴山8-160,山科区西野山中鳥井町169-41 2,010 S46.3.31

柴山東 山科 街区 8 シバヤマヒガシ 山科区勧修寺柴山8-163,山科区勧修寺堂田58-9 1,517 S46.3.31

堂田 山科 街区 9 ドウデン 山科区勧修寺堂田13-3他 931 S46.3.31

坂ノ上田村麻呂 山科 街区 10 サカノウエノタムラマロ 山科区勧修寺東栗栖野町46他 2,796 S46.3.31

川田山田 山科 街区 11 カワタヤマダ 山科区川田山田15-76 224 S46.3.31

菱尾田 山科 街区 12 ヒシオダ 山科区川田菱尾田町17-132 283 S46.3.31

大塚 山科 街区 13 オオツカ 山科区大塚高岩町1-15 323 S46.3.31

川田土仏 山科 街区 14 カワタツチボトケ 山科区川田土仏11-60 247 S48.3.31

川田欠ノ上 山科 街区 15 カワタカケノウエ 山科区川田欠ノ上11-15 573 S48.3.31

射庭ノ上 山科 街区 16 イバノウエ 山科区西野山射庭ノ上町247-84 402 S48.3.31
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桜谷 山科 街区 17 サクラダニ 山科区上花山桜谷1-26 303 S49.3.30

前出 山科 街区 18 マエデ 山科区音羽前出町41-7 91 S49.3.30

高岩 山科 街区 19 タカイワ 山科区大塚高岩町7-27他 1,043 S49.3.30

東野竹田 山科 街区 20 ヒガシノタケダ 山科区東野竹田町6-2他 629 S49.3.30

東野八代 山科 街区 21 ヒガシノヤシロ 山科区東野八代町73-3 421 S49.3.30

壇ノ浦 山科 街区 22 ダンノウラ 山科区大塚壇ノ浦町28-22他 651 S49.3.30

北山田 山科 街区 23 キタヤマダ 山科区川田山田1-11 226 S49.3.30

百々 山科 街区 24 ドド 山科区西野山百々町227-7 91 S49.3.30

辻脇 山科 街区 25 ツジワキ 山科区大宅辻脇町37-3 115 S50.3.31

小野荘司 小町台 山科 街区 26 オノショウジ 山科区小野荘司町6-4 1,073 S50.3.31

上花山 山科 街区 27 カミカザン 山科区上花山久保町66-22他 114 S50.3.31

西射庭ノ上 山科 街区 28 ニシイバノウエ 山科区西野山射庭ノ上町192-5他 404 S50.3.31

北溝 山科 街区 29 キタミゾ 山科区大塚北溝町43-3 91 S50.3.31

東野舞台 山科 街区 30 ヒガシノブタイ 山科区東野舞台町67-2他 238 S50.3.31

清水焼団地 山科 街区 31 キヨミズヤキダンチ 山科区川田清水焼団地9-1 565 S51.3.31

中鳥井 山科 街区 32 ナカトリイ 山科区西野山中鳥井町40-24 143 S51.3.31

花山稲荷 山科 街区 33 カザンイナリ 山科区西野山欠ノ上町63-1他 964 S50.3.31

今屋敷 山科 街区 34 イマヤシキ 山科区西野今屋敷町2-15 2,169 S52.3.18

南射庭ノ上 山科 街区 35 ミナミイバノウエ 山科区西野山射庭ノ上町67-22 247 S52.3.18

西野 みょうが池 山科 街区 36 ニシノ 山科区東野八代7-2他 1,638 S52.7.1

谷田 山科 街区 37 タニダ 山科区小山谷田町44-6 570 S52.7.1

甲ノ辻 山科 街区 38 コウノツジ 山科区大宅甲ノ辻町119 2,939 S52.3.31

早稲ノ内 山科 街区 39 ワセノウチ 山科区大宅関生町50 3,397 S52.3.31

椥辻西浦 山科 街区 40 ナギツジニシウラ 山科区椥辻西浦町41-108 542 S52.3.31

別所 山科 街区 41 ベッショ 山科区御陵別所町52-7 90 S53.3.1

東北溝 山科 街区 42 ヒガシキタミゾ 山科区大塚北溝町87-5 109 S53.10.26

南溝 山科 街区 43 ミナミミゾ 山科区小山南溝町39-15他 195 S53.10.26

草海道 山科 街区 44 クサカイドウ 山科区椥辻草街道町35-1 1,755 S54.4.19

西金ヶ崎 山科 街区 45 ニシカナガサキ 山科区勧修寺西栗栖野町303 3,515 S55.5.29

泉玉 山科 街区 46 センギョク 山科区勧修寺西北出町118 4,017 S56.4.1

風呂尻 山科 街区 47 フロジリ 山科区勧修寺風呂尻町137 6,662 S57.3.31

西野野色 山科 街区 48 ニシノノイロ 山科区西野野色町115-4 165 S57.12.16

御所田 山科 街区 49 ゴショデン 山科区大宅御所田町88-5 147 S59.1.27

東野片下リ 山科 街区 50 ヒガシノカタサガリ 山科区東野片下リ町41-15 166 H1.3.31

桜ノ馬場 山科 街区 51 サクラノババ 山科区西野山桜ノ馬場町254他 2,010 H3.3.31

厨子奥 山科 街区 52 ズシオク 山科区厨子奥矢倉町11-33 165 H4.9.17

封ジ山 山科 街区 53 フウジヤマ 山科区御陵封ジ山町1-75 199 H5.2.18

壇ノ浦南 山科 街区 54 ダンノウラミナミ 山科区大塚壇ノ浦19-15 306 H5.7.15

大宅御所田 山科 街区 55 オオヤケゴショデン 山科区大宅御所田町9-1他 2,744 H8.2.1

中井ノ上 山科 街区 56 ナカイノウエ 山科区東野中井ノ上町9-80 128 H8.2.1

中井ノ上第二 山科 街区 57 ナカイノウエダイニ 山科区東野中井ノ上町17-1 797 H8.2.1

小野荘司第二 山科 街区 58 オノショウジダイニ 山科区小野荘司町13-6 214 H9.3.27

打越 山科 街区 59 ウチコシ 山科区栗栖野打越町17-13,山科区中臣町1-7 845 H10.1.8

六兵ヱ池 山科 街区 60 ロクベエイケ 山科区西野八幡田町4他 3,947 H10.3.1

黒岩 山科 街区 61 クロイワ 山科区御陵黒岩23-10他 126 H10.7.9

高岩東 山科 街区 62 タカイワヒガシ 山科区大塚高岩12-99 1,464 H10.7.9

木ノ本 山科 街区 63 キノモト 山科区竹鼻木ノ本町2-7他 655 H11.5.6

左義長 山科 街区 64 サギチョウ 山科区西野左義長町16-8他 344 H12.3.16

朝田 山科 街区 65 アサダ 山科区日ノ岡朝田町49-4他 138 H12.9.14

立原 山科 街区 66 タテハラ 山科区竹鼻立原町5-61 462 H13.4.26

大塚南溝 山科 街区 67 オオツカミナミミゾ 山科区大塚南溝町他 878 H14.8.7

岡ノ西 山科 街区 68 オカノニシ 山科区御陵岡ノ西町38-23 135 H16.7.27

椥辻中在家 山科 街区 69 ナギツジチュウザイケ 山科区椥辻中在家町28-428 962 H16.12.17

桜谷第三 山科 街区 70 サクラダニダイサン 山科区上花山桜谷1-45 582 H17.7.25

6/18 2023/4/27



京都市の公園　　2023

公　園　名 公園名別称 行政区 種別 公園番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　　在　　地 開園面積(㎡) 設置年月日

