
　（令和4年4月1日現在） ［左京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

30001 左京 秋築町 あきつきちょう 錦林 岡崎 あ
30002 左京 粟田口入会山町

あわたぐちいりあい
やまちょう 第三錦林 岡崎

30003 左京 粟田口大日山町
あわたぐちだいにち
やまちょう 第三錦林 岡崎

30004 左京 粟田口鳥居町
あわたぐちとりい
ちょう 錦林 岡崎

30005 左京 粟田口如意ケ嶽町
あわたぐちにょいが
だけちょう 第三錦林 岡崎

30006 左京 粟田口山下町
あわたぐちやました
ちょう 第三錦林 岡崎

30007 左京 石原町 いしはらちょう 錦林 岡崎 い
30008 修学院 修学院

修学院第二 修学院

30010 左京 一乗寺赤ノ宮町
いちじょうじあかの
みやちょう 修学院第二 修学院

30011 左京 一乗寺庵野町
いちじょうじいおりの
ちょう 修学院 修学院

30012 左京 一乗寺池ケ谷
いちじょうじいけが
だに 修学院 修学院

30013 左京 一乗寺井手ケ谷
いちじょうじいでが
だに

≪「一乗寺井出ケ谷」と表記される場合あり≫ 修学院 修学院

30014 左京 一乗寺井手ケ谷エノ木ケ尾
いちじょうじいでが
だにえのきがお 修学院 修学院

30015 左京 一乗寺井手ケ谷菖蒲平
いちじょうじいでが
だにしょうぶたいら 修学院 修学院

30016 左京 一乗寺井手ケ谷スズガ平
いちじょうじいでが
だにすずがたいら 修学院 修学院

30017 左京 一乗寺井手ケ谷調専口
いちじょうじいでが
だにちょうせんぐち 修学院 修学院

30018 左京 一乗寺稲荷町
いちじょうじいなり
ちょう 修学院 修学院

30019 左京 一乗寺馬坂 いちじょうじうまざか 修学院 修学院

30020 左京 一乗寺廐ケ谷
いちじょうじうまやが
だに 修学院 修学院

30021 左京 一乗寺梅ノ木町
いちじょうじうめのき
ちょう 修学院第二 修学院

30022 左京 一乗寺延歴寺山
いちじょうじえんりゃ
くじやま

≪「一乗寺延暦寺山」と表記される場合あり≫ 修学院 修学院

30023 左京 一乗寺大谷
いちじょうじおおた
に 修学院 修学院

30024 左京 一乗寺大原田町
いちじょうじおおは
らだちょう 修学院第二 修学院

30025 左京 一乗寺掛橋
いちじょうじかけは
し 修学院 修学院

30026 左京 一乗寺月輪寺町
いちじょうじがつりん
じちょう 修学院 修学院

30027 左京 一乗寺河原田町
いちじょうじかわは
らだちょう 修学院第二 修学院

30028 左京 一乗寺北大丸町
いちじょうじきたお
おまるちょう 修学院第二 修学院

30029 左京 一乗寺北高山
いちじょうじきたたか
やま 修学院 修学院

30030 左京 一乗寺木ノ本町
いちじょうじきのもと
ちょう 修学院第二 修学院

30031 左京 一乗寺黒目ケ谷
いちじょうじくろめが
だに 修学院 修学院

30032 左京 一乗寺御祭田町
いちじょうじごさいで
んちょう 修学院第二 修学院

30033 左京 一乗寺小谷町
いちじょうじこたに
ちょう 修学院 修学院

30034 左京 一乗寺才形町
いちじょうじさいかた
ちょう 修学院 修学院

30035 左京 一乗寺坂端
いちじょうじさかば
た 修学院 修学院

30036 左京 一乗寺下リ松町
いちじょうじさがりま
つちょう 修学院 修学院

30037 左京 一乗寺里ノ西町
いちじょうじさとのに
しちょう 修学院第二 修学院

30038 左京 一乗寺里ノ前町
いちじょうじさとのま
えちょう 修学院第二 修学院

30039 左京 一乗寺三百坊
いちじょうじさんびゃ
くぼう 修学院 修学院

30040 左京 一乗寺地獄谷
いちじょうじじごくだ
に 修学院 修学院

30041 左京 一乗寺地蔵本町
いちじょうじじぞうも
とちょう 修学院第二 修学院

30042 左京 一乗寺シ谷 いちじょうじしたに 修学院 修学院

30043 左京 一乗寺清水町
いちじょうじしみず
ちょう 修学院 修学院

30044 左京 一乗寺釈迦堂町
いちじょうじしゃかど
うちょう 修学院 修学院

30045 左京 一乗寺城 いちじょうじしろ 修学院 修学院

30046 左京 一乗寺砂坂
いちじょうじすなさ
か 修学院 修学院

30047 左京 一乗寺勢ケ谷
いちじょうじせがだ
に 修学院 修学院

左京 一乗寺青城町
いちじょうじあおじょ
うちょう

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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　（令和4年4月1日現在） ［左京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

