
［北区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

10001 北 出雲路神楽町 いずもじかぐらちょう 京極 上京 い
10002 北 出雲路立テ本町 いずもじたてもとちょう 室町 烏丸

10003 北 出雲路俵町 いずもじたわらちょう 京極 上京

紫明通（疏水跡道路）以南 室町 烏丸

10004 紫明通（疏水跡道路）以北 紫明 加茂川

10006 北 大北山鏡石町 おおきたやまかがみ
いしちょう 金閣 衣笠 お

10007 北 大北山松鷗山町 おおきたやましょうおう
ざんちょう 金閣 衣笠

10008 北 大北山天神岡町 おおきたやまてんじん
おかちょう 金閣 衣笠

10009 北 大北山蓮ケ谷町 おおきたやまはすが
たにちょう 金閣 衣笠

10010 北 大北山長谷町 おおきたやまはせちょ
う 金閣 衣笠

10011 北 大北山原谷乾町 おおきたやまはらだに
いぬいちょう 金閣 衣笠

10012 北 大北山不動山町 おおきたやまふどうさ
んちょう 金閣 衣笠

10013 北 大北山鷲峯町 おおきたやまわしみね
ちょう 金閣 衣笠

10014 北 大宮秋葉山 おおみやあきばさん 大宮 西賀茂

10015 北 大宮一ノ井町 おおみやいちのいちょ
う 大宮 西賀茂

10016 北 大宮上ノ岸町 おおみやかみのきし
ちょう 大宮 西賀茂

10017 北 大宮北椿原町 おおみやきたつばき
はらちょう 大宮 西賀茂

10018 北 大宮北ノ岸町 おおみやきたのきし
ちょう 大宮 西賀茂

10019 北 大宮北箱ノ井町 おおみやきたはこのい
ちょう 大宮 西賀茂

10020 北 大宮北林町 おおみやきたばやし
ちょう 大宮 西賀茂

10021 北 大宮北山ノ前町 おおみやきたやまのま
えちょう 大宮 西賀茂

10022 北 大宮草山 おおみやくさやま 大宮 西賀茂

10023 北 大宮玄琢北東町 おおみやげんたくきた
ひがしちょう 大宮 西賀茂

10024 北 大宮玄琢北町 おおみやげんたくきた
まち 大宮 西賀茂

10025 北 大宮玄琢南町 おおみやげんたくみ
なみまち 大宮 西賀茂

10026 北 大宮釈迦谷 おおみやしゃかだに ※一部の区域は鷹峯小・旭丘中へ区域外就学 大宮 西賀茂

10027 北 大宮田尻町 おおみやたじりちょう 大宮 西賀茂

10028 北 大宮土居町 おおみやどいちょう 待鳳 旭丘

10029 北 大宮中総門口町 おおみやなかそうもん
ぐちちょう 大宮 西賀茂

10030 北 大宮中ノ社町 おおみやなかのやし
ろちょう 大宮 西賀茂

10031 北 大宮中林町 おおみやなかばやし
ちょう 大宮 西賀茂

10032 北 大宮西小野堀町 おおみやにしおのぼり
ちょう 大宮 西賀茂

10033 北 大宮西総門口町 おおみやにしそうもん
ぐちちょう 大宮 西賀茂

10034 北 大宮西野山町 おおみやにしのやま
ちょう 待鳳 旭丘

10035 北 大宮西山ノ前町 おおみやにしやまのま
えちょう 大宮 西賀茂

10036 北 大宮西脇台町 おおみやにしわきだ
いちょう 大宮 西賀茂

10037 北 大宮二ノ坂 おおみやにのさか 大宮 西賀茂

10038 北 大宮萩原 おおみやはぎわら 大宮 西賀茂

10039 北 大宮榿ノ木町 おおみやはりのきちょ
う 大宮 西賀茂

10040 北 大宮東小野堀町 おおみやひがしおの
ぼりちょう 大宮 西賀茂

10041 北 大宮東総門口町 おおみやひがしそうも
んぐちちょう 大宮 西賀茂

10042 北 大宮東脇台町 おおみやひがしわき
だいちょう 大宮 西賀茂

10043 北 大宮開町 おおみやひらきちょう 大宮 西賀茂

10044 北 大宮南田尻町 おおみやみなみたじり
ちょう 大宮 西賀茂

10045 北 大宮南椿原町 おおみやみなみつば
きはらちょう 大宮 西賀茂

10046 北 大宮南箱ノ井町 おおみやみなみはこ
のいちょう 大宮 西賀茂

10047 北 大宮南林町 おおみやみなみばや
しちょう 大宮 西賀茂

10048 北 大宮南山ノ前町 おおみやみなみやま
のまえちょう 大宮 西賀茂

出雲路松ノ下町北
いずもじまつのした
ちょう
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No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