桜谷第二 山科 街区 71 サクラダニダイニ 山科区上花山桜谷65-42，66-37 353 H17.12.28

垣ノ内 山科 街区 72 カキノウチ 山科区四ノ宮垣ノ内町14-2 94 H18.2.10

川田土仏第二 山科 街区 73 カワタツチボトケダイニ 山科区川田土仏2-12 176 H18.9.6

野溝 山科 街区 74 ノミゾ 山科区大塚野溝町23-3 128 H20.5.29

小山鎮守 山科 街区 75 コヤマチンジュ 山科区小山鎮守町55-6 172 H21.6.8

大宅御所田第二 山科 街区 76 オオヤゴショデンダイニ 山科区大宅御所田町122-4，山科区大宅御所山8-14 126 H23.5.20

菱尾田第二 山科 街区 77 ヒシオダダイニ 山科区川田菱尾田43-4 144 H23.6.1

西野野色第二 山科 街区 78 ニシノノイロダイニ 山科区西野野色町15-8 308 H23.11.29

市田 山科 街区 79 イチダ 山科区北花山市田町77-4，82-2 184 H24.3.12

北花山大林 山科 街区 80 キタカザンオオハヤシ 山科区北花山大林町54-4 547 H28.5.13

西御所 山科 街区 81 ニシゴショ 山科区小山西御所町44-1 125 H29.3.21

西野山欠ノ上 山科 街区 82 ニシノヤマカケノウエ 山科区西野山欠ノ上町72-24，110 155 H29.10.5

西野山南畑 山科 街区 83 ニシノヤマミナミハタ 山科区西野山欠ノ上町82－7，山科区西野山南畑町14－5 115 H29.10.5

中臣 山科 街区 84 ナカトミ 山科区西野山中臣町41-8 604 H31.3.4

谷田第二 山科 街区 85 タニダダイニ 山科区小山谷田町27-6 115 R2.2.10

岡ノ西第二 山科 街区 86 オカノニシダイニ 山科区御陵岡ノ西町6-2 333 R2.6.30

牛尾 山科 街区 87 ウシオ 山科区御陵牛尾町74-6 177 R3.11.30

山科中央 山科 近隣 1 ヤマシナチュウオウ 山科区西野阿芸沢町1-10他 18,720 S46.3.31

東野 山科 近隣 2 ヒガシノ 山科区東野狐薮町20他 30,976 S58.3.31

勧修寺 山科 地区 1 カンシュウジ 山科区勧修寺東金ヶ崎町55 33,448 S57.3.31

史跡山科本願寺跡 山科 歴史 1 シセキヤマシナホンガンジアト 山科区西野山階町地内 4,895 R3.4.16

東山自然緑地 山科 緑道 1 ヒガシヤマシゼンリョクチ 山科区四ノ宮新開畑他 186,448 S48.3.31

陵ヶ岡みどりの径緑道 山科 緑道 2 リョウガオカミドリノミチリョクドウ 山科区御陵久保町1-2他 3,384 H14.12.4

五条 下京 街区 1 ゴジョウ 下京区五条大橋西詰下材木町453-1他 1,061 M38.1.25

西塩小路久保 下京 街区 2 ニシシオコウジクボ 下京区西七条西久保町29 2,842 S12.5.22

石が坪 下京 街区 3 イシガツボ 下京区西七条西石ケ坪町6 3,143 S13.5.24

御所の内 下京 街区 4 ゴショノウチ 下京区七条御所ノ内本町5 2,327 S14.5.20

小坂 下京 街区 5 コサカ 下京区花屋町通櫛笥西入小坂町13他,下京区薬園町152-4 2,232 S14.8.16

名倉 下京 街区 6 ナクラ 下京区西七条八幡町5,右京区西院西中水町3,,右京区溝崎町20 5,675 S16.6.1

六条院 下京 街区 7 ロクジョウイン 下京区高倉通五条下る二丁目富屋町39他 2,317 S17.8.15

有隣 下京 街区 8 ユウリン 下京区富小路通万寿寺下る本明神町430,下京区堅田町579,下京区柏屋町325 1,705 S23.12.9

植松 下京 街区 9 ウエマツ 下京区西洞院通正面下る鍛冶屋町428,下京区植松町343他,下京区紅葉町349-1他 1,208 S24.4.6

稚松 下京 街区 10 ワカマツ 下京区富小路通花屋町下る唐物町453他,下京区若松町418他 1,490 S24.5.16

綾西 下京 街区 11 アヤニシ 下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町746他,下京区矢田町117-3 2,071 S25.8.10

中堂寺 下京 街区 12 チュウドウジ 下京区中堂寺坊城町5-1他 3,036 S27.3.31

皆山 下京 街区 14 カイザン 下京区河原町通七条上る住吉町349 574 S54.9.6

修徳 下京 街区 15 シュウトク 下京区徳万町201-3，下京区富永町110-2 1,509 S32.3.31

高瀬川正面 菊浜 下京 街区 16 タカセガワショウメン 下京区西木屋町通上ノ口下る梅湊町100-1他 452 S28.3.31

仏光寺 下京 街区 17 ブッコウジ 下京区木屋町仏光寺和泉屋町158,159 957 S41.12.16

屋形町 ひかり 下京 街区 18 ヤカタチョウ 下京区屋形町1-1他 4,395 S46.3.31

西新屋敷 揚屋町 下京 街区 19 ニシシンヤシキ 下京区西新屋敷揚屋町38-2他 1,505 S53.8.10

御所ノ内西 下京 街区 20 ゴショノウチニシ 下京区西七条南月読町6-11,下京区七条御所の内西町45-14 237 S54.9.6

御前田 下京 街区 21 オンマエダ 下京区西七条御前田町52-3 107 H6.1.27

諏訪開 下京 街区 22 スワビラキ 下京区諏訪開町12-3 252 H9.9.18

東塩小路 下京 街区 23 ヒガシシオコウジ 下京区東塩小路町929 329 H11.3.25

柿本 下京 街区 24 カキモト 下京区猪熊通五条上る柿本町587 164 H16.12.28

比輪田 下京 街区 25 ヒワダ 下京区西七条比輪田町20-3 1,958 H17.4.5

郷之町こころ 下京 街区 26 ゴウノチョウココロ 下京区郷之町他地内 874 R2.7.28

光徳 下京 近隣 1 コウトク 下京区中堂寺命婦町　地内 11,000 H8.11.21

梅小路 下京 総合 1 ウメコウジ 下京区観喜寺町他 137,129 H7.4.29

長刀鉾緑地 下京 都緑 1 ナギナタボコリョクチ 下京区四条烏丸東入る長刀鉾町25 90 H10.4.1

唐橋羅城門 南 街区 1 カラハシラジョウモン 南区唐橋羅城門町1-2 327 S12.5.22

政所 南 街区 2 マンドコロ 南区吉祥院政所町1-2 1,814 S13.5.24

比永城 南 街区 3 ヒエイジョウ 南区西九条比永城町30 1,966 S13.5.24
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春日 南 街区 4 カスガ 南区西九条春日町45 3,213 S13.5.24

御霊 南 街区 5 ゴリョウ 南区東九条西御霊町1 1,534 S14.5.20

南岩本 南 街区 6 ミナミイワモト 南区東九条南岩本町21 2,062 S14.5.20

北岩本 南 街区 7 キタイワモト 南区東九条東岩本町26 2,181 S14.5.20

吉祥院 南 街区 8 キッショウイン 南区吉祥院井ノ口町16 2,985 S14.5.20

明田 南 街区 9 アケタ 南区東九条南烏丸町12 1,920 S16.3.3

柳の内 南 街区 10 ヤナギノウチ 南区西九条西柳ノ内町13 3,385 S16.7.10

琵琶塚 南 街区 11 ビワヅカ 南区唐橋琵琶町58,南区唐橋南琵琶町7 4,938 S18.10.30

西九条 南 街区 12 ニシクジョウ 南区西九条南田町70他 5,718 S27.3.31

高畑 南 街区 13 タカハタ 南区吉祥院高畑町54他 1,942 S31.3.31

竹尻 南 街区 14 タケジリ 南区吉祥院菅原町25 2,595 S31.3.31

西浦東 南 街区 15 ニシウラヒガシ 南区吉祥院西浦町134 2,671 S31.3.31

久世橋 南 街区 16 クゼバシ 南区吉祥院石原上川原町48他,南区吉祥院石原長田町1-12 3,542 S32.3.31

中河原 南 街区 17 ナカガワラ 南区吉祥院中河原里北町44 1,620 S32.3.31

勧進橋 南 街区 18 カンジンバシ 南区上鳥羽勧進橋町31 5,452 S33.3.31

苗代 南 街区 19 ナワシロ 南区上鳥羽苗代町41 1,727 S33.3.31

鉾立 南 街区 20 ホコダテ 南区上鳥羽鉾立町9 8,591 S33.3.31

西政所 南 街区 21 ニシマンドコロ 南区吉祥院政所町6 3,440 S34.3.31

三の宮 南 街区 22 サンノミヤ 南区吉祥院三ノ宮西町77 2,449 S35.4.1

西ノ庄 淵の西 南 街区 23 ニシノショウ 南区吉祥院西ノ庄淵ノ西町15 1,525 S37.4.1

宮の森 南 街区 24 ミヤノモリ 南区吉祥院中河原宮ノ東町16 8,338 S37.4.1

西浦 南 街区 25 ニシウラ 南区吉祥院西浦町19 5,656 S38.3.31

北石原 南 街区 26 キタイシハラ 南区吉祥院石原堂ノ後町27 2,234 S39.3.31

上調子 南 街区 27 カミチョウシ 南区上鳥羽高畠町23 6,452 S39.3.31

豊田 南 街区 28 トヨダ 南区西九条豊田町9-1 495 S38.11.6

八条 南 街区 29 ハチジョウ 南区八条町471-5他 1,843 S39.3.31

戒光寺 南 街区 30 カイコウジ 南区西九条戒光寺町2-4他 2,126 S39.3.31

寺の前 南 街区 31 テラノマエ 南区西九条寺ノ前町2-6他 347 S39.3.31

中久 南 街区 32 ナカヒサ 南区久世中久世町1-36 2,250 S41.3.31

村山 南 街区 33 ムラヤマ 南区上鳥羽北村山町2 6,135 S41.3.31

中久世 南 街区 34 ナカクゼ 南区久世中久世町3-18 1,730 S42.3.31

内河原 南 街区 35 ウチガワラ 南区吉祥院中河原里西町14 4,355 S42.3.31

島田 南 街区 36 シマダ 南区上鳥羽北島田町46 4,332 S43.3.31

久世築山 南 街区 37 クゼツキヤマ 南区久世築山町378-10 409 S43.3.31

中久南 南 街区 38 ナカヒサミナミ 南区久世中久世町5-13 7,197 S44.3.31

石原 南 街区 39 イシハラ 南区吉祥院石原町65 1,975 S44.3.31

石原野上 石原開 南 街区 40 イシハラノガミ 南区吉祥院石原開町50 3,160 S45.3.31

堤外 南 街区 41 ツツミソト 南区吉祥院堤外町20他 9,988 S45.3.31

中ノ坪 南 街区 42 ナカノツボ 南区上鳥羽北中ノ坪町1 4,332 S46.3.31

東土川 南 街区 43 ヒガシツチカワ 南区久世東土川町200-1 601 S46.3.31

久世大薮 南 街区 44 クゼオオヤブ 南区久世大薮町1-14他 291 S48.3.31

上久世 南 街区 45 カミクゼ 南区久世上久世町504-8他 396 S49.3.31

西久世 南 街区 46 ニシクゼ 南区久世上久世町136-2，118－3，1255 424 S50.3.31

東大薮 南 街区 47 ヒガシオオヤブ 南区久世大藪町518-42 259 S50.3.31

南大薮 南 街区 48 ミナミオオヤブ 南区久世大藪町489-5 1,143 S50.3.31

北大薮 南 街区 49 キタオオヤブ 南区久世大藪町28-4 324 S50.3.31

石原南 南 街区 50 イシハラミナミ 南区吉祥院石原南町 983 S50.3.31

松ノ木 南 街区 51 マツノキ 南区東九条南松ノ木町1-1内 607 S52.3.31

前田 南 街区 52 マエダ 南区吉祥院前田町2-3 236 S52.3.31

山ノ本 南 街区 53 ヤマノモト 南区上鳥羽山ノ本町 3,345 S54.9.6

笠井 南 街区 54 カサイ 南区吉祥院嶋笠井町41 1,771 S57.2.1

久世築山第二 南 街区 55 クゼツキヤマダイニ 南区久世築山町194-3 394 S57.10.14

上開ノ内 南 街区 56 カミヒラキノウチ 南区上鳥羽塔ノ森上開ノ内 2,996 S58.1.27

久世川原 南 街区 57 クゼカワハラ 南区久世上久世町530-74 1,173 S58.3.31
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野間詰 南 街区 58 ノマヅメ 南区吉祥院嶋野間詰町68 1,598 S59.1.27