30048 左京 一乗寺染殿町
いちじょうじそめど
のちょう 修学院第二 修学院 い

30049 左京 一乗寺大新開町
いちじょうじだいし
んかいちょう 修学院第二 修学院

30050 左京 一乗寺高槻町
いちじょうじたかつ
きちょう 修学院第二 修学院

30051 左京 一乗寺竹ノ内町
いちじょうじたけのう
ちちょう 修学院 修学院

30052 左京 一乗寺谷田町
いちじょうじたにだ
ちょう 修学院 修学院

30053 左京 一乗寺塚本町
いちじょうじつかもと
ちょう 修学院第二 修学院

30054 左京 一乗寺築田町
いちじょうじつきだ
ちょう 修学院第二 修学院

30055 左京 一乗寺出口町
いちじょうじでぐち
ちょう 修学院 修学院

30056 左京 一乗寺天ケ丸
いちじょうじてんが
まる 修学院 修学院

30057 左京 一乗寺堂ノ前町
いちじょうじどうのま
えちょう 修学院 修学院

30058 左京 一乗寺燈籠本町
いちじょうじとうろうも
とちょう 修学院 修学院

30059 左京 一乗寺長尾 いちじょうじながお 修学院 修学院

30060 左京 一乗寺中尾ケ谷
いちじょうじなかお
がたに 修学院 修学院

30061 左京 一乗寺中ノ田町
いちじょうじなかの
だちょう 修学院第二 修学院

30062 左京 一乗寺西浦畑町
いちじょうじにしうら
ばたちょう 修学院 修学院

30063 左京 一乗寺西杉ノ宮町
いちじょうじにしす
ぎのみやちょう 修学院第二 修学院

30064 左京 一乗寺西閉川原町
いちじょうじにしとじ
かわらちょう 修学院第二 修学院

30065 左京 一乗寺西水干町
いちじょうじにしみ
ずぼしちょう 修学院第二 修学院

30066 左京 一乗寺西楽ケ谷
いちじょうじにしらく
がだに 修学院 修学院

30067 左京 一乗寺ヌノ滝
いちじょうじぬのた
き 修学院 修学院

30068 左京 一乗寺野田町
いちじょうじのだちょ
う 修学院 修学院

30069 左京 一乗寺花ケ谷
いちじょうじはなが
たに 修学院 修学院

30070 左京 一乗寺花ノ木町
いちじょうじはなの
きちょう 修学院 修学院

30071 左京 一乗寺馬場町
いちじょうじばば
ちょう 修学院 修学院

30072 左京 一乗寺葉山 いちじょうじはやま 修学院 修学院

30073 左京 一乗寺葉山町
いちじょうじはやま
ちょう 修学院 修学院

30074 左京 一乗寺払殿町
いちじょうじはらいと
のちょう 修学院第二 修学院

30075 左京 一乗寺東浦町
いちじょうじひがしう
らちょう 修学院 修学院

30076 左京 一乗寺東杉ノ宮町
いちじょうじひがし
すぎのみやちょう 修学院第二 修学院

30077 左京 一乗寺東閉川原町
いちじょうじひがしと
じかわらちょう 修学院第二 修学院

30078 左京 一乗寺東水干町
いちじょうじひがし
みずぼしちょう 修学院第二 修学院

30079 左京 一乗寺東楽ケ谷
いちじょうじひがしら
くがたに 修学院 修学院

30080 左京 一乗寺樋ノ口町
いちじょうじひのくち
ちょう 修学院 修学院

30081 左京 一乗寺風呂ケ谷
いちじょうじふろが
だに 修学院 修学院

30082 左京 一乗寺ボケ谷
いちじょうじぼけた
に 修学院 修学院

30083 左京 一乗寺堀切 いちじょうじほりきり 修学院 修学院

30084 左京 一乗寺堀ノ内町
いちじょうじほりのう
ちちょう 修学院 修学院

30085 修学院 修学院

修学院第二 修学院

30087 左京 一乗寺松原町
いちじょうじまつはら
ちょう 修学院 修学院

30088 左京 一乗寺水掛町
いちじょうじみずが
けちょう 修学院 修学院

30089 左京 一乗寺南大丸町
いちじょうじみなみ
おおまるちょう 修学院第二 修学院

30090 左京 一乗寺南高山
いちじょうじみなみ
たかやま 修学院 修学院

30091 左京 一乗寺宮ノ東町
いちじょうじみやの
ひがしちょう 修学院第二 修学院

30092 左京 一乗寺向畑町
いちじょうじむかい
ばたちょう 修学院 修学院

30093 左京 一乗寺門口町
いちじょうじもんぐち
ちょう 修学院 修学院

30094 左京 一乗寺薬師堂町
いちじょうじやくしど
うちょう 修学院 修学院

左京 一乗寺松田町
いちじょうじまつだ
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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30095 左京 一乗寺ヤケ谷
いちじょうじやけだ
に 修学院 修学院 い

30096 左京 一乗寺病ダレ
いちじょうじやまい
だれ 修学院 修学院

30097 左京 一乗寺艾谷
いちじょうじよもぎだ
に 修学院 修学院

30098 左京 一乗寺割ケ谷
いちじょうじわりがだ
に 修学院 修学院

30099 明徳 洛北

市原野 洛北

30101 左京 岩倉大鷺町
いわくらおおさぎ
ちょう 岩倉南 洛北

30102 左京 岩倉北池田町
いわくらきたいけだ
ちょう 岩倉南 洛北

左京 岩倉北桑原町
いわくらきたくわは
らちょう 岩倉南 洛北

左京 岩倉北平岡町
いわくらきたひらお
かちょう 岩倉南 洛北

左京 岩倉北四ノ坪町
いわくらきたよんの
つぼちょう 岩倉南 洛北

30106 岩倉南 洛北

市原野 洛北

30107 左京 岩倉下在地町
いわくらしもざいじ
ちょう 明徳 洛北

30108 岩倉南 洛北

岩倉北 洛北

明徳 洛北

30111 左京 岩倉中大鷺町
いわくらなかおおさ
ぎちょう 岩倉南 洛北

左京 岩倉中河原町
いわくらなかかわら
まち 岩倉南 洛北

30113 岩倉北 洛北

明徳 洛北

30115 八幡神社参道以北 岩倉北 洛北

八幡神社参道以南 明徳 洛北

30117 左京 岩倉中町 いわくらなかまち 明徳 洛北

30118 岩倉南 洛北

明徳 洛北

30120 左京 岩倉西五田町
いわくらにしごだ
ちょう 岩倉南 洛北

30121 左京 岩倉西宮田町
いわくらにしみやた
ちょう 岩倉南 洛北

30123 左京 岩倉幡枝町
いわくらはたえだ
ちょう 岩倉南 洛北

30124 叡山電鉄鞍馬線以南 岩倉南 洛北

叡山電鉄鞍馬線以北 明徳 洛北

30126 左京 岩倉東五田町
いわくらひがしごだ
ちょう 岩倉南 洛北

30127 左京 岩倉東宮田町
いわくらひがしみや
たちょう 岩倉南 洛北

左京 岩倉三笠町 いわくらみかさちょう 岩倉南 洛北

30129 左京 岩倉南池田町
いわくらみなみいけ
だちょう 岩倉南 洛北

30130 左京 岩倉南大鷺町
いわくらみなみおお
さぎちょう 岩倉南 洛北

左京 岩倉南河原町
いわくらみなみかわ
らちょう 岩倉南 洛北

左京 岩倉南木野町
いわくらみなみきの
ちょう 岩倉南 洛北

30133 左京 岩倉南桑原町
いわくらみなみくわ
はらちょう 岩倉南 洛北

30134 左京 岩倉南平岡町
いわくらみなみひら
おかちょう 岩倉南 洛北

30135 左京 岩倉南三宅町
いわくらみなみみや
けちょう 岩倉南 洛北

30136 左京 岩倉南四ノ坪町
いわくらみなみよん
のつぼちょう 岩倉南 洛北

30137 叡山電鉄鞍馬線以西 岩倉南 洛北

叡山電鉄鞍馬線以東 明徳 洛北

30139 左京 岩倉村松町
いわくらむらまつ
ちょう 岩倉北 洛北

30140 左京 永観堂町 えいかんどうちょう 第三錦林 岡崎 え
30141 左京 永観堂西町

えいかんどうにしま
ち 第三錦林 岡崎

30142 左京 大菊町 おおきくちょう 錦林 岡崎 お

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。

左京 岩倉上蔵町 いわくらあぐらちょう
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。

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。

左京 岩倉木野町 いわくらきのちょう

左京 岩倉忠在地町
いわくらちゅうざいじ
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。

左京 岩倉中在地町
いわくらなかざいじ
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。

左京 岩倉長谷町
いわくらながたに
ちょう

左京 岩倉西河原町
いわくらにしかわら
ちょう

左京 岩倉花園町
いわくらはなぞの
ちょう

左京 岩倉三宅町
いわくらみやけちょ
う
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30143 左京 大原井手町 おおはらいでちょう ≪「大原井出町」と表記される場合あり≫ 大原小中 大原小中 お
30144 左京 大原上野町