10049 北 大宮薬師山西町 おおみややくしやまに
しちょう 大宮 西賀茂 お

10050 北 大宮薬師山東町 おおみややくしやまひ
がしちょう 大宮 西賀茂

10051 北 大森芦堂町 おおもりあしどうちょう 高雄 高雄

10052 北 大森稲荷 おおもりいなり 高雄 高雄

10053 北 大森牛ケ滝 おおもりうしがたき 高雄 高雄

10054 北 大森大谷 おおもりおおたに 高雄 高雄

10055 北 大森菖蒲 おおもりしょうぶ 高雄 高雄

10056 北 大森中町 おおもりなかちょう 高雄 高雄

10057 北 大森中山 おおもりなかやま 高雄 高雄

10058 北 大森西町 おおもりにしちょう 高雄 高雄

10059 北 大森東町 おおもりひがしちょう 高雄 高雄

10060 北 小野岩戸 おのいわと 高雄 高雄

10061 北 小野笠谷 おのかさたに 高雄 高雄

10062 北 小野上ノ町 おのかみのちょう 高雄 高雄

10063 北 小野下ノ町 おのしものちょう 高雄 高雄

10064 北 小野中ノ町 おのなかのちょう 高雄 高雄

10065 北 小野水谷 おのみずたに 高雄 高雄

10066 北 小野宮ノ上町 おのみやのかみちょう 高雄 高雄

10067 北 上賀茂葵田町 かみがもあおいでん
ちょう 柊野 西賀茂 か

10068 北 上賀茂葵之森町 かみがもあおいのもり
ちょう 柊野 西賀茂

10069 北 上賀茂赤尾町 かみがもあかおちょう 柊野 西賀茂

上賀茂 加茂川

10070 柊野 西賀茂

10072 北 上賀茂畔勝町 かみがもあぜかちちょ
う 上賀茂 加茂川

10073 北 上賀茂荒草町 かみがもあらくさちょう 上賀茂 加茂川

10074 北 上賀茂池殿町 かみがもいけどのちょ
う 上賀茂 加茂川

10075 北 上賀茂池端町 かみがもいけばたちょ
う 上賀茂 加茂川

10076 北 上賀茂石計町 かみがもいしかずちょ
う 上賀茂 加茂川

10077 北 上賀茂壱町口町 かみがもいっちょうぐ
ちちょう 柊野 西賀茂

10078 北 上賀茂茨谷町 かみがもいばらだに
ちょう 柊野 西賀茂

10079 北 上賀茂今井河原町 かみがもいまいがはら
ちょう 上賀茂 加茂川

10080 北 上賀茂岩ケ垣内町 かみがもいわがかきう
ちちょう 上賀茂 加茂川

10081 北 上賀茂馬ノ目町 かみがもうまのめちょう 柊野 西賀茂

10082 北 上賀茂梅ケ辻町 かみがもうめがつじ
ちょう 上賀茂 加茂川

10083 北 上賀茂烏帽子ケ垣内町 かみがもえぼしがかき
うちちょう 上賀茂 加茂川

10084 北 上賀茂大柳町 かみがもおおやなぎ
ちょう 柊野 西賀茂

10085 北 上賀茂岡本口町 かみがもおかもとぐち
ちょう 上賀茂 加茂川

10086 北 上賀茂岡本町 かみがもおかもとちょう 上賀茂 加茂川

10087 北 上賀茂音保瀬町 かみがもおとぼせちょ
う 柊野 西賀茂

10088 北 上賀茂上神原町 かみがもかみじんばら
ちょう 柊野 西賀茂

10089 北 上賀茂北大路町 かみがもきたおおじ
ちょう 上賀茂 加茂川

10090 北 上賀茂北ノ原町 かみがもきたのはら
ちょう 柊野 西賀茂

10091 北 上賀茂毛穴井町 かみがもけあないちょ
う 柊野 西賀茂

10092 北 上賀茂ケシ山 かみがもけしやま 上賀茂 加茂川

10093 北 上賀茂神山 かみがもこうやま ※一部の区域は市原野小・洛北中へ区域外就学 柊野 西賀茂

10094 北 上賀茂榊田町 かみがもさかきだちょう 上賀茂 加茂川

10095 北 上賀茂坂口町 かみがもさかぐちちょう 柊野 西賀茂

10096 北 上賀茂桜井町 かみがもさくらいちょう 上賀茂 加茂川

北 上賀茂朝露ケ原町
かみがもあさつゆがは
らちょう

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。
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No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