高町 南 街区 59 タカマチ 南区吉祥院嶋高町53 1,898 S59.3.30

清井 南 街区 60 キヨイ 南区上鳥羽清井町 5,261 S60.3.29

奈須野 南 街区 61 ナスノ 南区上鳥羽奈須野町 2,509 S60.3.29

大築 南 街区 62 オオツキ 南区久世大築町208他 925 H13.6.28

南烏丸 南 街区 63 ミナミカラスマ 南区東九条南烏丸町35-8 2,952 S60.9.13

岩ノ本 南 街区 64 イワノモト 南区上鳥羽岩ノ本町 1,480 S61.2.28

鍋ヶ淵 南 街区 65 ナベガフチ 南区上鳥羽鍋ヶ淵町 1,900 H3.7.11

久世大築西 南 街区 66 クゼオオツキニシ 南区久世大築町51他 844 H4.3.31

上久世第二 南 街区 67 カミクゼダイニ 南区久世上久世町139-3 348 H4.12.10

大築第二 南 街区 68 オオツキダイニ 南区久世大築町72 456 H5.7.15

赤金 南 街区 69 アカガネ 南区唐橋赤金町61-8 240 H8.2.1

上久世第三 南 街区 70 カミクゼダイサン 南区久世上久世町58-3 146 H11.1.21

久世ニューリバー 南 街区 71 クゼニューリバー 南区久世大築町 7,264 H12.6.15

殿城 南 街区 72 トノシロ 南区久世殿城町318-7 160 H12.10.5

火打形 南 街区 73 ヒウチガタ 南区上鳥羽火打形町, 伏見区竹田流池町 9,721 H16.4.2

久世大築第三 南 街区 74 クゼオオツキダイサン 南区久世大築町110，111 341 H17.4.8

殿城第二 南 街区 75 トノシロダイニ 南区久世殿城町225-8 128 H20.5.8

久世大薮第二 南 街区 76 クゼオオヤブダイニ 南区久世大藪町156-9 292 H20.5.23

久世高田第一 南 街区 77 クゼタカダダイイチ 南区久世高田町 1,200 H20.7.8

久世高田第三 南 街区 78 クゼタカダダイサン 南区久世高田町 1,451 H20.10.14

久世高田第二 南 街区 79 クゼタカダダイニ 南区久世高田町387 550 H22.7.5

中久南第二 南 街区 80 ナカヒサミナミダイニ 南区久世中久世町一丁目313 1,300 H23.4.26

北河原 南 街区 81 キタカワラ 南区東九条北河原6他 956 H24.5.9

大藪 南 街区 82 オオヤブ 南区久世大藪町地内 721 H25.8.26

西ノ庄西浦 南 街区 83 ニシノショウニシウラ 南区吉祥院西ノ庄西浦町24-1, 113 115 H28.4.1

上久世第四 南 街区 84 カミクゼダイヨン 南区久世上久世町80-2 140 H31.4.2

唐橋平垣 南 街区 85 カラハシヒラガキ 南区唐橋平垣町24-7、24-8 1,017 R5.3.30

殿田 南 近隣 1 トノダ 南区東九条下殿田町69 17,918 S15.10.25

東吉祥院 南 近隣 2 ヒガシキッショウイン 南区吉祥院観音堂町42 10,125 S35.4.1

上鳥羽 南 近隣 3 カミトバ 南区上鳥羽仏現寺町11他 17,220 S43.3.31

唐橋西寺 南 近隣 4 カラハシサイジ 南区唐橋西寺町57 10,390 S12.5.22

東向 南 近隣 5 ヒガシムコウ 南区上鳥羽西浦町,南区上鳥羽塔ノ森東向町 18,727 S61.3.31

吉祥院 南 地区 1 キッショウイン 南区吉祥院新田下ノ向町 43,907 S17.5.23

桂川緑地 南 運動 1 カツラガワリョクチ 南区吉祥院堤外町他, 右京区西京極河原町裏町 57,037 S46.3.31

久世橋西詰 南 運動 2 クゼバシニシヅメ 南区久世川原町 34,550 S46.3.31

久世橋東詰 南 運動 3 クゼバシヒガシヅメ 南区吉祥院石原橋上,南区吉祥院石原西ノ開町 16,743 S61.3.31

桂川緑地久我橋東詰 南 運動 4 カツラガワリョクチコガバシヒガシヅメ 南区上鳥羽塔ノ森柳原町, 伏見区下鳥羽中向島町 130,776 H12.4.1

春栄 右京 街区 1 シュンエイ 右京区西院下花田町1他 3,269 S13.5.24

千石荘 右京 街区 2 センゴクソウ 右京区太秦野元町1-1他 3,824 S14.10.3

広沢 右京 街区 3 ヒロサワ 右京区嵯峨広沢池下町24-3他 2,227 S27.4.1

桂橋 右京 街区 4 カツラバシ 右京区西京極橋詰町5 1,258 S35.4.1

西京極 右京 街区 5 ニシキョウゴク 右京区西京極新田町17-4 2,447 S37.3.31

午塚 右京 街区 6 ウマヅカ 右京区西京極午塚町118 7,994 S38.3.31

衣手 右京 街区 7 コロモデ 右京区西京極西衣手町87 2,442 S38.3.31

井御料 右京 街区 8 イゴロウ 右京区西院北井御料町1 4,774 S39.3.31

嵯峨 右京 街区 9 サガ 右京区嵯峨天竜寺立石町6-2 2,214 S39.1.3

堤下 右京 街区 10 ツツミシタ 右京区梅津堤下町51 2,875 S40.3.31

蜂ヶ岡 右京 街区 11 ハチガオカ 右京区太秦蜂岡町22-4 509 S40.3.31

三反田 右京 街区 12 サンタンダ 右京区西京極葛野町1 4,382 S41.3.31

葛野 右京 街区 13 カドノ 右京区梅津南広町65 8,067 S42.3.31

花園巽南 右京 街区 14 ハナゾノソンナン 右京区花園巽南町6-3 358 S42.3.31

構口 右京 街区 15 カマエグチ 右京区梅津東構口町71 2,074 S42.3.31

西大丸 六条 右京 街区 16 ニシオオマル 右京区西京極西大丸町80 3,499 S43.3.31
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追分 右京 街区 17 オイワケ 右京区西院久保田町2 3,079 S45.3.31

