
［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70001 下京 相之町 あいのちょう 洛央 下京 あ
70002 下京 悪王子町 あくおおじちょう 洛央 下京

70003 下京 揚屋町 あげやちょう 【西新屋敷】 梅小路 下京

70004 下京 朝妻町 あさづまちょう 洛央 下京

70005 下京 芦刈山町 あしかりやまちょう 洛央 下京

70006 下京 新シ町 あたらしちょう 下京渉成 下京

70007 下京 安土町 あづちちょう 洛央 下京

70008 下京 油小路町 あぶらのこうじちょう 梅小路 下京

70009 下京 飴屋町 あめやちょう 下京渉成 下京

70010 下京 綾大宮町 あやおおみやちょう 下京雅 下京

70011 下京 綾材木町 あやざいもくちょう 洛央 下京

70012 下京 綾西洞院町 あやにしのとういんちょ
う 洛央 下京

70013 下京 綾堀川町 あやほりかわちょう 洛央 下京

70014 下京 石井筒町 いしいづつちょう 洛央 下京 い
70015 下京 石不動之町 いしふどうのちょう 洛央 下京

70016 下京 和泉町 いずみちょう 【東洞院通五条下ル】 洛央 下京

70017 下京 和泉屋町 いずみやちょう 洛央 下京

70018 下京 伊勢松町 いせまつちょう 梅小路 下京

70019 下京 市之町 いちのちょう 洛央 下京

70020 下京 井筒町 いづつちょう 下京渉成 下京

70021 下京 糸屋町 いとやちょう 洛央 下京

70022 下京 因幡堂町 いなばどうちょう 洛央 下京

70023 下京 稲荷町 いなりちょう 【河原町通四条下ル二丁目】 洛央 下京

70024 下京 稲荷町 いなりちょう 【間之町通高辻下ル】 洛央 下京

70025 下京 稲荷町 いなりちょう 【七条通木屋町東入】 下京渉成 下京

70026 下京 乾町 いぬいちょう 下京渉成 下京

70027 下京 今大黒町 いまだいこくちょう 下京雅 下京

70028 下京 岩滝町 いわたきちょう 下京渉成 下京

70029 下京 岩戸山町 いわとやまちょう 洛央 下京

70030 下京 植松町 うえまつちょう 【正面通西洞院西入】 下京渉成 下京 う
70031 下京 植松町 うえまつちょう 【寺町通松原下ル】 洛央 下京

70032 下京 艮町 うしとらちょう 下京渉成 下京

70033 下京 打越町 うちこしちょう 下京渉成 下京

70034 下京 梅小路石橋町 うめこうじいしばしちょ
う 七条 七条

70035 下京 梅小路頭町 うめこうじかしらちょう 七条 七条

70036 下京 梅小路高畑町 うめこうじたかはたちょ
う 七条 七条

70037 下京 梅小路西中町 うめこうじにしなかまち 七条 七条

70038 下京 梅小路東中町 うめこうじひがしなかま
ち 七条 七条

70039 下京 梅小路東町 うめこうじひがしまち 七条 七条

70040 下京 梅小路本町 うめこうじほんまち 七条 七条

70041 下京 梅湊町 うめみなとちょう 下京渉成 下京

70042 下京 裏片町 うらかたちょう 下京雅 下京

70043 下京 永養寺町 えいようじちょう 洛央 下京 え
70044 下京 榎木町 えのきちょう 下京渉成 下京

70045 下京 蛭子町 えびすちょう 下京雅 下京

70046 下京 夷之町 えびすのちょう 【七条通新町】 下京渉成 下京

70047 下京 夷之町 えびすのちょう 【間之町通六条】 下京渉成 下京

70048 下京 恵美須之町 えびすのちょう 【寺町通仏光寺下ル】 洛央 下京

東山区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70049 下京 夷馬場町 えびすのばんばちょう 梅小路 下京 え
70050 下京 蛭子水町 えびすみずちょう 下京渉成 下京