10097 北 上賀茂下神原町 かみがもしもじんばら
ちょう 柊野 西賀茂 か

10098 北 上賀茂十三石山 かみがもじゅうさんごく
やま 柊野 西賀茂

10099 北 上賀茂菖蒲園町 かみがもしょうぶえん
ちょう 上賀茂 加茂川

10100 北 上賀茂蝉ケ垣内町 かみがもせみがかきう
ちちょう 上賀茂 加茂川

10101 北 上賀茂高繩手町 かみがもたかなわて
ちょう 上賀茂 加茂川

10102 北 上賀茂竹ケ鼻町 かみがもたけがはな
ちょう 上賀茂 加茂川

10103 北 上賀茂土門町 かみがもつちかどちょ
う 上賀茂 加茂川

10104 北 上賀茂津ノ国町 かみがもつのくにちょ
う 柊野 西賀茂

10105 北 上賀茂豊田町 かみがもとよだちょう 上賀茂 加茂川

10106 北 上賀茂中大路町 かみがもなかおおじ
ちょう 上賀茂 加茂川

10107 北 上賀茂中嶋河原町 かみがもなかじまがわ
らちょう 柊野 西賀茂

10108 北 上賀茂中ノ河原町 かみがもなかのかわら
ちょう 柊野 西賀茂

10109 北 上賀茂中ノ坂町 かみがもなかのさか
ちょう 柊野 西賀茂

10110 北 上賀茂中山町 かみがもなかやまちょ
う 柊野 西賀茂

10111 北 上賀茂二軒家町 かみがもにけんやちょ
う

※全域が市原野小・洛北中へ区域外就学 柊野 西賀茂

10112 北 上賀茂西上之段町 かみがもにしうえのだ
んちょう 柊野 西賀茂

10113 北 上賀茂西河原町 かみがもにしがわら
ちょう 柊野 西賀茂

10114 北 上賀茂西後藤町 かみがもにしごとうちょ
う 柊野 西賀茂

10115 北 上賀茂狭間町 かみがもはざまちょう 上賀茂 加茂川

10116 北 上賀茂柊谷町 かみがもひいらぎだに
ちょう 柊野 西賀茂

10117 北 上賀茂東上之段町 かみがもひがしうえの
だんちょう 柊野 西賀茂

10118 北 上賀茂東後藤町 かみがもひがしごとう
ちょう 柊野 西賀茂

10119 北 上賀茂備後田町 かみがもびんごでん
ちょう 柊野 西賀茂

10120 北 上賀茂藤ノ木町 かみがもふじのきちょ
う 上賀茂 加茂川

10121 北 上賀茂舟着町 かみがもふなつきちょ
う 柊野 西賀茂

10122 北 上賀茂前田町 かみがもまえだちょう 柊野 西賀茂

10123 北 上賀茂松本町 かみがもまつもとちょう 上賀茂 加茂川

10124 北 上賀茂御薗口町 かみがもみそのぐち
ちょう 上賀茂 加茂川

10125 北 上賀茂深泥池町 かみがもみどろいけ
ちょう 上賀茂 加茂川

10126 北 上賀茂深泥御用谷町 かみがもみどろごよう
たにちょう 上賀茂 加茂川

10127 北 上賀茂深泥白木山町 かみがもみどろしら
(ろ)きやまちょう 上賀茂 加茂川

10128 北 上賀茂深泥西山町 かみがもみどろにしや
まちょう 上賀茂 加茂川

10129 北 上賀茂深泥山神町 かみがもみどろやまが
みちょう 上賀茂 加茂川

10130 北 上賀茂南大路町 かみがもみなみおおじ
ちょう 上賀茂 加茂川

10131 北 上賀茂向梅町 かみがもむかいうめ
ちょう 上賀茂 加茂川

10132 北 上賀茂向繩手町 かみがもむかいなわて
ちょう 上賀茂 加茂川

10133 北 上賀茂女夫岩町 かみがもめおといわ
ちょう 柊野 西賀茂

上賀茂 加茂川

10134 柊野 西賀茂

10136 北 上賀茂藪田町 かみがもやぶたちょう 上賀茂 加茂川

10137 北 上賀茂山本町 かみがもやまもとちょう 上賀茂 加茂川

10138 北 上賀茂六段田町 かみがもろくだんだ
ちょう 柊野 西賀茂

10139 北 上御霊上江町 かみごりょうかみえちょ
う 紫明 加茂川

10140 北 上清蔵口町 かみせいぞうぐちちょ
う 紫明 加茂川

10141 北 北野上白梅町 きたのかみはくばい
ちょう 衣笠 衣笠 き

10142 北 北野紅梅町 きたのこうばいちょう 衣笠 衣笠

10143 北 北野下白梅町 きたのしもはくばいちょ
う 大将軍 北野

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。
※一部の区域は岩倉南小・洛北中へ区域外就学
※一部の区域は市原野小・洛北中へ区域外就学

北 上賀茂本山 かみがももとやま
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No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