嵯峨石ヶ坪 右京 街区 18 サガイシガツポ 右京区嵯峨石ヶ坪町1-33他,右京区嵯峨蜻蛉尻町17-3他 623 S48.3.31

一ノ井 右京 街区 19 イチノイ 右京区太秦一ノ井町41-50他 145 S50.3.31

西ノ藤 右京 街区 20 ニシノフジ 右京区嵯峨野西ノ藤町17-14 172 S50.3.31

梅ヶ畑 右京 街区 21 ウメガハタ 右京区梅ヶ畑向ノ地町40-33 343 S50.3.31

梅津中村 右京 街区 22 ウメヅナカムラ 右京区梅津中村町12-71 140 S50.3.31

滝ヶ花 右京 街区 23 タキガハナ 右京区太秦滝ヶ花町20-14他 365 S50.3.31

芝野 右京 街区 24 シバノ 右京区嵯峨野芝之野町24-2他 394 S51.3.31

一本木 右京 街区 25 イッポンギ 右京区嵯峨一本木町35-26,右京区嵯峨新宮町13-6 366 S51.3.31

音戸山 右京 街区 26 オンドヤマ 右京区鳴滝音戸山町6-79 297 S51.3.31

醍醐田 右京 街区 27 ダイゴデン 右京区西京極醍醐田町4-6他,右京区西京極徳大寺団子田町75-8 111 S51.3.31

東中村 右京 街区 28 ヒガシナカムラ 右京区梅津中村町35-7 333 S51.3.31

西院清水 右京 街区 29 サイインシミズ 右京区西院清水町67-2他 1,750 S51.3.31

尻溝 右京 街区 31 シリミゾ 右京区梅津尻溝町41-8 200 S53.3.31

大繩場 右京 街区 32 オオナワバ 右京区梅津大縄場町6-10 1,415 S53.8.10

罧原 右京 街区 33 フシハラ 右京区嵯峨罧原町18-5 382 S53.10.26

常盤野 右京 街区 34 トキワノ 右京区太秦京ノ道町13-2内,右京区常盤段ノ上町12-2 1,451 S55.2.3

北下馬野 右京 街区 35 キタゲバノ 右京区嵯峨広沢北下馬野町9-72 109 S55.6.23

艮北 右京 街区 36 コンボク 右京区花園艮北町25-3 2,074 S56.11.1

鷹司 右京 街区 37 タカツカサ 右京区花園鷹司町1-4 1,088 S56.11.1

西京極大門 右京 街区 38 ニシキョウゴクダイモン 右京区西京極大門町17-33 90 S57.1.1

南三反田 右京 街区 39 ミナミサンタンダ 右京区西京極三反田町1-3 1,002 S57.8.26

大覚寺六道 右京 街区 40 ダイカクジロクドウ 右京区嵯峨大覚寺門前六道町28-23 338 S57.10.14

嵯峨亀山 右京 街区 41 サガカメヤマ 右京区嵯峨亀山町10-32 177 S58.9.23

野々宮 右京 街区 42 ノノミヤ 右京区嵯峨野々宮町20-18,右京区嵯峨小倉山田淵山町12-1 710 H3.3.31

荒木苗 右京 街区 43 アラキナエ 右京区山ノ内荒木町15,右京区山ノ内苗町40-3 2,376 H1.3.31

三尾 右京 街区 44 サンビ 右京区太秦三尾町1-266 131 H3.3.31

皆正寺 右京 街区 45 ミナセイジ 右京区太秦皆正寺町5-2 1,157 H3.7.11

高鼻 右京 街区 46 タカハナ 右京区梅ヶ畑高鼻町33-50他 272 H3.7.11

谷口の森 右京 街区 47 タニグチノモリ 右京区谷口園町5-5他 1,244 H4.7.16

太秦乾 右京 街区 48 ウズマサイヌイ 右京区太秦乾町2-5 1,289 H6.12.22

西中 右京 街区 49 ニシナカ 右京区西京極中沢町1-17 1,482 H9.3.27

上ノ段 右京 街区 50 カミノダン 右京区太秦上ノ段町13-3 248 H9.10.23

中通 右京 街区 51 ナカドオリ 右京区嵯峨中通町6-43 269 H10.8.6

御領田 右京 街区 52 ゴリョウデン 右京区太秦御領田町8-5 146 H12.10.5

太秦 右京 街区 53 ウズマサ 右京区太秦安井松本町10-11 496 H12.10.5

太秦御所ノ内 右京 街区 54 ウズマサゴショノウチ 右京区太秦御所ノ内町7‐12 860 H13.6.28

門田 右京 街区 55 モンダ 右京区太秦門田町5-5 120 H14.5.10

藤ヶ森 右京 街区 56 フジガモリ 右京区太秦藤ヶ森町24-19 236 H14.7.1

蜂ヶ岡第二 右京 街区 57 ハチガオカダイニ 右京区太秦蜂岡町10-193 168 H16.7.12

土堂 右京 街区 58 ツチドウ 右京区花園土堂町14-16他 471 H16.9.17

嵯峨柳田 右京 街区 59 サガヤナギダ 右京区嵯峨柳田町25-54 242 H16.12.28

下沢 右京 街区 60 シモザワ 右京区西京極下沢町1-22 200 H17.11.29

太秦下角田 右京 街区 61 ウズマサシモカクダ 右京区太秦下角田町12-4 231 H18.12.25

梅ヶ畑古田町 右京 街区 62 ウメガハタフルタチョウ 右京区梅ヶ畑古田町11-18 265 H19.1.4

嵯峨中山 右京 街区 63 サガナカヤマ 右京区嵯峨中山町4-3他 2,016 H19.4.6

太秦安井 右京 街区 64 ウズマサヤスイ 右京区太秦安井西裏町3他 6,801 H19.5.18

秋街道 右京 街区 65 アキカイドウ 右京区嵯峨野秋街道町50-4 124 H19.7.18

尻溝第二 右京 街区 66 シリミゾダイニ 右京区梅津尻溝町15-6 147 H19.12.4

太秦下刑部 右京 街区 67 ウズマサシモケイブ 右京区太秦下刑部町 1,600 H20.3.11

山ノ内赤山 右京 街区 68 ヤマノウチセキザン 右京区山ノ内赤山町21他 1,512 H20.9.18

尻溝第三 右京 街区 69 シリミゾダイサン 右京区梅津尻溝町8-13 462 H24.2.1

嵯峨野東田 右京 街区 70 サガノヒガシダ 右京区嵯峨野東田町16-12 139 H24.10.18

梅津フケノ川 右京 街区 71 ウメヅフケノカワ 右京区梅津フケノ川町15-1他 1,506 H27.3.16
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音戸山第二 右京 街区 72 オンドヤマダイニ 右京区鳴滝音戸山町10-201 145 H27.3.31

京ノ道 右京 街区 73 キョウノミチ 右京区太秦京ノ道町27-10 143 H29.7.6

天龍寺若宮 右京 街区 74 テンリュウジワカミヤ 右京区嵯峨天龍寺若宮町25-8 336 H30.6.28

福王子 右京 街区 75 フクオウジ 右京区宇多野福王子町48-7 125 H30.12.7

大覚寺堂ノ前 右京 街区 76 ダイカクジドウノマエ 右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町10-8 144 R3.11.5

西院 右京 近隣 1 サイイン 右京区西院安塚町70 17,350 S43.3.31

東大丸 右京 近隣 2 ヒガシオオマル 右京区西京極豆田町1 10,797 S40.3.31

西京極総合運動 右京 運動 1 ニシキョウゴクソウゴウウンドウ 右京区西京極新明町32他 180,857 S17.5.1

桂川緑地上野橋東詰 右京 運動 2 カツラガワリョクチカミノバシヒガシヅメ 右京区梅津堤上町,右京区梅津堤下町,右京区西京極西衣手町 15,524 H12.4.1

長神の杜 右京 風致 1 チョウジンノモリ 右京区嵯峨二尊院門前長神町19 10,261 H19.8.1

広沢池 右京 風致 2 ヒロサワイケ 右京区嵯峨広沢町2他 121,926 H31.4.1

すりばち池緑地 右京 都緑 1 スリバチイケリョクチ 右京区太秦三尾町1-220他 2,985 H12.4.27

川島 西京 街区 1 カワシマ 西京区川島有栖川町86-6 1,196 S32.3.31

樫原 西京 街区 2 カタギハラ 西京区樫原平田町1-146,西京区樫原塚ノ本町1-62 620 S34.3.31

平和台 西京 街区 3 ヘイワダイ 西京区桂乾町25-23 325 S41.3.31

松園 西京 街区 4 マツゾノ 西京区川島松園町104 1,802 S43.3.31

梅園 西京 街区 5 ウメゾノ 西京区川島梅園町123 2,364 S43.3.31

樫原東 西京 街区 6 カタギハラヒガシ 西京区樫原口戸1-58 1,085 S44.3.31

男鹿 西京 街区 7 オジカ 西京区大原野上里男鹿町21 2,314 S44.3.31

鳥見 西京 街区 8 トリミ 西京区大原野上里鳥見町23 1,834 S44.3.31

紅葉 西京 街区 9 モミジ 西京区大原野上里紅葉町18 3,168 S44.3.31

下津林 西京 街区 10 シモツバヤシ 西京区下津林佃5-192 991 S44.3.31

上桂森下 西京 街区 11 カミカツラモリシタ 西京区上桂森下町1-42 495 S46.3.31

北山下 西京 街区 12 キタヤマシタ 西京区御陵北山下町22-31 370 S46.3.31

桂巽 西京 街区 13 カツラタツミ 西京区桂南巽町68-1 1,332 S47.3.31

松陽 西京 街区 14 ショウヨウ 西京区御陵北山下町17-1,西京区山田平尾町51-20他 968 S47.3.31

薬師下 西京 街区 15 ヤクシシタ 西京区嵐山薬師下町12-3 409 S47.3.31

東川島 西京 街区 16 ヒガシカワシマ 西京区川島東代町53-2 321 S47.3.31

御陵溝浦 西京 街区 17 ゴリョウミゾウラ 西京区御陵溝浦町8-42 370 S48.3.31

東長 西京 街区 18 ヒガシナガ 西京区大原野東野町3-409 300 S48.3.31

風呂ノ橋 西京 街区 19 フロノハシ 西京区嵐山風呂ノ橋町2-21 524 S49.3.31

下津林中島 西京 街区 20 シモツバヤシナカジマ 西京区下津林中島1-282 1,013 S50.3.31

蛸田 西京 街区 21 タコデン 西京区樫原蛸田町30-30 1,184 S50.3.31

木ノ曾 西京 街区 22 キノソ 西京区松尾木ノ曾町52-10 250 S50.3.31

朝月 西京 街区 23 アサツキ 西京区嵐山朝月町26-12他 80 S50.3.31

車塚 西京 街区 24 クルマヅカ 西京区山田車塚町13-4 165 S50.3.31

調子 西京 街区 25 チョウシ 西京区川島調子町74-9 350 S51.3.31

大吉見 西京 街区 26 オオヨシミ 西京区山田大吉見町20-2 576 S51.3.31

樋ノ上 西京 街区 27 ヒノカミ 西京区嵐山樋ノ上町8-8他 588 S51.3.31

桂御所 西京 街区 28 カツラゴショ 西京区桂御所町1-31 207 S52.3.18

東代 西京 街区 29 ヒガシダイ 西京区川島東代町38-6,西京区下津林楠町37-6 206 S52.3.18

流田 西京 街区 30 ナガレダ 西京区川島流田町80-11 391 S52.3.31

江ノ本 西京 街区 31 エノモト 西京区樫原江ノ本町3-2 197 S52.7.1

釘貫 西京 街区 32 クギヌキ 西京区樫原釘貫62-9 307 S53.8.10

大般若 西京 街区 33 ダイハンニャ 西京区下津林南大般若町15 3,350 S54.5.23

浅原 西京 街区 34 アサハラ 西京区桂浅原町243 4,699 S55.5.29

東新林 西京 街区 35 ヒガシシンバヤシ 西京区大枝東新林町三丁目4 1,959 S56.4.1

西新林 西京 街区 36 ニシシンバヤシ 西京区大枝西新林町五丁目7 1,421 S56.4.1

西境谷北 西京 街区 37 ニシサカイダニキタ 西京区大原野西境谷町二丁目3 3,758 S56.4.1

西境谷南 西京 街区 38 ニシサカイダニミナミ 西京区大原野西境谷町三丁目1 3,433 S56.4.1

北福西 西京 街区 39 キタフクニシ 西京区大枝北福西町二丁目30 1,509 S56.4.1

南福西 西京 街区 40 ミナミフクニシ 西京区大枝南福西町三丁目19 3,556 S56.4.1

北福西南 西京 街区 41 キタフクニシミナミ 西京区大枝北福西町二丁目21-8 203 S56.4.1

南福西北 西京 街区 42 ミナミフクニシキタ 西京区大枝南福西町二丁目2-12 200 S56.4.1
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南福西西 西京 街区 43 ミナミフクニシニシ 西京区大枝南福西町三丁目14-3 252 S56.4.1