70051 下京 恵美須屋町 えびすやちょう 洛央 下京

70052 下京 大江町 おおえちょう 洛央 下京 お
70053 下京 扇酒屋町 おおぎさかやちょう 洛央 下京

70054 下京 大坂町 おおさかちょう 洛央 下京

70055 下京 大津町 おおつちょう 下京渉成 下京

70056 下京 大堀町 おおほりちょう 洛央 下京

70057 下京 大政所町 おおまんどころちょう 洛央 下京

70058 下京 大宮一丁目 おおみやいちちょうめ 下京雅 下京

70059 下京 大宮二丁目 おおみやにちょうめ 下京雅 下京

70060 下京 大宮三丁目 おおみやさんちょうめ 梅小路 下京

70061 下京 大宮町 おおみやちょう 下京渉成 下京

70062 下京 御旅町 おたびちょう 洛央 下京

70063 下京 御旅宮本町 おたびみやもとちょう 洛央 下京

70064 下京 小田原町 おだわらちょう 洛央 下京

70065 下京 皆山町 かいざんちょう 下京渉成 下京 か
70066 下京 垣ケ内町 かきがうちちょう 梅小路 下京

70067 下京 柿本町 かきもとちょう 下京雅 下京

70068 下京 鍵屋町 かぎやちょう 【若宮通正面下ル】 下京渉成 下京

70069 下京 鍵屋町 かぎやちょう 【鍵屋町通烏丸西入】 下京雅 下京

70070 下京 鍵屋町 かぎやちょう 【麩屋町通高辻下ル】 洛央 下京

70071 下京 鍵屋町 かぎやちょう 【正面通木屋町東入】 下京渉成 下京

70072 下京 学林町 がくりんちょう 下京渉成 下京

70073 下京 風早町 かざはやちょう 洛央 下京

70074 下京 傘鉾町 かさぼこちょう 洛央 下京

70075 下京 鍛冶屋町 かじやちょう 【西洞院通正面下ル】 下京渉成 下京

70076 下京 鍛冶屋町 かじやちょう 【堺町通松原下ル】 洛央 下京

70077 下京 柏屋町 かしわやちょう 【四条通堀川東入】 洛央 下京

70078 下京 柏屋町 かしわやちょう 【柳馬場通五条上ル】 洛央 下京

70079 下京 堅田町 かただちょう 洛央 下京

70080 下京 郭巨山町 かっきょやまちょう 洛央 下京

70081 下京 金屋町 かなやちょう 下京雅 下京

70082 下京 金換町 かねがえちょう 梅小路 下京

70083 下京 鎌屋町 かまやちょう 梅小路 下京

70084 下京 上鱗形町 かみうろこがたちょう 洛央 下京

70085 下京 上夷町 かみえびすちょう 梅小路 下京

70086 下京 上金仏町 かみかなぶつちょう 下京雅 下京

70087 下京 上糀屋町 かみこうじやちょう 梅小路 下京

70088 下京 上五条町 かみごじょうちょう 下京雅 下京

70089 下京 上三之宮町 かみさんのみやちょう 下京渉成 下京

70090 下京 上珠数屋町 かみじゅずやちょう 下京渉成 下京

70091 下京 上錫屋町 かみすずやちょう 下京雅 下京

70092 下京 上諏訪町 かみすわんちょう 洛央 下京

70093 下京 上長福寺町 かみちょうふくじちょう 下京雅 下京

70094 下京 上中之町 かみなかのちょう 梅小路 下京

70095 下京 上二之宮町 かみにのみやちょう 下京渉成 下京

東山区，伏見区にも

同名の町あり

中京区，伏見区にも

同名の町あり

上京区，伏見区にも

同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

中京区，東山区にも

同名の町あり

中京区，伏見区にも

同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

中京区，東山区にも

同名の町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70096 下京 上之町 かみのちょう 【河原町塩小路】 下京渉成 下京 か
70097 下京 上之町 かみのちょう 【西新屋敷】 梅小路 下京