10144 北 北野西白梅町 きたのにしはくばい
ちょう 大将軍 北野 き

10145 北 北野東紅梅町 きたのひがしこうばい
ちょう 衣笠 衣笠

10146 北 衣笠赤阪町 きぬがさあかさかちょう 金閣 衣笠

10147 北 衣笠荒見町 きぬがさあらみちょう 衣笠 衣笠

10148 北 衣笠大祓町 きぬがさおおはらい
ちょう 衣笠 衣笠

10149 北 衣笠街道町 きぬがさかいどうちょう 金閣 衣笠

10150 北 衣笠鏡石町 きぬがさかがみいし
ちょう 金閣 衣笠

10151 北 衣笠北荒見町 きぬがさきたあらみ
ちょう 金閣 衣笠

10152 北 衣笠北高橋町 きぬがさきたたかはし
ちょう 衣笠 衣笠

10153 北 衣笠北天神森町 きぬがさきたてんじん
もりちょう 金閣 衣笠

10154 北 衣笠衣笠山町 きぬがさきぬがさやま
ちょう 金閣 衣笠

10155 北 衣笠御所ノ内町 きぬがさごしょのうち
ちょう 金閣 衣笠

10156 北 衣笠総門町 きぬがさそうもんちょう 金閣 衣笠

10157 北 衣笠高橋町 きぬがさたかはしちょう 衣笠 衣笠

10158 北 衣笠天神森町 きぬがさてんじんもり
ちょう 金閣 衣笠

10159 北 衣笠西御所ノ内町 きぬがさにしごしょのう
ちちょう 金閣 衣笠

10160 北 衣笠西尊上院町 きぬがさにしそんじょう
いんちょう 金閣 衣笠

10161 北 衣笠西馬場町 きぬがさにしばばちょ
う 金閣 衣笠

10162 北 衣笠西開キ町 きぬがさにしひらき
ちょう 金閣 衣笠

10163 北 衣笠馬場町 きぬがさばばちょう 金閣 衣笠

10164 北 衣笠東御所ノ内町 きぬがさひがしごしょ
のうちちょう 金閣 衣笠

10165 北 衣笠東尊上院町 きぬがさひがしそん
じょういんちょう 金閣 衣笠

10166 北 衣笠東開キ町 きぬがさひがしひらき
ちょう 金閣 衣笠

10167 北 衣笠氷室町 きぬがさひむろちょう 金閣 衣笠

10168 北 衣笠開キ町 きぬがさひらきちょう 金閣 衣笠

10169 北 金閣寺町 きんかくじちょう 金閣 衣笠

10170 北 雲ケ畑出谷町 くもがはたでたにちょう 柊野 西賀茂 く
10171 北 雲ケ畑中津川町 くもがはたなかつがわ

ちょう 柊野 西賀茂

10172 北 雲ケ畑中畑町 くもがはたなかはた
ちょう 柊野 西賀茂

10173 北 鞍馬口町 くらまぐちちょう 紫明 加茂川

10174 北 小松原北町 こまつばらきたまち 衣笠 衣笠 こ
10175 北 小松原南町 こまつばらみなみまち 衣笠 衣笠

10176 北 小山板倉町 こやまいたくらちょう 元町 加茂川

10177 北 小山上板倉町 こやまかみいたくら
ちょう 元町 加茂川

10178 北 小山上内河原町 こやまかみうちかわら
ちょう 元町 加茂川

10179 元町 加茂川

鳳徳 旭丘

10181 北 小山上花ノ木町 こやまかみはなのき
ちょう 元町 加茂川

10182 北 小山上総町 こやまかみふさちょう 紫明 加茂川

10183 紫明 加茂川

鳳徳 旭丘

10185 北 小山北上総町 こやまきたかみふさ
ちょう 紫明 加茂川

10186 北 小山北玄以町 こやまきたげんいちょ
う 元町 加茂川

10187 北 小山下板倉町 こやましもいたくらちょ
う 紫明 加茂川

10188 北 小山下内河原町 こやましもうちかわら
ちょう 紫明 加茂川

紫明 加茂川

10189 鳳徳 旭丘

10191 北 小山下花ノ木町 こやましもはなのきちょ
う 紫明 加茂川

北 小山上初音町
こやまかみはつねちょ
う

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。

北 小山北大野町
こやまきたおおのちょ
う

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。

小山下初音町 こやましもはつねちょう
番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。

北
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10192 北 小山下総町 こやましもふさちょう 紫明 加茂川 こ
10193 北 小山町 こやまちょう 紫明 加茂川