南福西南 西京 街区 44 ミナミフクニシミナミ 西京区大枝南福西町二丁目15-12 283 S56.4.1

西新林北 西京 街区 45 ニシシンバヤシキタ 西京区大枝西新林町一丁目300-14 562 S56.4.1

西新林中 西京 街区 46 ニシシンバヤシナカ 西京区大枝西新林町六丁目300-6 657 S56.4.1

西新林南 西京 街区 47 ニシシンバヤシミナミ 西京区大枝西新林町六丁目300-4他 729 S56.4.1

西境谷西北 西京 街区 48 ニシサカイダニニシキタ 西京区大原野西境谷町一丁目300-8 210 S56.4.1

西境谷西南 西京 街区 49 ニシサカイダニニシミナミ 西京区大原野西境谷町一丁目300-10 327 S56.4.1

北調子 西京 街区 50 キタチョウシ 西京区川島調子町9-5 349 S56.6.1

沓掛 西京 街区 51 クツカケ 西京区大枝沓掛町10-62 335 S57.1.1

東風呂ノ橋 西京 街区 52 ヒガシフロノハシ 西京区嵐山風呂ノ橋町18-3 120 S57.9.9

川原口 西京 街区 53 カワラグチ 西京区牛ヶ瀬川原口町52 2,952 S58.1.27

芝ノ宮 西京 街区 54 シバノミヤ 西京区下津林芝ノ宮69 2,822 S59.3.30

池尻 西京 街区 55 イケジリ 西京区桂池尻町他 1,500 S62.3.31

徳大寺 西京 街区 56 トクダイジ 西京区桂徳大寺町 1,588 S63.3.31

上野北 西京 街区 57 カミノキタ 西京区桂上野北町 1,105 S63.3.31

清水 西京 街区 58 シミズ 西京区徳大寺清水町 1,702 H1.2.10

北沓掛第一 かりん 西京 街区 59 キタクツカケダイイチ 西京区大枝北沓掛町五丁目32 2,554 H2.6.15

上野東 西京 街区 60 カミノヒガシ 西京区桂上野東町 1,500 H3.7.11

北沓掛第三 しらかば 西京 街区 61 キタクツカケダイサン 西京区大枝北沓掛町三丁目10-1 1,817 H4.3.31

北沓掛第四 アカシア 西京 街区 62 キタクツカケダイヨン 西京区大枝北沓掛町二丁目1 4,696 H4.3.31

中溝 西京 街区 63 ナカミゾ 西京区松室中溝町 1,500 H4.7.16

百々ヶ池 西京 街区 64 ドドガイケ 西京区樫原百々ヶ池1-29 121 H4.12.10

北ノ町 西京 街区 65 キタノチョウ 西京区山田北ノ町22-4 345 H6.12.22

大枝山第一 香の花 西京 街区 66 オオエヤマダイイチ 西京区御陵大枝山町六丁目13 1,992 H6.12.22

北沓掛第二 天蓋の花 西京 街区 67 キタクツカケダイニ 西京区枝北沓掛町四丁目7-1 2,054 H6.12.22

大枝山第三 プラザパーク 西京 街区 68 オオエヤマダイサン 西京区御陵大枝山町五丁目15 2,127 H8.5.2

北村 西京 街区 69 キタムラ 西京区上桂北村町 1,499 H9.7.10

大枝山第二 山の辺 西京 街区 70 オオエヤマダイニ 西京区御陵大枝山町一丁目11 2,236 H9.8.7

沓掛第二 西京 街区 71 クツカケダイニ 西京区大枝沓掛町9-203他 243 H10.3.31

峰ヶ堂第二 もみのき 西京 街区 72 ミネガドウダイニ 西京区御陵峰ヶ堂町二丁目15 2,426 H10.11.5

峰ヶ堂第一 如月 西京 街区 73 ミネガドウダイイチ 西京区御陵峰ヶ堂町三丁目19 2,429 H11.2.25

東ノ口 西京 街区 74 ヒガシノクチ 西京区松尾東ノ口町 1,455 H11.6.3

沓掛第三 西京 街区 75 クツカケダイサン 西京区大枝沓掛町12-83他 257 H13.3.22

上里南ノ 西京 街区 76 カミサトミナミノ 西京区大原野上里南ノ町555-4 161 H13.3.22

上里南ノ第二 西京 街区 77 カミサトミナミノダイニ 西京区大原野上里南ノ町524-12他 370 H13.3.22

塚原 西京 街区 78 ツカハラ 西京区大枝塚原町5-183 233 H14.10.11

峰ヶ堂第三 山の里 西京 街区 79 ミネガドウダイサン 西京区御陵峰ヶ堂町一丁目9 1,641 H14.12.20

細谷 西京 街区 80 ホソタニ 西京区京都大学桂104-2 2,500 H15.8.1

嵐山西一川 西京 街区 81 アラシヤマニシイチカワ 西京区嵐山西一川町1-14 195 H18.5.1

大枝山第四 花の舞 西京 街区 82 オオエヤマダイヨン 西京区御陵大枝山三丁目15 2,467 H18.10.10

嵐山森ノ前 西京 街区 83 アラシヤマモリノマエ 西京区嵐山森ノ前町13-22 308 H19.2.26

池尻第二 西京 街区 84 イケジリダイニ 西京区桂池尻町32-9 116 H19.2.26

塚原第二 西京 街区 85 ツカハラダイニ 西京区大枝塚原町5-267 168 H19.3.15

平尾 西京 街区 86 ヒラオ 西京区山田平尾町38-29 197 H19.12.14

嵐山西一川第二 西京 街区 87 アラシヤマニシイチカワダイニ 西京区嵐山西一川町3-8 195 H22.10.5

革嶋城 西京 街区 88 カワシマジョウ 西京区川島玉頭町37-47 100 H22.12.20

平尾第二 西京 街区 89 ヒラオダイニ 西京区山田平尾町40-23 150 H23.11.11

北沓掛第五 桂坂ふれあい 西京 街区 90 キタクツカケダイゴ 西京区大枝北沓掛町一丁目21-95 7,073 H26.4.1

桂御所第二 西京 街区 91 カツラゴショダイニ 西京区桂御所町1-83 820 H26.6.2

神ヶ谷 西京 街区 92 ジンガダニ 西京区松尾神ケ谷町11-7 243 H27.3.31

塚原第三 西京 街区 93 ツカハラダイサン 西京区大枝塚原町5-329 152 R3.3.22

新林池 西京 近隣 1 シンバヤシイケ 西京区大枝西新林町三丁目2 20,484 S56.4.1

境谷 西京 近隣 2 サカイダニ 西京区大原野東境谷町一丁目2 21,118 S56.4.1

福西 西京 近隣 3 フクニシ 西京区大枝北福西町三丁目3 18,944 S56.4.1
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竹の里 西京 近隣 4 タケノサト 西京区大原野西竹の里町二丁目1 10,681 S56.4.1

牛ヶ瀬 西京 近隣 5 ウシガセ 西京区牛ヶ瀬林ノ本町15 15,581 S57.3.31

御陵 西京 近隣 6 ゴリョウ 西京区御陵細谷3-15他 10,000 H10.8.20

桂坂 西京 近隣 7 カツラザカ 西京区御陵大枝山町四丁目9 18,849 H11.2.25

上桂 西京 近隣 8 カミカツラ 西京区上桂今井町他 19,937 H11.6.3

小畑川中央 西京 地区 1 オバタガワチュウオウ 西京区大枝東新林町一丁目,西京区大原野東境谷町二丁目,西京区大原野東竹の里二丁目,西京区大枝北福西町一丁目,西京区大枝南福西町一丁目 96,601 S54.5.22