おおはらうえのちょ
う 大原小中 大原小中

30145 左京 大原大長瀬町
おおはらおおなが
せちょう 大原小中 大原小中

30146 左京 大原大見町
おおはらおおみ
ちょう 大原小中 大原小中

30147 左京 大原尾越町
おおはらおごせちょ
う 大原小中 大原小中

30148 左京 大原草生町
おおはらくさおちょ
う 大原小中 大原小中

30149 左京 大原古知平町
おおはらこちひら
ちょう 大原小中 大原小中

30150 左京 大原小出石町
おおはらこでいし
ちょう 大原小中 大原小中

30151 左京 大原勝林院町
おおはらしょうりん
いんちょう 大原小中 大原小中

30152 左京 大原戸寺町
おおはらとでらちょ
う 大原小中 大原小中

30153 左京 大原野村町
おおはらのむらちょ
う 大原小中 大原小中

30154 左京 大原百井町
おおはらももいちょ
う 大原小中 大原小中

30155 左京 大原来迎院町
おおはららいこうい
んちょう 大原小中 大原小中

30156 左京 岡崎入江町
おかざきいりえちょ
う 錦林 岡崎

30157 左京 岡崎円勝寺町
おかざきえんしょう
じちょう 錦林 岡崎

30158 左京 岡崎北御所町
おかざききたごしょ
ちょう 錦林 岡崎

30159 左京 岡崎最勝寺町
おかざきさいしょうじ
ちょう 錦林 岡崎

30160 左京 岡崎真如堂前町
おかざきしんにょど
うまえちょう 錦林 岡崎

30161 左京 岡崎成勝寺町
おかざきせいしょう
じちょう 錦林 岡崎

30162 左京 岡崎天王町
おかざきてんのう
ちょう 錦林 岡崎

30163 左京 岡崎徳成町
おかざきとくせい
ちょう 錦林 岡崎

30164 左京 岡崎西天王町
おかざきにしてんの
うちょう 錦林 岡崎

30165 左京 岡崎西福ノ川町
おかざきにしふくの
かわちょう 錦林 岡崎

30166 左京 岡崎東天王町
おかざきひがしてん
のうちょう 錦林 岡崎

30167 左京 岡崎東福ノ川町
おかざきひがしふく
のかわちょう 錦林 岡崎

30168 左京 岡崎法勝寺町
おかざきほうしょうじ
ちょう 錦林 岡崎

30169 左京 岡崎南御所町
おかざきみなみご
しょちょう 錦林 岡崎

30170 左京 頭町 かしらちょう 錦林 岡崎 か
30171 左京 上高野池ノ内町

かみたかのいけのう
ちちょう 上高野 修学院

30172 左京 上高野石田町
かみたかのいしだ
ちょう 上高野 修学院

30173 左京 上高野市川町
かみたかのいちか
わちょう 上高野 修学院

30174 左京 上高野稲荷町
かみたかのいなり
ちょう 上高野 修学院

30175 左京 上高野植ノ町
かみたかのうえの
ちょう 上高野 修学院

30176 左京 上高野上畑町
かみたかのうえはた
ちょう 上高野 修学院

30177 左京 上高野大塚町
かみたかのおおつ
かちょう 上高野 修学院

30178 左京 上高野大橋町
かみたかのおおは
しちょう 上高野 修学院

30179 左京 上高野大湯手町
かみたかのおおゆ
でちょう 上高野 修学院

30180 左京 上高野奥小森町
かみたかのおくこも
りちょう 上高野 修学院

30181 左京 上高野奥東野町
かみたかのおくひ
がしのちょう 上高野 修学院

30182 左京 上高野小野町
かみたかのおのちょ
う 上高野 修学院

30183 左京 上高野尾保地町
かみたかのおほち
ちょう 上高野 修学院

30184 左京 上高野鐘突町
かみたかのかねつ
きちょう 上高野 修学院

30185 左京 上高野釜土町
かみたかのかまつ
ちちょう 上高野 修学院

30186 左京 上高野上荒蒔町
かみたかのかみあ
らまきちょう 上高野 修学院

30187 左京 上高野掃部林町
かみたかのかもん
はやしちょう 上高野 修学院

30188 左京 上高野川原町
かみたかのかわら
ちょう 上高野 修学院

30189 左京 上高野北川原町
かみたかのきたか
わらちょう 上高野 修学院

上京区，中京区にも

同名の町あり
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30190 左京 上高野北田町
かみたかのきたた
ちょう 上高野 修学院 か

30191 左京 上高野木ノ下町
かみたかのきのした
ちょう 上高野 修学院

30192 左京 上高野口小森町
かみたかのくちこも
りちょう 上高野 修学院

30193 左京 上高野車地町
かみたかのくるまじ
ちょう 上高野 修学院

30194 左京 上高野西明寺山
かみたかのさいみょ
うじやま 上高野 修学院

30195 左京 上高野鷺町 かみたかのさぎまち 上高野 修学院

30196 左京 上高野薩田町
かみたかのさつた
ちょう 上高野 修学院

30197 左京 上高野沢淵町
かみたかのざわぶ
ちちょう 上高野 修学院

30198 左京 上高野三反田町
かみたかのさんたん
だちょう 上高野 修学院

30199 左京 上高野下荒蒔町
かみたかのしもあら
まきちょう 上高野 修学院

30200 左京 上高野下東野町
かみたかのしもひが
しのちょう 上高野 修学院

30201 左京 上高野水車町
かみたかのすい
しゃちょう 上高野 修学院

30202 左京 上高野大明神町
かみたかのだい
みょうじんちょう 上高野 修学院

30203 左京 上高野鳥脇町
かみたかのとりわき
ちょう 上高野 修学院

30204 左京 上高野仲町
かみたかのなかま
ち 上高野 修学院

30205 左京 上高野流田町
かみたかのながれ
だちょう 上高野 修学院

30206 左京 上高野西氷室町
かみたかのにしひ
むろちょう 上高野 修学院

30207 左京 上高野野上町
かみたかののかみ
ちょう 上高野 修学院

30208 左京 上高野畑ケ田町
かみたかのはたが
だちょう 上高野 修学院

30209 左京 上高野畑町
かみたかのはたま
ち 上高野 修学院

30210 左京 上高野八幡町
かみたかのはちま
んちょう 上高野 修学院

30211 左京 上高野東田町
かみたかのひがし
だちょう 上高野 修学院

30212 左京 上高野東氷室町
かみたかのひがし
ひむろちょう 上高野 修学院

30213 左京 上高野東山
かみたかのひがし
やま 上高野 修学院

30214 左京 上高野氷室山
かみたかのひむろ
やま 上高野 修学院

30215 左京 上高野深田町
かみたかのふかだ
ちょう 上高野 修学院

30216 左京 上高野古川町
かみたかのふるか
わちょう 上高野 修学院

30217 左京 上高野防山 かみたかのぼうやま 上高野 修学院

30218 左京 上高野前田町
かみたかのまえだ
ちょう 上高野 修学院

30219 左京 上高野松田町
かみたかのまつだ
ちょう 上高野 修学院

30220 左京 上高野三宅町
かみたかのみやけ
ちょう 上高野 修学院

30221 左京 上高野諸木町
かみたかのもろき
ちょう 上高野 修学院

30222 左京 上高野山ノ橋町
かみたかのやまの
はしちょう 上高野 修学院

30223 左京 上高野隣好町
かみたかのりんこう
ちょう 上高野 修学院

30224 左京 賀茂今井町 かもいまいちょう 葵 下鴨

30225 左京 賀茂半木町 かもはんぎちょう 葵 下鴨

30226 左京 菊鉾町 きくほこちょう 錦林 岡崎 き
30227 左京 北白川伊織町

きたしらかわいおり
ちょう 北白川 近衛

30228 左京 北白川岩坂町
きたしらかわいわさ
かちょう 北白川 近衛

30229 左京 北白川瓜生山町
きたしらかわうりゅう
ざんちょう 北白川 近衛

30230 左京 北白川追分町
きたしらかわおいわ
けちょう 北白川 近衛

30231 左京 北白川小倉町
きたしらかわおぐら
ちょう 北白川 近衛

30232 左京 北白川重石町
きたしらかわかさね
いしちょう 北白川 近衛

30233 左京 北白川上池田町
きたしらかわかみい
けだちょう 北白川 近衛

30234 左京 北白川上終町
きたしらかわかみは
てちょう 北白川 近衛

30235 左京 北白川上別当町
きたしらかわかみ
べっとうちょう 北白川 近衛

30236 左京 北白川清沢口町
きたしらかわきよざ
わぐちちょう 北白川 近衛
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30237 左京 北白川久保田町
きたしらかわくぼた
ちょう 北白川 近衛 き