10194 北 小山中溝町 こやまなかみぞちょう 紫明 加茂川

新町通以東 紫明 加茂川

北大路通以南，新町通以西 紫野 嘉楽

10195 北大路通以北 鳳徳 旭丘

10198 北 小山西上総町 こやまにしかみふさ
ちょう 紫明 加茂川

10199 北 小山西玄以町 こやまにしげんいちょ
う 元町 加茂川

10200 北 小山西花池町 こやまにしはないけ
ちょう 紫明 加茂川

10201 北 小山西元町 こやまにしもとまち 元町 加茂川

元町 加茂川

10202 鳳徳 旭丘

10204 北 小山花ノ木町 こやまはなのきちょう 元町 加茂川

10205 北 小山東大野町 こやまひがしおおの
ちょう 紫明 加茂川

10206 北 小山東玄以町 こやまひがしげんい
ちょう 元町 加茂川

10207 北 小山東花池町 こやまひがしはないけ
ちょう 紫明 加茂川

10208 北 小山東元町 こやまひがしもとまち 元町 加茂川

10209 北 小山堀池町 こやまほりいけちょう 紫明 加茂川

10210 北 小山南大野町 こやまみなみおおの
ちょう 紫明 加茂川

10211 北 小山南上総町 こやまみなみかみふさ
ちょう 紫明 加茂川

10212 北 小山元町 こやまもとまち 元町 加茂川

10213 北 紫竹牛若町 しちくうしわかちょう 待鳳 旭丘 し
10214 北 紫竹上梅ノ木町 しちくかみうめのきちょ

う 紫竹 加茂川

10215 北 紫竹上高才町 しちくかみこうさいちょ
う 紫竹 加茂川

10216 北 紫竹上芝本町 しちくかみしばもとちょ
う 紫竹 加茂川

10217 北 紫竹上園生町 しちくかみそのうちょう 紫竹 加茂川

10218 北 紫竹上竹殿町 しちくかみたけどの
ちょう 紫竹 加茂川

10219 北 紫竹上長目町 しちくかみながめちょう 紫竹 加茂川

10220 北 紫竹上ノ岸町 しちくかみのきしちょう 紫竹 加茂川

10221 北 紫竹上堀川町 しちくかみほりかわ
ちょう 紫竹 加茂川

10222 北 紫竹上本町 しちくかみほんまち 紫竹 加茂川

10223 北 紫竹上緑町 しちくかみみどりちょう 紫竹 加茂川

10224 北 紫竹北栗栖町 しちくきたくりすちょう 待鳳 旭丘

10225 北 紫竹北大門町 しちくきただいもんちょ
う 紫竹 加茂川

10226 北 紫竹栗栖町 しちくくりすちょう 待鳳 旭丘

10227 北 紫竹下梅ノ木町 しちくしもうめのきちょ
う 鳳徳 旭丘

10228 北 紫竹下高才町 しちくしもこうさいちょう 紫竹 加茂川

10229 北 紫竹下芝本町 しちくしもしばもとちょう 紫竹 加茂川

10230 北 紫竹下園生町 しちくしもそのうちょう 紫竹 加茂川

10231 北 紫竹下竹殿町 しちくしもたけどのちょ
う 紫竹 加茂川

10232 北 紫竹下長目町 しちくしもながめちょう 紫竹 加茂川

10233 北 紫竹下ノ岸町 しちくしものきしちょう 紫竹 加茂川

10234 北 紫竹下本町 しちくしもほんまち 紫竹 加茂川

北山通以北 紫竹 加茂川

10235 北山通以南 待鳳 旭丘

10237 北 紫竹西南町 しちくせいなんちょう 待鳳 旭丘

10238 北 紫竹西北町 しちくせいほくちょう 待鳳 旭丘

10239 北 紫竹大門町 しちくだいもんちょう 紫竹 加茂川

小山西大野町北
こやまにしおおのちょ
う

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。

北 小山初音町 こやまはつねちょう

北 紫竹下緑町 しちくしもみどりちょう

上京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり
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10240 北 紫竹高繩町 しちくたかなわちょう 鳳徳 旭丘 し
10241 北 紫竹竹殿町 しちくたけどのちょう 紫竹 加茂川

10242 北 紫竹西栗栖町 しちくにしくりすちょう 待鳳 旭丘

10243 北 紫竹西大門町 しちくにしだいもんちょ
う 紫竹 加茂川

待鳳 旭丘

10244 鳳徳 旭丘

10246 北 紫竹西野山町 しちくにしのやまちょう 待鳳 旭丘

10247 北 紫竹西野山東町 しちくにしのやまひが
しちょう 待鳳 旭丘

10248 北 紫竹西桃ノ本町 しちくにしもものもと
ちょう 待鳳 旭丘

10249 北 紫竹東栗栖町 しちくひがしくりすちょ
う 待鳳 旭丘

10250 北 紫竹東大門町 しちくひがしだいもん
ちょう 紫竹 加茂川

10251 北 紫竹東高繩町 しちくひがしたかなわ
ちょう 鳳徳 旭丘

10252 北 紫竹東桃ノ本町 しちくひがしもものもと
ちょう 紫竹 加茂川

10253 北 紫竹桃ノ本町 しちくもものもとちょう 紫竹 加茂川

10254 北 上善寺門前町 じょうぜんじもんぜん
ちょう 紫明 加茂川

10255 北 新御霊口町 しんごりょうぐちちょう 紫明 加茂川

10256 北 杉阪北尾 すぎさかきたお 衣笠 衣笠 す
10257 北 杉阪道風町 すぎさかとうふうちょう 衣笠 衣笠

10258 北 杉阪東谷 すぎさかひがしだに 衣笠 衣笠

10259 北 杉阪南谷 すぎさかみなみだに 衣笠 衣笠

10260 北 杉阪都町 すぎさかみやこちょう 衣笠 衣笠

10261 北 大将軍一条町 たいしょうぐんいちじょ
うちょう 大将軍 北野 た

10262 北 大将軍川端町 たいしょうぐんかわば
たちょう 大将軍 北野

10263 北 大将軍坂田町 たいしょうぐんさかた
ちょう 大将軍 北野

10264 北 大将軍西鷹司町 たいしょうぐんにしたか
つかさちょう 大将軍 北野

10265 北 大将軍西町 たいしょうぐんにしまち 大将軍 北野

10266 北 大将軍東鷹司町 たいしょうぐんひがした
かつかさちょう 大将軍 北野

10267 北 大将軍南一条町 たいしょうぐんみなみ
いちじょうちょう 大将軍 北野

10268 北 鷹峯赤坂 たかがみねあかさか 鷹峯 旭丘

10269 北 鷹峯一ノ坂 たかがみねいちのさか 鷹峯 旭丘

10270 北 鷹峯牛ケ首 たかがみねうしがくび 鷹峯 旭丘

10271 北 鷹峯扇ケ原 たかがみねおおぎが
はら 鷹峯 旭丘

10272 北 鷹峯大谷町 たかがみねおおたに
ちょう 鷹峯 旭丘

10273 北 鷹峯大山 たかがみねおおやま 鷹峯 旭丘

10274 北 鷹峯奥長谷 たかがみねおくながた
に 鷹峯 旭丘

10275 北 鷹峯株地 たかがみねかぶち 鷹峯 旭丘

10276 北 鷹峯株地天ケ峯 たかがみねかぶちあ
まがみね 鷹峯 旭丘

10277 北 鷹峯上ノ町 たかがみねかみのちょ
う 鷹峯 旭丘

10278 北 鷹峯冠岩 たかがみねかむりいわ 鷹峯 旭丘

10279 北 鷹峯北鷹峯町 たかがみねきたたかが
みねちょう 鷹峯 旭丘

10280 北 鷹峯木ノ畑町 たかがみねきのはた
ちょう 鷹峯 旭丘

10281 紫野 嘉楽

鷹峯 旭丘

10283 北 鷹峯黒門町 たかがみねくろもん
ちょう 鷹峯 旭丘

10284 北 鷹峯光悦町 たかがみねこうえつ
ちょう 鷹峯 旭丘

10285 北 鷹峯護法ケ谷 たかがみねごほうがた
に 鷹峯 旭丘

10286 北 鷹峯逆二ツ岩町 たかがみねさかさふた
ついわちょう 鷹峯 旭丘

10287 北 鷹峯笹ケ尾 たかがみねささがお 鷹峯 旭丘

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。

北 紫竹西高繩町
しちくにしたかなわちょ
う

北 鷹峯旧土居町
たかがみねきゅうどい
ちょう

上京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり
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10288 北 鷹峯皿谷 たかがみねさらたに 鷹峯 旭丘 た
10289 北 鷹峯地獄谷 たかがみねじごくだに 鷹峯 旭丘