大蛇ヶ池 西京 地区 2 ダイジャガイケ 西京区大原野西竹の里町二丁目 52,534 S56.4.1

桂川緑地離宮前 西京 運動 1 カツラガワリョクチリキュウマエ 西京区桂清水町,西京区桂御園町 18,121 H8.2.1

北緑地 西京 都緑 1 キタリョクチ 西京区大枝東新林町一丁目,二丁目,西京区大枝西新林町一丁目、二丁目 29,866 S56.4.1

南緑地 西京 都緑 2 ミナミリョクチ 西京区大原野西竹の里町一丁目,西京区大原野東竹の里町三丁目,西京区大枝南福西町三丁目 23,746 S56.4.1

西緑地 西京 都緑 3 ニシリョクチ 西京区大原野西境谷町一丁目,西京区大原野西竹の里町一丁目 16,954 S56.4.1

東緑地 西京 都緑 4 ヒガシリョクチ 西京区大枝北福西町一丁目 43,643 S56.4.1

桂坂緑地 西京 緑道 1 カツラザカリョクチ 西京区大枝北沓掛町五丁目,六丁目 3,546 H2.6.15

桂坂第二緑道 西京 緑道 2 カツラザカダイニリョクドウ 西京区御陵大枝山町六丁目,西京区大枝北沓掛町四丁目 4,923 H6.12.22

桂坂第三緑道 西京 緑道 3 カツラザカダイサンリョクドウ 西京区御陵大枝山町五丁目100-23他 2,441 H8.5.2

桂坂第四緑道 西京 緑道 4 カツラザカダイヨンリョクドウ 西京区御陵大枝山町三丁目100-2他 3,200 H10.7.23

桂坂第七緑道 西京 緑道 5 カツラザカダイナナリョクドウ 西京区御陵峰ヶ堂町三丁目100-6 3,553 H12.3.16

桂坂第五緑道 西京 緑道 6 カツラザカダイゴリョクドウ 西京区御陵峰ヶ堂三丁目100-18他 9,378 H11.5.6

桂坂第六緑道 西京 緑道 7 カツラザカダイロクリョクドウ 西京区御陵大枝山町四丁目100-19他 3,141 H12.3.16

桂坂第八緑道 西京 緑道 8 カツラザカダイハチリョクドウ 西京区御陵峰ヶ堂町一丁目100-19 623 H14.12.20

大原野森林 西京 都林 1 オオハラノシンリン 西京区大原野石作町1754他 1,339,783 H12.4.27

南部 伏見 街区 1 ナンブ 伏見区南部町60-1,伏見区瀬戸物町746-8他 2,619 S17.11.19

羽柴 伏見 街区 2 ハシバ 伏見区桃山羽柴長吉西町30 774 S18.3.15

北鍵屋 伏見 街区 3 キタカギヤ 伏見区深草北鍵屋町990-3他 2,282 S25.8.10

醍醐辰巳 伏見 街区 4 ダイゴタツミ 伏見区醍醐東合場町18-1他 3,298 S29.3.31

住吉 伏見 街区 5 スミヨシ 伏見区西鍵屋町425,伏見区越前屋613,伏見区大和町568,伏見区桝屋町631 3,918 S30.3.31

竹田 伏見 街区 6 タケダ 伏見区竹田醍醐田町9-4他 830 S31.3.31

長岡 伏見 街区 7 ナガオカ 伏見区桃山長岡越中南町95 1,699 S31.3.31

七瀬川 伏見 街区 8 ナナセガワ 伏見区深草池ノ内町3-2 3,673 S31.3.31

内畑 伏見 街区 9 ウチハタ 伏見区竹田西内畑町46 2,540 S33.3.31

柿ノ木浜 伏見 街区 10 カキノキハマ 伏見区柿木浜町455,伏見区両替町一丁目424 1,077 S16.2.3

桜島 伏見 街区 11 サクラジマ 伏見区深草向川原町50内 1,090 S35.3.31

福島 伏見 街区 12 フクシマ 伏見区桃山福島太夫北町28-1他 1,895 S36.4.1

深草西浦中 伏見 街区 13 フカクサニシウラナカ 伏見区深草西浦町三丁目30 2,720 S41.3.31

深草砂川西 伏見 街区 14 フカクサスナガワニシ 伏見区深草西浦町一丁目17 2,373 S42.3.31

深草西 伏見 街区 15 フカクサニシ 伏見区深草西浦町八丁目76 2,456 S43.3.31

泰長老 伏見 街区 16 タイチョウロウ 伏見区桃山泰長老176-2他 6,123 S43.3.31

京道 伏見 街区 17 キョウミチ 伏見区醍醐京道町12 1,887 S44.3.31

小久保 伏見 街区 18 コクボ 伏見区深草新門丈町227 3,173 S44.3.31

森の宮南 伏見 街区 19 モリノミヤミナミ 伏見区久我森の宮町1-1 1,271 S44.3.31

森の宮北 伏見 街区 20 モリノミヤキタ 伏見区久我森の宮町3-46他 727 S44.3.31

久我東 伏見 街区 21 コガアズマ 伏見区久我東町18-8他 785 S44.3.31

深草砂川東 伏見 街区 22 フカクサスナガワヒガシ 伏見区深草西浦町四丁目44 2,682 S45.3.31

深草東 伏見 街区 23 フカクサヒガシ 伏見区深草西浦町五丁目27 3,180 S45.3.31

大高 伏見 街区 24 オオタカ 伏見区醍醐大高町10-2 1,836 S45.3.31

折戸 伏見 街区 25 オリド 伏見区醍醐折戸町8-4他 8,504 S45.3.31

古道 伏見 街区 26 フルミチ 伏見区醍醐古道町22-3 2,153 S46.3.31

城ノ越 伏見 街区 27 シロノコシ 伏見区下鳥羽城ノ越町45 2,765 S46.3.31

改進 狩賀 伏見 街区 28 カイシン 伏見区竹田狩賀町 2,500 S46.3.31

深草瓦町 伏見 街区 29 フカクサカワラマチ 伏見区深草瓦町 1,013 S46.3.31

御陵西裏 伏見 街区 30 ゴリョウニシウラ 伏見区醍醐御陵西裏町27-4他 577 S46.3.31

稲荷 伏見 街区 31 イナリ 伏見区深草祓川町15-5他 1,219 S46.3.31

車阪 伏見 街区 32 クルマザカ 伏見区深草車阪町17-20 912 S46.3.31

鞍ヶ谷 伏見 街区 33 クラガタニ 伏見区深草鞍ヶ谷町13-32 261 S46.3.31
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和泉屋 伏見 街区 34 イズミヤ 伏見区納所中河原3-3 577 S46.3.31

桃山島津 伏見 街区 35 モモヤマシマヅ 伏見区桃山町島津58-53 706 S46.3.31

山殿 伏見 街区 36 ヤマデン 伏見区横大路下三栖山殿5-3 702 S46.3.31

万帖敷 伏見 街区 37 マンジョウジキ 伏見区深草大亀谷万帖敷町481 2,888 S48.3.31

遠山 伏見 街区 38 トオヤマ 伏見区桃山町遠山18-10 853 S48.3.31

鞍ヶ谷西 伏見 街区 39 クラガタニニシ 伏見区深草鞍ヶ谷町13-93 380 S48.3.31

勧進橋東 伏見 街区 40 カンジンバシヒガシ 伏見区深草勧進橋町118-7他,伏見区深草下川原町109-13 1,438 S48.3.31

大島 伏見 街区 41 オオシマ 伏見区桃山町大島25-135他 1,174 S48.3.31

僧園 伏見 街区 42 ソウエン 伏見区醍醐僧尊坊町1-202 328 S48.3.31

舞台町 伏見 街区 43 ブタイチョウ 伏見区舞台町38-4 1,045 S48.3.31

醍醐南第一 伏見 街区 44 ダイゴミナミダイイチ 伏見区醍醐上山口町83 1,202 S48.3.31

醍醐南第二 伏見 街区 45 ダイゴミナミダイニ 伏見区醍醐上山口町72 1,218 S48.3.31

川東 伏見 街区 46 カワヒガシ 伏見区川東町3-5 156 S48.3.31

羽束師鴨川 伏見 街区 47 ハヅカシカモガワ 伏見区羽束師鴨川町2-3 111 S49.3.31

大構 伏見 街区 48 オオカマエ 伏見区醍醐大構町21-6他 274 S49.3.31

淀新町 伏見 街区 49 ヨドシンマチ 伏見区淀新町134-35 270 S49.3.31

馬谷 伏見 街区 50 ウマタニ 伏見区深草馬谷町10-52 505 S49.3.31

泓ノ川 伏見 街区 51 フケノカワ 伏見区竹田泓ノ川町29-6 123 S49.3.31

納所 伏見 街区 52 ノウソ 伏見区納所薬師堂27-307他 4,927 S49.3.31

薬師堂西 伏見 街区 53 ヤクシドウニシ 伏見区納所薬師堂1-84 153 S49.3.31

薬師堂南 伏見 街区 54 ヤクシドウミナミ 伏見区納所薬師堂1-59 185 S49.3.31

薬師堂北 伏見 街区 55 ヤクシドウキタ 伏見区納所薬師堂1-136 219 S49.3.31

本多上野 伏見 街区 56 ホンダコウズケ 伏見区桃山町本多上野78-15 125 S49.3.31

菱川 伏見 街区 57 ヒシカワ 伏見区羽束師菱川町555-2 1,320 S49.3.31

西志水 伏見 街区 58 ニシシミズ 伏見区羽束師志水町165-263 688 S49.3.31

深草谷口 伏見 街区 59 フカクサタニグチ 伏見区深草谷口町70-51 844 S49.3.31

田中宮 伏見 街区 60 タナカミヤ 伏見区竹田田中宮町92 4,088 S49.3.31

田中殿 伏見 街区 61 タナカデン 伏見区竹田田中殿町85 3,136 S49.3.31

川東北 伏見 街区 62 カワヒガシキタ 伏見区川東町8-6他 375 S50.3.31

井伊 伏見 街区 63 イイ 伏見区桃山井伊掃部西町4 330 S50.3.31

北遠山 伏見 街区 64 キタトオヤマ 伏見区桃山町遠山84-37 407 S50.3.31

南西裏 伏見 街区 65 ミナミニシウラ 伏見区醍醐南西裏町10-23 454 S50.3.31

下山口 伏見 街区 66 シモヤマグチ 伏見区醍醐下山口町19-4 132 S50.3.31

日野岡西 伏見 街区 67 ヒノオカニシ 伏見区日野岡西町4-15 663 S50.3.31

泓ノ壺 伏見 街区 68 フケノツボ 伏見区深草泓ノ壷町4-10他 159 S50.3.31

久我森の宮 伏見 街区 69 コガモリノミヤ 伏見区久我森の宮町10-37 345 S50.3.31

江奈志 伏見 街区 70 エナシ 伏見区醍醐江奈志町10-7 553 S50.3.31

南明 伏見 街区 71 ナンメイ 伏見区深草南明町5-60 840 S50.3.31

御霊ヶ下 伏見 街区 72 ゴリョウガシタ 伏見区醍醐御霊ヶ下町39-3 1,098 S50.3.31

外山街道 伏見 街区 73 ソトヤマカイドウ 伏見区醍醐外山街道町3-11 395 S50.3.31

古川 伏見 街区 74 フルカワ 伏見区羽束師古川町18-6 670 S50.3.31

中書島 伏見 街区 75 チュウショジマ 伏見区葭島矢倉町35-8他 366 S27.3.31

藤の森 伏見 街区 76 フジノモリ 伏見区深草鳥居崎町609内 1,483 S37.3.31

日野 伏見 街区 77 ヒノ 伏見区日野畑出町3 2,269 S38.12.19

立河原 伏見 街区 78 タテガワラ 伏見区向島立河原町72-4 154 S51.3.31

津田 伏見 街区 79 ツダ 伏見区向島津田町121-23 190 S51.3.31

南津田 伏見 街区 80 ミナミツダ 伏見区向島津田町136-4 371 S51.3.31

上林 伏見 街区 81 カンバヤジ 伏見区向島上林町34-6 415 S51.3.31

谷寺 伏見 街区 82 タニデラ 伏見区日野谷寺町8-53 196 S51.3.31

南志水 伏見 街区 83 ミナミシミズ 伏見区羽束師志水町191-5 150 S51.3.31

上ノ山 伏見 街区 84 ウエノヤマ 伏見区醍醐上ノ山町21-5 1,137 S51.3.31

中山 伏見 街区 85 ナカヤマ 伏見区醍醐中山町39-9 2,369 S51.3.31

森の宮西 伏見 街区 86 モリノミヤニシ 伏見区久我森の宮町7-37 402 S51.3.31

東奉行 伏見 街区 87 ヒガシブギョウ 伏見区東奉行町 650 S51.3.31
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久我御旅 伏見 街区 88 コガオタビ 伏見区久我御旅町4-203 188 S51.3.31