30238 左京 北白川小亀谷町
きたしらかわこがめ
だにちょう 北白川 近衛

30239 左京 北白川地蔵谷町
きたしらかわじぞう
だにちょう 北白川 近衛

30240 左京 北白川仕伏町
きたしらかわしぶせ
ちょう 北白川 近衛

30241 左京 北白川下池田町
きたしらかわしもい
けだちょう 北白川 近衛

30242 左京 北白川下別当町
きたしらかわしも
べっとうちょう 北白川 近衛

30243 左京 北白川瀬ノ内町
きたしらかわせのう
ちちょう 北白川 近衛

30244 左京 北白川大堂町
きたしらかわだいど
うちょう 北白川 近衛

30245 左京 北白川蔦町
きたしらかわつた
ちょう 北白川 近衛

30246 左京 北白川堂ノ前町
きたしらかわどうの
まえちょう 北白川 近衛

30247 左京 北白川外山町
きたしらかわとやま
ちょう 北白川 近衛

30248 左京 北白川中山町
きたしらかわなかや
まちょう 北白川 近衛

30249 左京 北白川西伊織町
きたしらかわにしい
おりちょう 北白川 近衛

30250 左京 北白川西瀬ノ内町
きたしらかわにしせ
のうちちょう 北白川 近衛

30251 左京 北白川西蔦町
きたしらかわにしつ
たちょう 北白川 近衛

30252 左京 北白川西平井町
きたしらかわにしひ
らいちょう 北白川 近衛

30253 左京 北白川西町
きたしらかわにしま
ち 北白川 近衛

30254 左京 北白川東伊織町
きたしらかわひがし
いおりちょう 北白川 近衛

30255 左京 北白川東小倉町
きたしらかわひがし
おぐらちょう 北白川 近衛

30256 左京 北白川東久保田町
きたしらかわひがし
くぼたちょう 北白川 近衛

30257 左京 北白川東瀬ノ内町
きたしらかわひがし
せのうちちょう 北白川 近衛

30258 左京 北白川東蔦町
きたしらかわひがし
つたちょう 北白川 近衛

30259 左京 北白川東平井町
きたしらかわひがし
ひらいちょう 北白川 近衛

30260 左京 北白川平井町
きたしらかわひらい
ちょう 北白川 近衛

30261 左京 北白川琵琶町
きたしらかわびわ
ちょう 北白川 近衛

30262 左京 北白川別当町
きたしらかわべっと
うちょう 北白川 近衛

30263 左京 北白川丸山町
きたしらかわまるや
まちょう 北白川 近衛

30264 左京 北白川南ケ原町
きたしらかわみなみ
がはらちょう 北白川 近衛

30265 左京 北白川向イ谷町
きたしらかわむかい
だにちょう 北白川 近衛

30266 左京 北白川向ケ谷町
きたしらかわむこう
がだにちょう 北白川 近衛

30267 左京 北白川山田町
きたしらかわやまだ
ちょう 北白川 近衛

30268 左京 北白川山ノ元町
きたしらかわやまの
もとちょう 北白川 近衛

30269 左京 北白川蓬ケ谷町
きたしらかわよもぎ
がだにちょう 北白川 近衛

30270 左京 北門前町 きたもんぜんちょう 錦林 岡崎

30271 左京 銀閣寺町 ぎんかくじちょう 第三錦林 岡崎

30272 左京 銀閣寺前町 ぎんかくじまえちょう 北白川 近衛

30273 左京 久多上の町 くたかみのちょう 大原小中 大原小中 く
30274 左京 久多川合町 くたかわいちょう 大原小中 大原小中

30275 左京 久多下の町 くたしものちょう 大原小中 大原小中

30276 左京 久多中の町 くたなかのちょう 大原小中 大原小中

30277 左京 久多宮の町 くたみやのちょう 大原小中 大原小中

30278 左京 鞍馬貴船町 くらまきぶねちょう 鞍馬 洛北

30279 左京 鞍馬二ノ瀬町 くらまにのせちょう 鞍馬 洛北

30280 左京 鞍馬本町 くらまほんまち 鞍馬 洛北

30281 左京 黒谷町 くろだにちょう 錦林 岡崎

30282 左京 讃州寺町 さんしゅうじちょう 錦林 岡崎 さ
30283 左京 鹿ケ谷上宮ノ前町

ししがたにかみみ
やのまえちょう 第三錦林 岡崎 し

※全域が大津市立川小・川中へ区域外就学

下京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり
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30284 左京 鹿ケ谷栗木谷町
ししがたにくりきだ
にちょう 第三錦林 岡崎 し