10290 北 鷹峯滑地 たかがみねしるち 鷹峯 旭丘

10291 北 鷹峯千束町 たかがみねせんぞく
ちょう 鷹峯 旭丘

10292 北 鷹峯大日町 たかがみねだいにち
ちょう 鷹峯 旭丘

10293 北 鷹峯土天井町 たかがみねつちてん
じょうちょう 鷹峯 旭丘

10294 北 鷹峯堂ノ庭町 たかがみねどうのにわ
ちょう 鷹峯 旭丘

10295 北 鷹峯長尾 たかがみねながお 鷹峯 旭丘

10296 北 鷹峯長坂 たかがみねながさか 鷹峯 旭丘

10297 北 鷹峯西流尾 たかがみねにしなが
れお 鷹峯 旭丘

10298 北 鷹峯西菩提 たかがみねにしぼだ
い 鷹峯 旭丘

10299 北 鷹峯八ケ所 たかがみねはちかしょ 鷹峯 旭丘

10300 北 鷹峯東奥長谷 たかがみねひがしおく
ながたに 鷹峯 旭丘

10301 北 鷹峯藤林町 たかがみねふじばや
しちょう 鷹峯 旭丘

10302 北 鷹峯船水 たかがみねふなみず 鷹峯 旭丘

10303 北 鷹峯菩提 たかがみねぼだい 鷹峯 旭丘

10304 北 鷹峯仏谷 たかがみねほとけだに 鷹峯 旭丘

10305 北 鷹峯堀越町 たかがみねほりこし
ちょう 鷹峯 旭丘

10306 北 鷹峯御蔵尾 たかがみねみくらお 鷹峯 旭丘

10307 北 鷹峯南鷹峯町 たかがみねみなみた
かがみねちょう 鷹峯 旭丘

10308 北 鷹峯桃山 たかがみねももやま 鷹峯 旭丘

10309 北 鷹峯焼尾 たかがみねやきお 鷹峯 旭丘

10310 北 長乗西町 ちょうじょうにしまち 紫明 加茂川 ち
10311 北 長乗東町 ちょうじょうひがしまち 紫明 加茂川

10312 北 天寧寺門前町 てんねいじもんぜん
ちょう 紫明 加茂川 て

10313 北 等持院北町 とうじいんきたまち 衣笠 衣笠 と
10314 北 等持院中町 とうじいんなかまち 衣笠 衣笠

10315 北 等持院西町 とうじいんにしまち 衣笠 衣笠

10316 北 等持院東町 とうじいんひがしまち 衣笠 衣笠

10317 北 等持院南町 とうじいんみなみまち 大将軍 北野

10318 北 中川奥山 なかがわおくやま 衣笠 衣笠 な
10319 北 中川川登 なかがわかわのぼり 衣笠 衣笠

10320 北 中川北山町 なかがわきたやまちょ
う 衣笠 衣笠

10321 北 中川中山 なかがわなかやま 衣笠 衣笠

10322 北 中川西ノ谷 なかがわにしのたに 衣笠 衣笠

10323 北 中川西山 なかがわにしやま 衣笠 衣笠

10324 北 中川東山 なかがわひがしやま 衣笠 衣笠

10325 北 中川水谷 なかがわみずたに 衣笠 衣笠

10326 北 西賀茂井ノ口町 にしがもいのくちちょう 柊野 西賀茂 に
10327 北 西賀茂今原町 にしがもいまはらちょう 大宮 西賀茂

10328 北 西賀茂岩門 にしがもいわもん 大宮 西賀茂

10329 北 西賀茂鴬谷 にしがもうぐいすだに 大宮 西賀茂

10330 北 西賀茂卯ノ谷 にしがもうのたに 大宮 西賀茂

10331 北 西賀茂烏帽子岩 にしがもえぼしいわ 大宮 西賀茂

10332 北 西賀茂大栗町 にしがもおおくりちょう 大宮 西賀茂

10333 北 西賀茂大道口町 にしがもおおどぐち
ちょう 大宮 西賀茂

10334 北 西賀茂大深町 にしがもおおぶけちょ
う 大宮 西賀茂

10335 北 西賀茂尾横 にしがもおよか 大宮 西賀茂
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10336 北 西賀茂蛙ケ谷 にしがもかえるがたに 柊野 西賀茂 に
10337 北 西賀茂柿ノ木町 にしがもかきのきちょう 大宮 西賀茂