東古川 伏見 街区 89 ヒガシフルカワ 伏見区羽束師古川町116-4 620 S51.3.31

南志水第二 伏見 街区 90 ミナミシミズダイニ 伏見区羽束師志水町198-13 150 S51.3.31

北志水 伏見 街区 91 キタシミズ 伏見区羽束師志水町138-7 732 S52.3.18

上端山 伏見 街区 92 カミハヤマ 伏見区醍醐上端山町1-49,伏見区醍醐下端山町25-1 3,711 S52.3.18

小栗栖 伏見 街区 93 オグリス 伏見区小栗栖森本町16-4 1,366 S52.3.18

大山 伏見 街区 94 オオヤマ 伏見区深草大亀谷大山町53-18 182 S52.3.18

久我石原 伏見 街区 95 コガイシハラ 伏見区久我石原町9-49 495 S52.3.18

南古川 伏見 街区 96 ミナミフルカワ 伏見区羽束師古川町566-6 489 S52.3.18

淀下津 伏見 街区 97 ヨドシモヅ 伏見区淀下津町257-24 606 S52.3.18

柴田屋敷 伏見 街区 98 シバタヤシキ 伏見区深草柴田屋敷町3-9 90 S52.7.1

町並 伏見 街区 99 マチナミ 伏見区桃山町町並58-7 502 S52.7.1

奥出 伏見 街区 100 オクデ 伏見区日野奥出23-30 184 S53.3.1

御旅 伏見 街区 101 オタビ 伏見区久我御旅町5-31 449 S53.3.1

山ノ下 伏見 街区 102 ヤマノシタ 伏見区桃山町山ノ下55-23 347 S53.8.10

鍵尾 伏見 街区 103 カギオ 伏見区醍醐鍵尾町15-4 297 S53.8.10

渡瀬 伏見 街区 104 ワタリセ 伏見区下鳥羽渡瀬町 2,539 S53.8.10

上三栖 伏見 街区 105 カミミス 伏見区下鳥羽上三栖町 2,274 S54.5.23

堀端 伏見 街区 106 ホリバタ 伏見区中島堀端町 2,173 S54.5.23

岸ノ下 伏見 街区 107 キシノシタ 伏見区納所岸ノ下2-21他 277 S54.9.6

上山口 伏見 街区 108 カミヤマグチ 伏見区醍醐上山口町31-2 535 S54.9.6

久我石原西 伏見 街区 109 コガイシハラニシ 伏見区久我石原町9-134他 164 S55.5.29

下津 伏見 街区 110 シモヅ 伏見区淀下津町141-5 357 S55.5.29

北津田 伏見 街区 111 キタツダ 伏見区向島津田町58-17 626 S56.1.22

北上林 伏見 街区 112 キタカンバヤシ 伏見区向島上林町8-26他 433 S56.1.22

西大山 伏見 街区 113 ニシオオヤマ 伏見区深草大亀谷大山町27-58他 314 S56.1.22

羽束師鴨川第二 伏見 街区 114 ハヅカシカモガワダイニ 伏見区羽束師鴨川町270-64 108 S56.1.22

貴船北 伏見 街区 115 キフネキタ 伏見区横大路貴船52-37他 219 S56.1.22

円面田 伏見 街区 116 エンメンデン 伏見区下鳥羽中円面田町 6,025 S56.4.1

紅雪 伏見 街区 117 コウセツ 伏見区桃山紅雪町 2,282 S56.4.1

生津 伏見 街区 118 ナマヅ 伏見区淀生津町653-97 723 S56.6.1

際目 伏見 街区 119 サイメ 伏見区淀際目町340-9 383 S56.6.1

貴船 伏見 街区 120 キフネ 伏見区横大路貴船52-29 567 S56.10.1

羽束師鴨川第三 伏見 街区 121 ハヅカシカモガワダイサン 伏見区羽束師鴨川町343-8 295 S56.10.1

中島河原田 伏見 街区 122 ナカジマカワラデン 伏見区中島河原田町125-5 290 S56.10.1

醍醐和泉 伏見 街区 123 ダイゴイズミ 伏見区醍醐和泉町5-11 165 S56.10.1

日野林 伏見 街区 124 ヒノバヤシ 伏見区日野林48-8他 797 S57.1.1

生津第二 伏見 街区 125 ナマヅダイニ 伏見区淀生津町235-143 1,054 S57.1.1

東裏 伏見 街区 126 ヒガシウラ 伏見区醍醐御陵東裏町24-20 126 S57.1.1

津田第二 伏見 街区 127 ツダダイニ 伏見区向島津田町157-3 102 S57.1.1

樋爪 伏見 街区 128 ヒヅメ 伏見区淀樋爪町159-16 509 S57.1.1

久我本町 伏見 街区 129 コガホンマチ 伏見区久我本町11-215他 471 S57.1.1

南裏 伏見 街区 130 ミナミウラ 伏見区醍醐赤間南裏町10-5 181 S57.3.31

森の宮第二 伏見 街区 131 モリノミヤダイニ 伏見区久我森の宮町13-58 476 S57.3.31

南端山 伏見 街区 132 ミナミハヤマ 伏見区醍醐南端山20-25他 443 S57.3.31

岩山 伏見 街区 133 イワヤマ 伏見区深草大亀谷岩山町 2,271 S57.3.31

羽束師鴨川第四 伏見 街区 134 ハヅカシカモガワダイヨン 伏見区羽束師鴨川町199-8 243 S57.9.9

南大島 伏見 街区 135 ミナミオオシマ 伏見区桃山南大島町1-6 8,205 S57.11.25

南大島第二 伏見 街区 136 ミナミオオシマダイニ 伏見区桃山町大島38-228,伏見区桃山南大島町1-133 1,833 S57.11.25

安信 伏見 街区 137 アンシン 伏見区深草大亀谷安信町74 2,277 S58.1.27

醍醐大畑 伏見 街区 138 ダイゴオオハタ 伏見区醍醐大畑町87 1,168 S58.3.31

醍醐廻リ戸 伏見 街区 139 ダイゴマワリド 伏見区醍醐廻り戸町39 653 S58.3.31

須釜 伏見 街区 140 スガマ 伏見区下鳥羽葭田町 7,753 S58.3.31

下野 伏見 街区 141 シモノ 伏見区納所下野1-5,1-6 1,200 S58.3.31
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東合場みどり 伏見 街区 142 ヒガシアイバミドリ 伏見区醍醐東合場町 1,224 S58.9.23

加賀屋敷 伏見 街区 143 カガヤシキ 伏見区深草加賀屋敷町 1,246 S58.12.2

東古御香 伏見 街区 144 ヒガシフルゴコウ 伏見区深草大亀谷東古御香町104 2,273 S59.1.27

柳長 伏見 街区 145 ヤナギオサ 伏見区下鳥羽東柳長町 4,445 S60.3.29

大受新開 伏見 街区 146 オオウケシンカイ 伏見区石田大受町13-2他 1,394 S60.3.29

兜山 伏見 街区 147 カブトヤマ 伏見区深草兜山町51-4 421 S60.12.13

二の丸 伏見 街区 148 ニノマル 伏見区向島二ノ丸町 1,001 S61.3.31

御霊ヶ下東 伏見 街区 149 ゴリョウガシタヒガシ 伏見区醍醐御霊ヶ下町128 661 S62.3.31

金森出雲 伏見 街区 150 カナモリイヅモ 伏見区桃山町金森出雲3-13 137 S62.3.31

日野野色 伏見 街区 151 ヒノノイロ 伏見区日野野色町90-8 135 S62.3.31

羽束師鴨川第五 伏見 街区 152 ハヅカシカモガワダイゴ 伏見区羽束師鴨川町270-93 126 S62.3.31

丸町 伏見 街区 153 マルマチ 伏見区向島丸町36-60 1,769 S62.3.31

北浜 伏見 街区 154 キタハマ 伏見区北浜町585,伏見区上中町604 1,864 S63.6.13

川東北第二 伏見 街区 155 カワヒガシキタダイニ 伏見区川東町14-2 888 H1.3.31

車坂第二 伏見 街区 156 クルマザカダイニ 伏見区深草車阪町17-21 170 H1.3.31

広長 伏見 街区 157 ヒロオサ 伏見区下鳥羽広長町 103 H1.3.31

際目第二 伏見 街区 158 サイメダイニ 伏見区淀際目町36-3 2,810 H1.3.31

醍醐辰巳第二 伏見 街区 159 ダイゴタツミダイニ 伏見区醍醐辰巳町12他 1,323 H1.10.20

森の宮第三 伏見 街区 160 モリノミヤダイサン 伏見区久我森の宮町14-105 117 H2.2.20

石田大山 伏見 街区 161 イシダオオヤマ 伏見区石田大山町16-11 858 H2.3.31

久我本町第二 伏見 街区 162 コガホンマチダイニ 伏見区久我本町12-85 606 H2.3.31

久我東第二 伏見 街区 163 コガアズマダイニ 伏見区久我東町221 1,527 H2.12.27

久我東第三 伏見 街区 164 コガアズマダイサン 伏見区久我東町205 1,321 H2.12.27

烏橋 伏見 街区 165 カラスバシ 伏見区醍醐烏橋町15-21 189 H3.3.31

鞍ヶ谷南 伏見 街区 166 クラガタニミナミ 伏見区深草鞍ヶ谷町41-4 145 H3.3.31

多近田 伏見 街区 167 タコンダ 伏見区醍醐多近田町5-1,伏見区醍醐南西裏町11-2 283 H3.3.31

西伊達 伏見 街区 168 ニシダテ 伏見区深草西伊達町1 1,090 H3.10.24

西風呂 伏見 街区 169 ニシフロ 伏見区日野西風呂15-4 246 H4.3.31

開土 伏見 街区 170 カイド 伏見区深草開土町142-2,伏見区深草願成町23-13 368 H5.2.18

新町裏 伏見 街区 171 シンマチウラ 伏見区醍醐新町裏町15-3 174 H8.2.1

久我西出第二 伏見 街区 172 コガニシデダイニ 伏見区久我西出町12-75他 276 H8.2.1

舞台町第二 伏見 街区 173 ブタイチョウダイニ 伏見区舞台町35-5 582 H8.7.25

菱川第二 伏見 街区 174 ヒシカワダイニ 伏見区羽束師菱川町569-4 716 H8.10.31

菱川第三 伏見 街区 175 ヒシカワダイサン 伏見区羽束師菱川町512-10 300 H8.10.31

菱川第五 伏見 街区 176 ヒシカワダイゴ 伏見区羽束師菱川町494-3 264 H8.10.31

際目第三 伏見 街区 177 サイメダイサン 伏見区淀際目町176-27 130 H9.2.6

遠山第二 伏見 街区 178 トオヤマダイニ 伏見区桃山町遠山43-2,43-15 216 H9.2.6

中山田 伏見 街区 179 ナカヤマダ 伏見区小栗栖中山田町16-25 216 H9.2.6

久我西出 伏見 街区 180 コガニシデ 伏見区久我西出町14-23 297 H9.2.6

谷寺第二 伏見 街区 181 タニデラダイニ 伏見区日野谷寺町60-3 200 H9.3.27

谷寺第三 伏見 街区 182 タニデラダイサン 伏見区日野谷寺町13-13,33-4 90 H9.3.27

泓ノ壺西 伏見 街区 183 フケノツボニシ 伏見区深草泓ノ壷町14-8･28-12 588 H10.4.17

両替町 伏見 街区 184 リョウガエマチ 伏見区両替町二丁目348-2 105 H10.10.8

羽束師鴨川第六 伏見 街区 185 ハヅカシカモガワダイロク 伏見区羽束師鴨川町333-8他 176 H10.10.8

切レ戸 伏見 街区 186 キレド 伏見区醍醐切レ戸町11-9 96 H10.11.12

津田第三 伏見 街区 187 ツダダイサン 伏見区向島津田町91-62 575 H11.4.8

松平筑前 伏見 街区 188 マツダイラチクゼン 伏見区桃山町松平筑前1-45 531 H11.7.8

菱川第四 伏見 街区 189 ヒシカワダイヨン 伏見区羽束師菱川町488-8 128 H11.9.16

大島第二 伏見 街区 190 オオシマダイニ 伏見区桃山町大島93-28 429 H11.9.16

向島中島 向島南さんさん 伏見 街区 191 ムカイジマナカジマ 伏見区向島中島町107-1 1,568 H12.4.27

醍醐構口 伏見 街区 192 ダイゴカマエグチ 伏見区醍醐構口町20-17 200 H12.11.16

羽柴長吉中 伏見 街区 193 ハシバチョウキチナカ 伏見区桃山羽柴長吉中町46-39 134 H12.11.16

久我東第四 伏見 街区 194 コガアズマダイヨン 伏見区久我東町7-172 148 H12.11.16

久我西出第三 伏見 街区 195 コガニシデダイサン 伏見区久我西出町11-244 232 H12.12.21
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小栗栖山口 伏見 街区 196 オグリスヤマグチ 伏見区小栗栖山口町52-42 207 H12.12.21