70098 下京 上之町 かみのちょう 【大宮通七条下ル】 梅小路 下京

70099 下京 上平野町 かみひらのちょう 洛央 下京

70100 下京 上柳町 かみやなぎちょう 【諏訪町通六条】 下京渉成 下京

70101 下京 上柳町 かみやなぎちょう 【楊梅通新町東入】 下京雅 下京

70102 下京 上柳町 かみやなぎちょう 【仏光寺通烏丸東入】 洛央 下京

70103 下京 上若宮町 かみわかみやちょう 下京雅 下京

70104 下京 亀町 かめちょう 【不明門通上珠数屋町下ル】 下京渉成 下京

70105 下京 亀屋町 かめやちょう 【高倉通万寿寺下ル】 洛央 下京

70106 下京 亀屋町 かめやちょう 【若宮通松原下ル】 洛央 下京

70107 下京 烏丸二丁目 からすまにちょうめ 下京渉成 下京

70108 下京 唐津屋町 からつやちょう 下京雅 下京

70109 下京 唐物町 からものちょう 下京渉成 下京

70110 下京 雁金町 かりがねちょう 【岩上通綾小路下ル】 下京雅 下京

70111 下京 雁金町 かりがねちょう 【高辻通富小路東入・西入】 洛央 下京

70112 下京 川端町 かわばたちょう 【須原通塩小路】 下京渉成 下京

70113 下京 川端町 かわばたちょう 【木津屋橋通堀川西入】 梅小路 下京

70114 下京 観喜寺町 かんきじちょう 梅小路 下京

70115 下京 函谷鉾町 かんこぼこちょう 洛央 下京

70116 下京 元日町 がんじつちょう 下京渉成 下京

70117 下京 官社殿町 かんしゃでんちょう 洛央 下京

70118 下京 菅大臣町 かんだいじんちょう 洛央 下京

70119 下京 菊屋町 きくやちょう 【若宮通高辻下ル】 洛央 下京 き
70120 下京 菊屋町 きくやちょう 【上ノ口通加茂川筋】 下京渉成 下京

70121 下京 北小路町 きたこうじちょう 下京渉成 下京

70122 下京 北町 きたちょう 下京渉成 下京

70123 下京 北不動堂町 きたふどんどうちょう 梅小路 下京

70124 下京 北門前町 きたもんぜんちょう 下京雅 下京

70125 下京 吉文字町 きちもんじちょう 【岩上通高辻下ル】 下京雅 下京

70126 下京 吉文字町 きちもんじちょう 【柳馬場通高辻下ル】 洛央 下京

70127 下京 木津屋町 きづやちょう 梅小路 下京

70128 下京 京極町 きょうごくちょう 洛央 下京

70129 下京 喜吉町 きよしちょう 洛央 下京

70130 下京 金東横町 きんとうよこちょう 下京雅 下京

70131 下京 釘隠町 くぎかくしちょう 洛央 下京 く
70132 下京 小石町 こいしちょう 洛央 下京 こ
70133 下京 小泉町 こいずみちょう 下京雅 下京

70134 下京 小稲荷町 こいなりちょう 下京渉成 下京

70135 下京 荒神町 こうじんちょう 洛央 下京

70136 下京 幸竹町 こうたけちょう 洛央 下京

70137 下京 郷之町 ごうのちょう 下京渉成 下京

70138 下京 高野堂町 こうやどうちょう 洛央 下京

70139 下京 粉川町 こがわちょう 下京渉成 下京

70140 下京 御器屋町 ごきやちょう 梅小路 下京

70141 下京 御供石町 ごくいしちょう 洛央 下京

70142 下京 五軒町 ごけんちょう 洛央 下京

70143 下京 小坂町 こさかちょう 光徳 松原

上京区にも同名の

町あり

上京区，中京区にも

同名の町あり

中京区，伏見区にも

同名の町あり

東山区にも同名の

町あり

上京区，中京区，伏見区

にも同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

左京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

東山区にも同名の

町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70144 下京 小島町 こじまちょう 洛央 下京 こ
70145 下京 五条烏丸町 ごじょうからすまちょう 洛央 下京