30285 左京 鹿ケ谷御所ノ段町
ししがたにごしょの
だんちょう 第三錦林 岡崎

30286 左京 鹿ケ谷桜谷町
ししがたにさくらだ
にちょう 第三錦林 岡崎

30287 左京 鹿ケ谷下宮ノ前町
ししがたにしもみや
のまえちょう 第三錦林 岡崎

30288 左京 鹿ケ谷菖蒲谷町
ししがたにしょうぶ
だにちょう 第三錦林 岡崎

30289 左京 鹿ケ谷善気山町
ししがたにぜんきさ
んちょう 第三錦林 岡崎

30290 左京 鹿ケ谷大黒谷町
ししがたにだいこく
だにちょう 第三錦林 岡崎

30291 左京 鹿ケ谷高岸町
ししがたにたかぎし
ちょう 第三錦林 岡崎

30292 左京 鹿ケ谷多頂山町
ししがたにたちょうさ
んちょう 第三錦林 岡崎

30293 左京 鹿ケ谷寺ノ前町
ししがたにてらのま
えちょう 第三錦林 岡崎

30294 左京 鹿ケ谷徳善谷町
ししがたにとくぜん
だにちょう 第三錦林 岡崎

30295 左京 鹿ケ谷西寺ノ前町
ししがたににしてら
のまえちょう 第三錦林 岡崎

30296 左京 鹿ケ谷若王子山町
ししがたににゃくお
うじやまちょう 第三錦林 岡崎

30297 左京 鹿ケ谷不動山町
ししがたにふどうや
まちょう 第三錦林 岡崎

30298 左京 鹿ケ谷法然院町
ししがたにほうねん
いんちょう 第三錦林 岡崎

30299 左京 鹿ケ谷法然院西町
ししがたにほうねん
いんにしまち 第三錦林 岡崎

30300 左京 鹿ケ谷宮ノ前町
ししがたにみやのま
えちょう 第三錦林 岡崎

30301 左京 静市市原町
しずいちいちはら
ちょう 市原野 洛北

30302 左京 静市静原町
しずいちしずはら
ちょう 市原野 洛北

30303 左京 静市野中町
しずいちのなかちょ
う 市原野 洛北

30304 左京 下鴨泉川町
しもがもいずみがわ
ちょう 下鴨 下鴨

30305 左京 下鴨狗子田町
しもがもいのこだ
ちょう 葵 下鴨

30306 左京 下鴨梅ノ木町
しもがもうめのきちょ
う 葵 下鴨

30307 左京 下鴨膳部町
しもがもかしわべ
ちょう 葵 下鴨

30308 左京 下鴨上川原町
しもがもかみかわら
ちょう 下鴨 下鴨

30309 左京 下鴨岸本町
しもがもきしもとちょ
う 葵 下鴨

30310 左京 下鴨北芝町
しもがもきたしば
ちょう 葵 下鴨

30311 左京 下鴨北園町
しもがもきたぞの
ちょう 葵 下鴨

30312 左京 下鴨北茶ノ木町
しもがもきたちゃの
きちょう 葵 下鴨

30313 左京 下鴨北野々神町
しもがもきたののが
みちょう 葵 下鴨

30314 左京 下鴨貴船町 しもがもきぶねちょう 下鴨 下鴨

30315 左京 下鴨神殿町
しもがもこうどのちょ
う 葵 下鴨

30316 左京 下鴨芝本町
しもがもしばもとちょ
う 葵 下鴨

30317 左京 下鴨下川原町
しもがもしもかわら
ちょう 下鴨 下鴨

30318 左京 下鴨高木町 しもがもたかぎちょう 葵 下鴨

30319 葵 下鴨

下鴨 下鴨

30321 左京 下鴨塚本町
しもがもつかもとちょ
う 葵 下鴨

30322 左京 下鴨中川原町
しもがもなかかわら
ちょう 下鴨 下鴨

30323 左京 下鴨西梅ノ木町
しもがもにしうめのき
ちょう 葵 下鴨

30324 左京 下鴨西高木町
しもがもにしたかぎ
ちょう 葵 下鴨

30325 左京 下鴨西林町
しもがもにしばやし
ちょう 下鴨 下鴨

30326 左京 下鴨西半木町
しもがもにしはんぎ
ちょう 葵 下鴨

30327 左京 下鴨西本町
しもがもにしほんま
ち 葵 下鴨

30328 左京 下鴨萩ケ垣内町
しもがもはぎがかき
うちちょう 葵 下鴨

30329 左京 下鴨半木町 しもがもはんぎちょう 葵 下鴨

30330 左京 下鴨東梅ノ木町
しもがもひがしうめ
のきちょう 葵 下鴨

左京 下鴨蓼倉町
しもがもたでくらちょ
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

30331 左京 下鴨東岸本町
しもがもひがしきし
もとちょう 葵 下鴨 し

30332 左京 下鴨東高木町
しもがもひがしたか
ぎちょう 葵 下鴨

30333 左京 下鴨東塚本町
しもがもひがしつか
もとちょう 葵 下鴨

30334 左京 下鴨東半木町
しもがもひがしはん
ぎちょう 葵 下鴨

30335 左京 下鴨東本町
しもがもひがしほん
まち 葵 下鴨

30336 左京 下鴨東森ケ前町
しもがもひがしもり
がまえちょう 葵 下鴨

30337 左京 下鴨本町 しもがもほんまち 葵 下鴨

30338 左京 下鴨前萩町
しもがもまえはぎ
ちょう 葵 下鴨

30339 左京 下鴨松ノ木町
しもがもまつのき
ちょう 下鴨 下鴨

30340 左京 下鴨松原町
しもがもまつばら
ちょう 下鴨 下鴨

30341 左京 下鴨水口町
しもがもみなくち
ちょう 葵 下鴨

30342 左京 下鴨南芝町
しもがもみなみしば
ちょう 葵 下鴨

30343 左京 下鴨南茶ノ木町
しもがもみなみちゃ
のきちょう 葵 下鴨

30344 左京 下鴨南野々神町
しもがもみなみのの
がみちょう 葵 下鴨

30345 左京 下鴨宮河町
しもがもみやがわ
ちょう 下鴨 下鴨

30346 左京 下鴨宮崎町
しもがもみやざき
ちょう 下鴨 下鴨

30347 左京 下鴨森ケ前町
しもがももりがまえ
ちょう 葵 下鴨

30348 左京 下鴨森本町
しもがももりもとちょ
う 下鴨 下鴨

30349 左京 下鴨夜光町 しもがもやこうちょう 葵 下鴨

30350 左京 下鴨梁田町
しもがもやなだちょ
う 葵 下鴨

30351 左京 下堤町 しもつつみちょう 錦林 近衛

30352 左京 修学院安養坊
しゅうがくいんあん
ようぼう 修学院 修学院

30353 左京 修学院石掛町
しゅうがくいんいし
かけちょう 修学院 修学院

30354 左京 修学院泉殿町
しゅうがくいんいず
みどのちょう 修学院 修学院

30355 左京 修学院犬塚町
しゅうがくいんいぬ
づかちょう 修学院 修学院

30356 左京 修学院牛ケ額
しゅうがくいんうしが
ひたい 修学院 修学院

30357 左京 修学院梅谷
しゅうがくいんうめた
に 修学院 修学院

30358 左京 修学院大林町
しゅうがくいんおお
ばやしちょう 修学院 修学院

30359 左京 修学院沖殿町
しゅうがくいんおき
どのちょう 修学院 修学院

30360 左京 修学院音羽谷
しゅうがくいんおと
わだに 修学院 修学院

30361 左京 修学院開根坊町
しゅうがくいんかい
こんぼうちょう 修学院 修学院

30362 左京 修学院貝原町
しゅうがくいんかい
ばらちょう 修学院 修学院

30363 左京 修学院桂谷
しゅうがくいんかつ
らだに 修学院 修学院

30364 左京 修学院鹿ノ下町
しゅうがくいんかの
したちょう 修学院 修学院

30365 左京 修学院月輪寺町
しゅうがくいんがつり
んじちょう 修学院 修学院

30366 左京 修学院烏丸町
しゅうがくいんから
すまるちょう 修学院 修学院

30367 左京 修学院川尻町
しゅうがくいんかわ
じりちょう 修学院 修学院

30368 左京 修学院北沮沢町
しゅうがくいんきた
ふけちょう 修学院 修学院

30369 左京 修学院後安堂
しゅうがくいんごあ
んどう 修学院 修学院

30370 左京 修学院尺羅ケ谷四明ケ嶽
しゅうがくいんしゃく
らがたにしめがだけ 修学院 修学院

30371 左京 修学院十権寺町
しゅうがくいんじゅう
ごんじちょう 修学院 修学院

30372 左京 修学院守禅庵
しゅうがくいんしゅ
ぜんあん 修学院 修学院

30373 左京 修学院水上田町
しゅうがくいんすい
じょうでんちょう 修学院 修学院

30374 左京 修学院杉谷
しゅうがくいんすぎ
たに 修学院 修学院

30375 左京 修学院赤山
しゅうがくいんせきさ
ん 修学院 修学院

30376 左京 修学院千万田町
しゅうがくいんせん
まんだちょう 修学院 修学院

30377 左京 修学院大道町
しゅうがくいんだい
どうちょう 修学院 修学院
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30378 左京 修学院高岸町
しゅうがくいんたか
ぎしちょう 修学院 修学院 し