10338 北 西賀茂笠松 にしがもかさまつ 大宮 西賀茂

10339 北 西賀茂蟹ケ坂町 にしがもかにがさか
ちょう 柊野 西賀茂

10340 北 西賀茂鹿ノ下町 にしがもかのしたちょう 大宮 西賀茂

10341 北 西賀茂上庄田町 にしがもかみしょうだ
ちょう 柊野 西賀茂

10342 北 西賀茂川上町 にしがもかわかみちょ
う 柊野 西賀茂

10343 北 西賀茂勧請 にしがもかんじょう 大宮 西賀茂

10344 北 西賀茂北今原町 にしがもきたいまはら
ちょう 大宮 西賀茂

10345 北 西賀茂北川上町 にしがもきたかわかみ
ちょう 柊野 西賀茂

10346 北 西賀茂北鎮守菴町 にしがもきたちんじゅ
あんちょう 大宮 西賀茂

10347 北 西賀茂北山ノ森町 にしがもきたやまのもり
ちょう 柊野 西賀茂

10348 北 西賀茂小峠 にしがもことうげ 大宮 西賀茂

10349 北 西賀茂下庄田町 にしがもしもしょうだ
ちょう 柊野 西賀茂

10350 北 西賀茂城山 にしがもしろやま 大宮 西賀茂

10351 北 西賀茂神光院町 にしがもじんこういん
ちょう 大宮 西賀茂

10352 北 西賀茂角社町 にしがもすみやしろ
ちょう 大宮 西賀茂

10353 北 西賀茂谷中 にしがもたになか 大宮 西賀茂

10354 北 西賀茂檀ノ尾 にしがもだんのお 大宮 西賀茂

10355 北 西賀茂鎮守菴町 にしがもちんじゅあん
ちょう 大宮 西賀茂

10356 北 西賀茂栩谷 にしがもとつたに 大宮 西賀茂

10357 北 西賀茂中川上町 にしがもなかかわかみ
ちょう 柊野 西賀茂

10358 北 西賀茂中島町 にしがもなかじまちょう 柊野 西賀茂

10359 北 西賀茂西中尾 にしがもにしなかお 大宮 西賀茂

10360 北 西賀茂西二ノ坂 にしがもにしにのさか 大宮 西賀茂

10361 北 西賀茂西萩原 にしがもにしはぎわら 大宮 西賀茂

10362 北 西賀茂西氷室町 にしがもにしひむろ
ちょう 大宮 西賀茂

10363 北 西賀茂西山 にしがもにしやま 大宮 西賀茂

10364 北 西賀茂唄ノ尾 にしがもばいのお 大宮 西賀茂

10365 北 西賀茂榿ノ木町 にしがもはりのきちょう 大宮 西賀茂

10366 北 西賀茂東柿ノ木町 にしがもひがしかきの
きちょう 大宮 西賀茂

10367 北 西賀茂毘沙門山 にしがもびしゃもんや
ま 大宮 西賀茂

10368 北 西賀茂樋ノ口町 にしがもひのぐちちょう 柊野 西賀茂

10369 北 西賀茂檜谷 にしがもひのだに 大宮 西賀茂

10370 北 西賀茂氷室町 にしがもひむろちょう ※全域が鷹峯小・旭丘中へ区域外就学 大宮 西賀茂

10371 北 西賀茂船山 にしがもふねやま 大宮 西賀茂

10372 北 西賀茂坊ノ後町 にしがもぼうのうしろ
ちょう 大宮 西賀茂

10373 北 西賀茂蓬来谷 にしがもほうらいだに 大宮 西賀茂

10374 北 西賀茂傍示ケ尾 にしがもほじがお 大宮 西賀茂

10375 北 西賀茂松茸嶋 にしがもまつたけしま 大宮 西賀茂

10376 北 西賀茂丸川町 にしがもまるかわちょう 大宮 西賀茂

10377 北 西賀茂圓峰 にしがもまるみね 柊野 西賀茂

10378 北 西賀茂万寿峠 にしがもまんじゅとうげ 大宮 西賀茂

10379 北 西賀茂水垣町 にしがもみずがきちょ
う 大宮 西賀茂

10380 北 西賀茂南今原町 にしがもみなみいまは
らちょう 大宮 西賀茂

10381 北 西賀茂南大栗町 にしがもみなみおおく
りちょう 大宮 西賀茂

10382 北 西賀茂南川上町 にしがもみなみかわか
みちょう 柊野 西賀茂

10383 北 西賀茂宮ノ谷 にしがもみやのたに 大宮 西賀茂
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10384 北 西賀茂宮山 にしがもみややま 大宮 西賀茂 に
10385 北 西賀茂妙見堂 にしがもみょうけんどう 柊野 西賀茂