70146 下京 五坊大宮町 ごぼうおおみやちょう 下京雅 下京

70147 下京 米屋町 こめやちょう 下京渉成 下京

70148 下京 小柳町 こやなぎちょう 下京雅 下京

70149 下京 紺屋町 こんやちょう 下京渉成 下京

70150 下京 斎藤町 さいとうちょう 洛央 下京 さ
下京 材木町 ざいもくちょう 【河原町七条】 下京渉成 下京

70153 下京 材木町 ざいもくちょう 【新町通万寿寺下ル】 洛央 下京

70155 下京 材木町 ざいもくちょう 【木屋町通松原下ル】 洛央 下京

70156 下京 堺町 さかいちょう 【西中筋通花屋町下ル】 下京渉成 下京

70157 下京 堺町 さかいちょう 【室町通鍵屋町下ル】 下京雅 下京

70158 下京 堺町 さかいちょう 【高倉通五条下ル】 下京渉成 下京

70159 下京 栄町 さかえちょう 下京渉成 下京

70160 下京 下り松町 さがりまつちょう 下京雅 下京

70161 下京 桜木町 さくらぎちょう 下京渉成 下京

70162 下京 笹屋町 ささやちょう 【東洞院通正面下ル】 下京渉成 下京

70163 下京 篠屋町 ささやちょう 【醒ケ井通松原下ル】 下京雅 下京

70164 下京 佐竹町 さたけちょう 下京雅 下京

70165 下京 佐女牛井町 さめがいちょう 下京雅 下京

70166 下京 晒屋町 さらしやちょう 下京雅 下京

70167 下京 三軒替地町 さんげんがえちちょう 梅小路 下京

70168 下京 三軒町 さんげんちょう 洛央 下京

70169 下京 山王町 さんのうちょう 【室町通仏光寺下ル】 洛央 下京

70170 下京 山王町 さんのうちょう 【正面通木屋町】 下京渉成 下京

70171 下京 塩竃町 しおがまちょう 洛央 下京 し
70172 下京 塩小路町 しおこうじちょう 下京渉成 下京

70174 下京 塩屋町 しおやちょう 【黒門通綾小路下ル】 下京雅 下京

70175 下京 塩屋町 しおやちょう 【綾小路通富小路】 洛央 下京

70176 下京 塩屋町 しおやちょう 【七条通河原町西入上ル】 下京渉成 下京

70177 下京 四条大宮町 しじょうおおみやちょう 下京雅 下京

70178 下京 四条町 しじょうちょう 洛央 下京

70179 下京 四条堀川町 しじょうほりかわちょう 洛央 下京

70180 西大路通以東 七条 七条

西大路通以西 西大路 七条

西大路通以東 七条 七条

70182 西大路通以西 西大路 七条

70184 下京 七条御所ノ内西町 しちじょうごしょのうち
にしまち 西大路 七条

70185 西大路通以東 七条 七条

西大路通以西 西大路 七条

西大路通以東 七条 七条

70187 西大路通以西 西大路 七条

70189 下京 四本松町 しほんまつちょう 下京渉成 下京

70190 下京 志水町 しみずちょう 梅小路 下京

70191 下京 清水町 しみずちょう 【堀川通木津屋橋下ル】 梅小路 下京

70192 下京 清水町 しみずちょう 【河原町通高辻下ル】 洛央 下京

下京

下京

下京 七条御所ノ内南町 しちじょうごしょのうち
みなみまち

七条御所ノ内北町 しちじょうごしょのうち
きたまち下京

七条御所ノ内本町 しちじょうごしょのうち
ほんまち

七条御所ノ内中町 しちじょうごしょのうち
なかまち

上京区，東山区にも

同名の町あり

上京区，中京区にも

同名の町あり

伏見区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

上京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

中京区，南区，伏見区に

も同名の町あり

中京区，伏見区にも

同名の町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70193 下京 下魚棚四丁目 しもうおのたなよんちょ
うめ 梅小路 下京 し