30379 左京 修学院高部町
しゅうがくいんたか
べちょう 修学院 修学院

30380 左京 修学院段ノ尾
しゅうがくいんだん
のお 修学院 修学院

30381 左京 修学院茶屋ノ前町
しゅうがくいんちゃ
やのまえちょう 修学院 修学院

30382 左京 修学院辻ノ田町
しゅうがくいんつじ
のだちょう 修学院 修学院

30383 左京 修学院坪江町
しゅうがくいんつぼ
えちょう 修学院 修学院

30384 左京 修学院寺谷
しゅうがくいんてら
だに 修学院 修学院

30385 左京 修学院中新開
しゅうがくいんなか
しんかい 修学院 修学院

30386 左京 修学院中林町
しゅうがくいんなか
ばやしちょう 修学院 修学院

30387 左京 修学院西沮沢町
しゅうがくいんにし
ふけちょう 修学院 修学院

30388 左京 修学院登リ内町
しゅうがくいんのぼり
うちちょう 修学院 修学院

30389 左京 修学院狭間町
しゅうがくいんはざ
まちょう 修学院 修学院

30390 左京 修学院馬場脇町
しゅうがくいんばば
わきちょう 修学院 修学院

30391 左京 修学院林ノ脇
しゅうがくいんはや
しのわき 修学院 修学院

30392 左京 修学院檜峠町
しゅうがくいんひの
きとうげちょう 修学院 修学院

30393 左京 修学院淵ケ谷
しゅうがくいんふち
がたに 修学院 修学院

30394 左京 修学院仏者町
しゅうがくいんぶつ
しゃちょう 修学院 修学院

30395 左京 修学院松本町
しゅうがくいんまつも
とちょう 修学院 修学院

30396 左京 修学院丸子青良ケ谷
しゅうがくいんまるこ
あおらがたに 修学院 修学院

30397 左京 修学院水川原町
しゅうがくいんみず
かわらちょう 修学院 修学院

30398 左京 修学院南代
しゅうがくいんみな
みしろ 修学院 修学院

30399 左京 修学院宮ノ前
しゅうがくいんみや
のまえ 修学院 修学院

30400 左京 修学院宮ノ脇町
しゅうがくいんみや
のわきちょう 修学院 修学院

30401 左京 修学院室町
しゅうがくいんむろ
まち 修学院 修学院

30402 左京 修学院薬師堂町
しゅうがくいんやくし
どうちょう 修学院 修学院

30403 左京 修学院藪添
しゅうがくいんやぶ
そえ 修学院 修学院

30404 左京 修学院山神町
しゅうがくいんやま
かみちょう 修学院 修学院

30405 左京 修学院山添町
しゅうがくいんやま
ぞえちょう 修学院 修学院

30406 左京 修学院山ノ鼻町
しゅうがくいんやま
のはなちょう 修学院 修学院

30407 左京 修学院横山
しゅうがくいんよこや
ま 修学院 修学院

30408 左京 正往寺町 しょうおうじちょう 錦林 岡崎

30409 左京 聖護院円頓美町
しょうごいんえんと
みちょう 錦林 近衛

30410 左京 聖護院川原町
しょうごいんかわは
らちょう 錦林 近衛

30411 左京 聖護院山王町
しょうごいんさんのう
ちょう 錦林 近衛

30412 左京 聖護院中町
しょうごいんなかま
ち 錦林 近衛

30413 左京 聖護院西町
しょうごいんにしま
ち 錦林 近衛

30414 左京 聖護院東寺領町
しょうごいんひがし
じりょうちょう 錦林 近衛

30415 左京 聖護院東町
しょうごいんひがし
まち 錦林 近衛

30416 左京 聖護院蓮華蔵町
しょうごいんれんげ
ぞうちょう 錦林 近衛

30417 左京 浄土寺石橋町
じょうどじいしばし
ちょう 第三錦林 岡崎

30418 左京 浄土寺打越町
じょうどじうちこし
ちょう 第三錦林 岡崎

30419 左京 浄土寺大山町
じょうどじおおやま
ちょう 第三錦林 岡崎

30420 左京 浄土寺上馬場町
じょうどじかみばん
ばちょう 第三錦林 岡崎

30421 左京 浄土寺上南田町
じょうどじかみみな
みだちょう 第三錦林 岡崎

30422 左京 浄土寺広帖町
じょうどじこうちょう
ちょう 第三錦林 岡崎

30423 左京 浄土寺小山町
じょうどじこやまちょ
う 第三錦林 岡崎

30424 左京 浄土寺下馬場町
じょうどじしもばんば
ちょう 第三錦林 岡崎
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30425 左京 浄土寺下南田町
じょうどじしもみなみ
だちょう 第三錦林 岡崎 し

30426 左京 浄土寺真如町
じょうどじしんにょ
ちょう 第三錦林 岡崎

30427 左京 浄土寺提灯山町
じょうどじちょうちん
やまちょう 第三錦林 岡崎

30428 左京 浄土寺七廻り町
じょうどじななまわり
ちょう 第三錦林 岡崎

30429 第三錦林 岡崎

第四錦林 近衛

北白川 近衛

30432 左京 浄土寺馬場町
じょうどじばんばちょ
う 第三錦林 岡崎

30433 左京 浄土寺東田町
じょうどじひがしだ
ちょう 第三錦林 岡崎

30434 左京 浄土寺南田町
じょうどじみなみだ
ちょう 第三錦林 岡崎

30435 左京 新生洲町 しんいけすちょう 錦林 岡崎

30436 左京 新車屋町 しんくるまやちょう 錦林 岡崎

30437 左京 新東洞院町
しんひがしどういん
ちょう 錦林 岡崎

30438 左京 新先斗町 しんぽんとちょう 錦林 岡崎

30439 左京 新丸太町 しんまるたちょう 錦林 岡崎

30440 左京 杉本町 すぎもとちょう 錦林 岡崎 す
30441 左京 大文字町 だいもんじちょう 錦林 岡崎 た
30442 左京 高野泉町 たかのいずみちょう ※一部の区域は修学院第二小・修学院中に区域外就学 養徳 高野