北遠山第二 伏見 街区 197 キタトオヤマダイニ 伏見区桃山町遠山103-17 107 H12.12.21

東軸 伏見 街区 198 トウジク 伏見区深草東軸町13-5 154 H13.3.22

醍醐西 伏見 街区 199 ダイゴニシ 伏見区醍醐北西浦町25他 2,813 H13.9.5

納所中河原 伏見 街区 200 ノウソナカガワラ 伏見区納所中河原17‐6 220 H13.9.20

深草ケナサ 伏見 街区 201 フカクサケナサ 伏見区深草ケナサ町15‐6 216 H13.11.15

菱川第六 伏見 街区 202 ヒシカワダイロク 伏見区羽束師菱川町663-6 248 H14.3.28

合場 伏見 街区 203 アイバ 伏見区醍醐合場町27-3 557 H14.8.7

久我西出第四 伏見 街区 204 コガニシデダイヨン 伏見区久我西出町12-202 180 H14.12.13

御旅第二 伏見 街区 205 オタビダイニ 伏見区久我御旅町11-20 128 H15.1.17

森の宮第四 伏見 街区 206 モリノミヤダイヨン 伏見区久我森の宮町4-98 344 H15.5.7

真斉 伏見 街区 207 シンサイ 伏見区桃山町真斉1-14 297 H15.5.7

万帖敷第二 伏見 街区 208 マンジョウジキダイニ 伏見区深草大亀谷万帖敷町89 658 H16.4.22

六躰 伏見 街区 209 ロクタイ 伏見区深草大亀谷六躰町125 505 H16.4.22

石田森東 伏見 街区 210 イシダモリヒガシ 伏見区石田森東町6-17 208 H16.6.11

中山田第二 伏見 街区 211 ナカヤマダダイニ 伏見区小栗栖中山田町26 152 H16.8.4

上ノ山第二 伏見 街区 212 ウエノヤマダイニ 伏見区醍醐上ノ山町6-9 142 H16.11.17

西大路町 伏見 街区 213 ニシオオジチョウ 伏見区醍醐西大路町30，31 1,409 H17.4.7

大下津 伏見 街区 214 オオシモヅ 伏見区淀大下津町19-2 535 H18.4.21

醍醐すこやか 伏見 街区 215 ダイゴスコヤカ 伏見区醍醐辰巳町21-32 345 H18.8.8

深草向川原 伏見 街区 216 フカクサムカイガワラ 伏見区深草向川原町20-3 160 H18.9.22

竹中鷹匠 伏見 街区 217 タケナカタカジョウ 伏見区竹中町634-2，伏見区鷹匠町37-5 456 H18.10.12

西大路町第二 伏見 街区 218 ニシオオジチョウダイニ 伏見区醍醐西大路町128-5 380 H19.1.12

淀木津 伏見 街区 219 ヨドキヅ 伏見区淀木津町603-14 237 H19.4.4

醍醐ふれあい 伏見 街区 220 ダイゴフレアイ 伏見区醍醐東合場町29他 783 H19.7.17

醍醐やすらぎ 伏見 街区 221 ダイゴヤスラギ 伏見区醍醐外山街道町15-4 334 H19.7.17

山ノ下第二 伏見 街区 222 ヤマノシタダイニ 伏見区桃山町山ノ下24-7 395 H19.9.13

水垂 伏見 街区 223 ミズタレ 伏見区淀水垂町330-55 1,000 H19.9.21

大亀谷東寺 伏見 街区 224 オオカメダニヒガシデラ 伏見区深草大亀谷東寺町33-11他 131 H19.11.16

三栖町 伏見 街区 225 ミスチョウ 伏見区三栖町三丁目837-2,伏見区三栖町四丁目839-1 176 H20.1.15

森の宮第五 伏見 街区 226 モリノミヤダイゴ 伏見区久我森の宮町11-71 299 H20.6.19

因幡 伏見 街区 227 イナバ 伏見区桃山町因幡31-4,伏見区桃山町大島9-9 731 H20.8.18

久我石原第二 伏見 街区 228 コガイシハラダイニ 伏見区久我石原町8-143 151 H20.10.10

久我西出第六 伏見 街区 229 コガニシデダイロク 伏見区久我西出町12-254 148 H20.11.12

久我西出第五 伏見 街区 230 コガニシデダイゴ 伏見区久我西出町11-385 233 H21.2.20

久我西出第七 伏見 街区 231 コガニシデダイナナ 伏見区久我西出町14-82 112 H21.2.20

森ヶ淵 伏見 街区 232 モリガフチ 伏見区小栗栖森ケ淵町11-5 306 H21.2.26

南志水第三 伏見 街区 233 ミナミシミズダイサン 伏見区羽束師志水町33-1 160 H21.3.6

一言寺裏 伏見 街区 234 イチゴンジウラ 伏見区醍醐一言寺裏町16-7 604 H21.3.26

菱川第七 伏見 街区 235 ヒシカワダイナナ 伏見区羽束師菱川町610-10 560 H21.9.2

久我西出第八 伏見 街区 236 コガニシデダイハチ 伏見区久我西出町11-506 102 H21.9.8

下三栖城ノ前 伏見 街区 237 シモミスジョウノマエ 伏見区横大路下三栖城ノ前町 5,549 H21.10.22

森の宮第六 伏見 街区 238 モリノミヤダイロク 伏見区久我森の宮町10-313 130 H21.11.6

大亀谷東寺第二 伏見 街区 239 オオカメダニヒガシデラダイニ 伏見区深草大亀谷東寺町22-5 120 H22.2.5

西大文字町 伏見 街区 240 ニシダイモンジチョウ 伏見区西大文字町954-11 108 H23.6.1

向代 伏見 街区 241 ムカイシロ 伏見区竹田向代町（換地未処分） 2,926 H23.10.28

久我西出第九 伏見 街区 242 コガニシデダイキュウ 伏見区久我西出町14-8 168 H23.11.9

丹後南 伏見 街区 243 タンゴミナミ 伏見区桃山町丹後17-10 207 H23.11.16

森の宮第七 伏見 街区 244 モリノミヤダイナナ 伏見区久我森の宮町2-293 107 H24.7.6

相深 伏見 街区 245 アイフカ 伏見区深草相深町19-33他 1,604 H25.3.29

越後屋敷 伏見 街区 246 エチゴヤシキ 伏見区深草越後屋敷町123-2 324 H25.12.13

古川第二 伏見 街区 247 フルカワダイニ 伏見区羽束師古川町585-30 166 H26.2.6

下野第二 伏見 街区 248 シモノダイニ 伏見区納所下野31-9 131 H26.10.17

菱川第八 伏見 街区 249 ヒシカワダイハチ 伏見区羽束師菱川町43-4 269 H28.5.27
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下野第三 伏見 街区 250 シモノダイサン 伏見区納所下野27-10 304 H28.7.22

小栗栖小坂 伏見 街区 251 オグリスコサカ 伏見区小栗栖小坂町84-3 289 H29.3.1

大谷 伏見 街区 252 オオタニ 伏見区深草大亀谷大谷町10-24 141 H29.3.21

桃山舟泊 伏見 街区 253 モモヤマフナドマリ 伏見区桃山町和泉15-3他 4,847 H29.6.30

桃山正宗 伏見 街区 254 モモヤママサムネ 伏見区桃山町正宗15-8 137 H29.7.10

淀新町第三 伏見 街区 255 ヨドシンマチダイサン 伏見区淀新町134-96 135 H30.10.15

西川頬 伏見 街区 256 ニシカワヅラ 伏見区日野西川頬16-5 111 H30.10.22

与五郎 伏見 街区 257 ヨゴロウ 伏見区桃山与五郎町1-596 165 R2.5.29

淀新町第四 伏見 街区 258 ヨドシンマチダイヨン 伏見区淀新町124-4 229 R2.6.19

久我東第五 伏見 街区 259 コガアズマダイゴ 伏見区久我東町2-188 104 R2.12.21

石田森南 伏見 街区 260 イシダモリミナミ 伏見区石田森南町46-24 111 R3.3.25

久我西出第十 伏見 街区 261 コガニシデダイジュウ 伏見区久我西出町13-134 120 R3.11.24

森の宮第八 伏見 街区 262 モリノミヤダイハチ 伏見区久我森の宮町6-175 108 R3.11.24

古川第三 伏見 街区 263 フルカワダイサン 伏見区羽束師古川町141-2 183 R3.11.30

森の宮第九 伏見 街区 264 モリノミヤダイク 伏見区久我森の宮町7-169 104 R4.10.11

三栖 伏見 近隣 1 ミス 伏見区島津町,伏見区下鳥羽六反長町132他,伏見区下鳥羽浄春が前町,伏見区横大路三栖山城屋敷町 22,354 S17.6.8

伏見 伏見 近隣 2 フシミ 伏見区桃陵町 23,318 S26.3.31

淀城跡 伏見 近隣 3 ヨドジョウアト 伏見区淀本町168他,伏見区淀池上町17-8 16,559 S43.3.31

深草西浦南 伏見 近隣 4 フカクサニシウラミナミ 伏見区深草五反田町111他,伏見区深草西浦町六丁目 15,466 S41.12.5

鳥羽離宮跡 伏見 近隣 5 トバリキュウアト 伏見区中島御所ノ内町12 19,033 S47.3.31

下鳥羽 伏見 近隣 6 シモトバ 伏見区下鳥羽芹川町30 18,653 S50.4.6

向島東 伏見 近隣 7 ムカイジマヒガシ 伏見区向島藤ノ木町72-7他,伏見区向島鷹場町74-4他 19,718 S61.3.31

竹田(近隣) 伏見 近隣 8 タケダ 伏見区竹田中島町200-1 21,439 H4.7.16
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