10386 北 西賀茂山ノ森町 にしがもやまのもりちょ
う 柊野 西賀茂

10387 北 西賀茂鑓磨岩 にしがもやりとぎいわ 大宮 西賀茂

10388 北 西賀茂由利ノ向 にしがもゆりのむかい 大宮 西賀茂

10389 北 平野上八丁柳町 ひらのかみはっちょう
やなぎちょう 衣笠 衣笠 ひ

10390 北 平野上柳町 ひらのかみやなぎちょ
う 金閣 衣笠

10391 北 平野桜木町 ひらのさくらぎちょう 金閣 衣笠

10392 北 平野鳥居前町 ひらのとりいまえちょう 衣笠 衣笠

10393 北 平野八丁柳町 ひらのはっちょうやな
ぎちょう 衣笠 衣笠

10394 北 平野東柳町 ひらのひがしやなぎ
ちょう 金閣 衣笠

10395 北 平野宮北町 ひらのみやきたちょう 衣笠 衣笠

10396 北 平野宮敷町 ひらのみやじきちょう 金閣 衣笠

10397 北 平野宮西町 ひらのみやにしちょう 衣笠 衣笠

10398 北 平野宮本町 ひらのみやもとちょう 衣笠 衣笠

10399 北 真弓善福 まゆみぜんぷく 衣笠 衣笠 ま
10400 北 真弓八幡町 まゆみはちまんちょう 衣笠 衣笠

10401 北 紫野今宮町 むらさきのいまみや
ちょう 待鳳 旭丘 む

10402 北 紫野上野町 むらさきのうえのちょう 待鳳 旭丘

北大路通以南 紫野 嘉楽

10403 北大路通以北 鳳徳 旭丘

10405 北 紫野上柏野町 むらさきのかみかしわ
のちょう 柏野 衣笠

10406 北 紫野上御所田町 むらさきのかみごしょ
でんちょう 鳳徳 旭丘

10407 北 紫野上石竜町 むらさきのかみせき
りゅうちょう 鳳徳 旭丘

10408 北 紫野上築山町 むらさきのかみつきや
まちょう 紫野 嘉楽

10409 北 紫野上鳥田町 むらさきのかみとりだ
ちょう 鳳徳 旭丘

10410 北 紫野上御輿町 むらさきのかみみこし
ちょう 紫野 嘉楽

10411 北 紫野上門前町 むらさきのかみもんぜ
んちょう 鳳徳 旭丘

10412 北 紫野上柳町 むらさきのかみやなぎ
ちょう 鳳徳 旭丘

10413 北 紫野上若草町 むらさきのかみわかく
さちょう 紫野 嘉楽

10414 北 紫野北花ノ坊町 むらさきのきたはなの
ぼうちょう 紫野 嘉楽

10415 北 紫野北舟岡町 むらさきのきたふなお
かちょう 紫野 嘉楽

10416 北 紫野郷之上町 むらさきのごうのうえ
ちょう 柏野 衣笠

10417 北 紫野下柏野町 むらさきのしもかしわ
のちょう 柏野 衣笠

10418 北 紫野下石竜町 むらさきのしもせきりゅ
うちょう 鳳徳 旭丘

10419 北 紫野下築山町 むらさきのしもつきや
まちょう 紫野 嘉楽

10420 北 紫野下鳥田町 むらさきのしもとりだ
ちょう 鳳徳 旭丘

10421 北 紫野下御輿町 むらさきのしもみこし
ちょう 紫野 嘉楽

10422 北 紫野下門前町 むらさきのしももんぜ
んちょう 鳳徳 旭丘

10423 北 紫野下柳町 むらさきのしもやなぎ
ちょう 鳳徳 旭丘

10424 北 紫野下若草町 むらさきのしもわかくさ
ちょう 紫野 嘉楽

10425 北 紫野十二坊町 むらさきのじゅうにぼう
ちょう 紫野 嘉楽

10426 北 紫野石竜町 むらさきのせきりゅう
ちょう 鳳徳 旭丘

10427 北 紫野泉堂町 むらさきのせんどうちょ
う 待鳳 旭丘

紫野 嘉楽

待鳳 旭丘

10431 北 紫野中柏野町 むらさきのなかかしわ
のちょう 柏野 衣笠

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。

紫野大徳寺町
むらさきのだいとくじ
ちょう

北 紫野雲林院町
むらさきのうんりいん
ちょう

北
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10432 北大路通以南 紫野 嘉楽 む
北大路通以北 鳳徳 旭丘

10434 北 紫野西泉堂町 むらさきのにしせんど
うちょう 待鳳 旭丘

10435 北 紫野西土居町 むらさきのにしどい
ちょう 柏野 衣笠

10436 北 紫野西野町 むらさきのにしのちょう 紫野 嘉楽

10437 北 紫野西藤ノ森町 むらさきのにしふじの
もりちょう 紫野 嘉楽

10438 北 紫野西舟岡町 むらさきのにしふなお
かちょう 紫野 嘉楽

10439 北 紫野西蓮台野町 むらさきのにしれんだ
いのちょう 待鳳 旭丘

10440 北 紫野花ノ坊町 むらさきのはなのぼう
ちょう 紫野 嘉楽

10441 北 紫野東御所田町 むらさきのひがしごしょ
でんちょう 紫野 嘉楽

10442 北 紫野東泉堂町 むらさきのひがしせん
どうちょう 待鳳 旭丘

10443 北 紫野東野町 むらさきのひがしの
ちょう 紫野 嘉楽

10444 北 紫野東藤ノ森町 むらさきのひがしふじ
のもりちょう 紫野 嘉楽

10445 北 紫野東舟岡町 むらさきのひがしふな
おかちょう 紫野 嘉楽

10446 北 紫野東蓮台野町 むらさきのひがしれん
だいのちょう 待鳳 旭丘

10447 北 紫野南花ノ坊町 むらさきのみなみはな
のぼうちょう 紫野 嘉楽

10448 北 紫野南舟岡町 むらさきのみなみふな
おかちょう 紫野 嘉楽

10449 北 紫野宮西町 むらさきのみやにし
ちょう 紫野 嘉楽

10450 北 紫野宮東町 むらさきのみやひがし
ちょう 紫野 嘉楽

10451 北 紫野門前町 むらさきのもんぜん
ちょう 鳳徳 旭丘

北 紫野西御所田町
むらさきのにしごしょで
んちょう
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