30443 左京 高野上竹屋町
たかのかみたけや
ちょう 養徳 高野

30444 左京 高野清水町 たかのしみずちょう 養徳 高野

30445 左京 高野竹屋町 たかのたけやちょう 養徳 高野

30446 養正 高野

養徳 高野

30448 修学院第二 修学院

養徳 高野

30450 左京 高野西開町
たかのにしひらき
ちょう 養徳 高野

30451 左京 高野東開町
たかのひがしひらき
ちょう 養徳 高野

30452 左京 田中飛鳥井町
たなかあすかいちょ
う 養正 高野

30453 左京 田中大堰町 たなかおおいちょう 養正 高野

30454 左京 田中大久保町
たなかおおくぼちょ
う 養徳 高野

30455 左京 田中上大久保町
たなかかみおおく
ぼちょう 養徳 高野

30456 左京 田中上玄京町
たなかかみげんきょ
うちょう 養正 高野

30457 左京 田中上古川町
たなかかみふるか
わちょう 養徳 高野

30458 左京 田中上柳町
たなかかみやなぎ
ちょう 養正 高野

30459 左京 田中北春菜町
たなかきたはるな
ちょう 養徳 高野

30460 左京 田中玄京町
たなかげんきょう
ちょう 養正 高野

30461 養正 高野

養徳 高野

30463 左京 田中里ノ前町
たなかさとのまえ
ちょう 養正 高野

30464 左京 田中下柳町
たなかしもやなぎ
ちょう 養正 高野

30465 左京 田中関田町
たなかせきでんちょ
う 養正 高野

30466 左京 田中高原町
たなかたかはらちょ
う 養徳 高野

30467 左京 田中西浦町 たなかにしうらちょう 養徳 高野

30468 左京 田中西大久保町
たなかにしおおくぼ
ちょう 養徳 高野

30469 左京 田中西高原町
たなかにしたかはら
ちょう 養徳 高野

30470 左京 田中西春菜町
たなかにしはるな
ちょう 養徳 高野

左京 浄土寺西田町
じょうどじにしだちょ
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。

左京 高野蓼原町
たかのたではらちょ
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。

左京 高野玉岡町
たかのたまおかちょ
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。

左京 田中里ノ内町
たなかさとのうちちょ
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。

上京区，伏見区にも

同名の町あり

上京区，中京区にも

同名の町あり
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30471 養正 高野 た
養徳 高野

30473 左京 田中野神町 たなかのがみちょう 養正 高野

30474 左京 田中馬場町 たなかばばちょう 養正 高野

30475 左京 田中春菜町 たなかはるなちょう 養徳 高野

30476 左京 田中東高原町
たなかひがしたか
はらちょう 養徳 高野

30477 左京 田中東春菜町
たなかひがしはるな
ちょう 養徳 高野

30478 左京 田中東樋ノ口町
たなかひがしひのく
ちちょう 養正 高野

30479 左京 田中樋ノ口町
たなかひのくちちょ
う 養正 高野

30480 左京 田中古川町
たなかふるかわちょ
う 養徳 高野

30481 養正 高野

養徳 高野

30483 左京 田中南西浦町
たなかみなみにしう
らちょう 養正 高野

30484 左京 田中門前町
たなかもんぜんちょ
う 養正 高野

30485 左京 超勝寺門前町
ちょうしょうじもんぜ
んちょう 錦林 岡崎 ち

30486 左京 中川町 なかがわちょう 錦林 岡崎 な
30487 左京 南禅寺北ノ坊町

なんぜんじきたのぼ
うちょう 第三錦林 岡崎

30488 インクライン以西 錦林 岡崎

インクライン以東 第三錦林 岡崎

30490 左京 南禅寺下河原町
なんぜんじしもかわ
らちょう 第三錦林 岡崎

30491 左京 南禅寺南禅寺山町
なんぜんじなんぜ
んじさんちょう 第三錦林 岡崎

30492 左京 南禅寺福地町
なんぜんじふくち
ちょう 第三錦林 岡崎

30493 左京 南禅寺風呂山町
なんぜんじふろやま
ちょう 第三錦林 岡崎

30494 左京 難波町 なんばちょう 錦林 岡崎

30495 左京 若王子町 にゃくおうじちょう 第三錦林 岡崎 に
30496 左京 花脊大布施町

はなせおおふせ
ちょう 花背小中 花背小中 は

30497 左京 花脊原地町 はなせはらちちょう 花背小中 花背小中

30498 左京 花脊別所町
はなせべっしょちょ
う 花背小中 花背小中

30499 左京 花脊八桝町 はなせやますちょう 花背小中 花背小中

30500 左京 東竹屋町 ひがしたけやちょう 錦林 近衛 ひ
30501 左京 東丸太町 ひがしまるたちょう 錦林 近衛

30502 左京 東門前町
ひがしもんぜんちょ
う 錦林 岡崎

30503 左京 広河原尾花町
ひろがわらおばな
ちょう 花背小中 花背小中

30504 左京 広河原下之町
ひろがわらしもの
ちょう 花背小中 花背小中

30505 左京 広河原杓子屋町
ひろがわらしゃくし
やちょう 花背小中 花背小中

30506 左京 広河原菅原町
ひろがわらすがはら
ちょう 花背小中 花背小中

30507 左京 広河原能見町
ひろがわらのうみ
ちょう 花背小中 花背小中

30508 左京 福本町 ふくもとちょう 錦林 岡崎 ふ
30509 左京 法皇寺町 ほうおうじちょう 錦林 岡崎 ほ
30510 左京 法林寺門前町

ほうりんじもんぜん
ちょう 錦林 岡崎

30511 左京 孫橋町 まごはしちょう 錦林 岡崎 ま
30512 左京 松ケ崎泉川町

まつがさきいずみが
わちょう 松ケ崎 下鴨

30513 左京 松ケ崎壱町田町
まつがさきいっちょ
うだちょう 松ケ崎 下鴨

30514 左京 松ケ崎井出ケ海道町
まつがさきいでがか
いどうちょう 松ケ崎 下鴨

30515 左京 松ケ崎井出ケ鼻町
まつがさきいでがは
なちょう 松ケ崎 下鴨

30516 左京 松ケ崎今海道町
まつがさきいまかい
どうちょう 松ケ崎 下鴨

30517 左京 松ケ崎榎実ケ芝
まつがさきえのみが
しば 松ケ崎 下鴨

左京 田中西樋ノ口町
たなかにしひのくち
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。

左京 田中南大久保町
たなかみなみおお
くぼちょう

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。

左京 南禅寺草川町
なんぜんじくさがわ
ちょう

下京区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区，下京区にも

同名の町あり

11 ／13ページ



　（令和4年4月1日現在） ［左京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

30518 左京 松ケ崎大谷 まつがさきおおたに 松ケ崎 下鴨 ま
30519 左京 松ケ崎海尻町

まつがさきかいじり
ちょう 松ケ崎 下鴨

30520 左京 松ケ崎河原田町
まつがさきかわらだ
ちょう 松ケ崎 下鴨

30521 左京 松ケ崎北裏町
まつがさききたうら
ちょう 松ケ崎 下鴨

30522 左京 松ケ崎狐坂
まつがさききつねさ
か 松ケ崎 下鴨

30523 左京 松ケ崎木燈籠町
まつがさききとうろう
ちょう 松ケ崎 下鴨

30524 左京 松ケ崎木ノ本町
まつがさききのもと
ちょう 松ケ崎 下鴨

30525 左京 松ケ崎境ケ谷
まつがさききょうがた
に 松ケ崎 下鴨

30526 左京 松ケ崎久土町 まつがさきくどちょう 松ケ崎 下鴨

30527 左京 松ケ崎雲路町
まつがさきくもじちょ
う 松ケ崎 下鴨

30528 左京 松ケ崎鞍馬田町
まつがさきくらまだ
ちょう 松ケ崎 下鴨

30529 左京 松ケ崎御所海道町
まつがさきごしょか
いどうちょう 松ケ崎 下鴨

30530 左京 松ケ崎御所ノ内町
まつがさきごしょのう
ちちょう 松ケ崎 下鴨

30531 左京 松ケ崎小竹藪町
まつがさきこたけや
ぶちょう

≪「松ケ崎小竹薮町」と表記される場合あり≫ 松ケ崎 下鴨

30532 左京 松ケ崎小脇町
まつがさきこわき
ちょう 松ケ崎 下鴨

30533 左京 松ケ崎桜木町
まつがさきさくらぎ
ちょう 松ケ崎 下鴨

30534 左京 松ケ崎笹ケ谷
まつがさきささがた
に 松ケ崎 下鴨

30535 左京 松ケ崎三反長町
まつがさきさんだん
おさちょう 松ケ崎 下鴨

30536 左京 松ケ崎芝本町
まつがさきしばもと
ちょう 松ケ崎 下鴨

30537 左京 松ケ崎修理式町
まつがさきしゅうりし
きちょう 松ケ崎 下鴨

30538 左京 松ケ崎丈ケ谷
まつがさきじょうがだ
に 松ケ崎 下鴨

30539 左京 松ケ崎丈ケ谷町
まつがさきじょうがた
にちょう 松ケ崎 下鴨

30540 左京 松ケ崎正田町
まつがさきしょうでん
ちょう 松ケ崎 下鴨

30541 左京 松ケ崎城山 まつがさきしろやま 松ケ崎 下鴨

30542 左京 松ケ崎杉ケ海道町
まつがさきすぎがか
いどうちょう 松ケ崎 下鴨

30543 左京 松ケ崎千石岩
まつがさきせんごく
いわ 松ケ崎 下鴨

30544 左京 松ケ崎総作町
まつがさきそうさく
ちょう 松ケ崎 下鴨

30545 左京 松ケ崎高山 まつがさきたかやま 松ケ崎 下鴨

30546 左京 松ケ崎糺田町
まつがさきただすで
んちょう 松ケ崎 下鴨

30547 左京 松ケ崎堂ノ上町
まつがさきどうのうえ
ちょう 松ケ崎 下鴨

30548 左京 松ケ崎中海道町
まつがさきなかかい
どうちょう 松ケ崎 下鴨

30549 左京 松ケ崎中町 まつがさきなかまち 松ケ崎 下鴨

30550 左京 松ケ崎西池ノ内町
まつがさきにしいけ
のうちちょう 松ケ崎 下鴨

30551 左京 松ケ崎西桜木町
まつがさきにしさくら
ぎちょう 松ケ崎 下鴨

30552 左京 松ケ崎西町 まつがさきにしまち 松ケ崎 下鴨

30553 左京 松ケ崎西山 まつがさきにしやま 松ケ崎 下鴨

30554 左京 松ケ崎寝子ケ山
まつがさきねこがや
ま 松ケ崎 下鴨

30555 左京 松ケ崎橋上町
まつがさきはしがみ
ちょう 松ケ崎 下鴨

30556 左京 松ケ崎林山
まつがさきはやしや
ま 松ケ崎 下鴨

30557 左京 松ケ崎東池ノ内町
まつがさきひがしい
けのうちちょう 松ケ崎 下鴨

30558 左京 松ケ崎東桜木町
まつがさきひがしさ
くらぎちょう 松ケ崎 下鴨

30559 左京 松ケ崎東町
まつがさきひがしま
ち 松ケ崎 下鴨

30560 左京 松ケ崎東山
まつがさきひがしや
ま 松ケ崎 下鴨

30561 左京 松ケ崎樋ノ上町
まつがさきひのえ
ちょう 松ケ崎 下鴨

30562 左京 松ケ崎平田町
まつがさきひらた
ちょう 松ケ崎 下鴨

30563 左京 松ケ崎堀町 まつがさきほりまち 松ケ崎 下鴨

30564 左京 松ケ崎丸子 まつがさきまるこ 松ケ崎 下鴨
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　（令和4年4月1日現在） ［左京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

30565 左京 松ケ崎深泥池端
まつがさきみどろい
けばた 松ケ崎 下鴨 ま

30566 左京 松ケ崎南池ノ内町
まつがさきみなみい
けのうちちょう 松ケ崎 下鴨

30567 左京 松ケ崎村ケ内町
まつがさきむらがう
ちちょう 松ケ崎 下鴨

30568 左京 松ケ崎柳井田町
まつがさきやないだ
ちょう 松ケ崎 下鴨

30569 左京 松ケ崎横繩手町
まつがさきよこなわ
てちょう 松ケ崎 下鴨

30570 左京 松ケ崎呼返町
まつがさきよびかえ
りちょう 松ケ崎 下鴨

30571 左京 松ケ崎六ノ坪町
まつがさきろくのつ
ぼちょう 松ケ崎 下鴨

30572 左京 南門前町
みなみもんぜんちょ
う 錦林 岡崎 み

30573 左京 八瀬秋元町 やせあきもとちょう 八瀬 修学院 や
30574 左京 八瀬近衛町 やせこのえちょう 八瀬 修学院

30575 上高野 修学院

八瀬 修学院

30577 左京 八瀬花尻町 やせはなじりちょう 大原小中 大原小中

30578 左京 山端壱町田町
やまばないっちょう
だちょう 修学院 修学院

30579 左京 山端大君町
やまばなおおきみ
ちょう 修学院 修学院

30580 左京 山端大塚町
やまばなおおつか
ちょう 修学院 修学院

30581 左京 山端川岸町
やまばなかわぎし
ちょう 修学院 修学院

30582 左京 山端川端町
やまばなかわばた
ちょう 修学院 修学院

30583 左京 山端川原町
やまばなかわはら
ちょう 修学院 修学院

30584 左京 山端大城田町
やまばなだいじょう
でんちょう 修学院 修学院

30585 左京 山端滝ケ鼻町
やまばなたきがはな
ちょう 修学院 修学院

30586 左京 山端橋ノ本町
やまばなはしのもと
ちょう 修学院 修学院

30587 左京 山端森本町
やまばなもりもとちょ
う 修学院 修学院

30588 左京 山端柳ケ坪町
やまばなやながつ
ぼちょう 修学院 修学院

30589 左京 吉田泉殿町
よしだいずみどの
ちょう 第四錦林 近衛 よ

30590 左京 吉田牛ノ宮町
よしだうしのみや
ちょう 第四錦林 近衛

30591 第三錦林 岡崎

第四錦林 近衛

30593 左京 吉田上阿達町
よしだかみあだち
ちょう 第四錦林 近衛

30594 左京 吉田上大路町
よしだかみおおじ
ちょう 第四錦林 近衛

30595 左京 吉田河原町
よしだかわはらちょ
う 第四錦林 近衛

30596 左京 吉田近衛町 よしだこのえちょう 錦林 近衛

30597 左京 吉田下阿達町
よしだしもあだち
ちょう 第四錦林 近衛

30598 左京 吉田下大路町
よしだしもおおじ
ちょう 錦林 近衛

30599 左京 吉田橘町
よしだたちばなちょ
う 第四錦林 近衛

30600 左京 吉田中阿達町
よしだなかあだち
ちょう 第四錦林 近衛

30601 左京 吉田中大路町
よしだなかおうじ
ちょう 第四錦林 近衛

30602 左京 吉田二本松町
よしだにほんまつ
ちょう 第四錦林 近衛

30603 左京 吉田本町 よしだほんまち 第四錦林 近衛

30604 左京 吉永町 よしながちょう 錦林 岡崎

30605 左京 和国町 わこくちょう 錦林 岡崎 わ

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。

左京 吉田神楽岡町
よしだかぐらおか
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。

左京 八瀬野瀬町 やせのせちょう

上京区，下京区にも

同名の町あり
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