70194 下京 下鱗形町 しもうろこがたちょう 洛央 下京

70195 下京 下糀屋町 しもこうじやちょう 梅小路 下京

70196 下京 下五条町 しもごじょうちょう 下京雅 下京

70197 下京 下材木町 しもざいもくちょう 洛央 下京

70198 下京 下三之宮町 しもさんのみやちょう 下京渉成 下京

70199 下京 下諏訪町 しもすわんちょう 下京雅 下京

70200 下京 下長福寺町 しもちょうふくじちょう 下京雅 下京

70201 下京 下二之宮町 しもにのみやちょう 下京渉成 下京

70202 下京 下之町 しものちょう 【河原町塩小路】 下京渉成 下京

70203 下京 下之町 しものちょう 【西新屋敷】 梅小路 下京

70204 下京 下平野町 しもひらのちょう 洛央 下京

70205 下京 下万寿寺町 しもまんじゅうじちょう 洛央 下京

70206 下京 下柳町 しもやなぎちょう 下京渉成 下京

70207 下京 十禅師町 じゅうぜんじちょう 下京渉成 下京

70208 下京 十文字町 じゅうもんじちょう 下京雅 下京

70209 下京 珠数屋町 じゅずやちょう 下京渉成 下京

70210 下京 俊成町 しゅんぜいちょう 洛央 下京

70211 下京 順風町 じゅんぷうちょう 洛央 下京

70212 下京 聖真子町 しょうしんじちょう 下京渉成 下京

70213 下京 卓屋町 しょくやちょう 下京渉成 下京

70214 下京 新開町 しんかいちょう 洛央 下京

70215 下京 新釜座町 しんかまんざちょう 洛央 下京

70216 下京 真町 しんちょう 洛央 下京

70217 下京 新日吉町 しんひよしちょう 下京渉成 下京

70218 下京 神明町 しんめいちょう 洛央 下京

70219 下京 水銀屋町 すいぎんやちょう 洛央 下京 す
70220 下京 杉蛭子町 すぎえびすちょう 下京雅 下京

70221 下京 杉屋町 すぎやちょう 洛央 下京

70222 下京 朱雀内畑町 すじゃくうちはたちょう 梅小路 下京

70223 下京 朱雀裏畑町 すじゃくうらはたちょう 梅小路 下京

70224 下京 朱雀北ノ口町 すじゃくきたのくちちょ
う 梅小路 下京

70225 下京 朱雀正会町 すじゃくしょうかいちょ
う 梅小路 下京

70226 下京 朱雀堂ノ口町 すじゃくどうのくちちょ
う 梅小路 下京

70227 下京 朱雀分木町 すじゃくぶんきちょう 梅小路 下京

70228 下京 朱雀宝蔵町 すじゃくほうぞうちょう 梅小路 下京

70229 下京 筋屋町 すじやちょう 洛央 下京

70230 下京 須浜町 すはまちょう 洛央 下京

70231 下京 住吉町 すみよしちょう 【西中筋通花屋町】 下京渉成 下京

70232 下京 住吉町 すみよしちょう 【醒ケ井通高辻下ル】 洛央 下京

70233 下京 住吉町 すみよしちょう 【河原町通七条上ル】 下京渉成 下京

70234 下京 諏訪開町 すわびらきちょう 梅小路 下京

70235 下京 瀬戸屋町 せとやちょう 下京雅 下京 せ
70236 下京 銭屋町 ぜにやちょう 下京雅 下京

70237 下京 泉正寺町 せんしょうじちょう 洛央 下京

70238 下京 泉水町 せんすいちょう 【醒ケ井通五条下ル】 下京雅 下京

70239 下京 善長寺町 ぜんちょうじちょう 洛央 下京

70240 下京 船頭町 せんどうちょう 洛央 下京

上京区にも同名の

町あり

東山区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

上京区，中京区にも

同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

伏見区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70241 下京 大工町 だいくちょう 【七条通大宮東入】 梅小路 下京 た
70242 下京 大工町 だいくちょう 【河原町通上ノ口】 下京渉成 下京

70243 下京 大黒町 だいこくちょう 【室町通五条下ル】 下京雅 下京

70244 下京 大黒町 だいこくちょう 【七条通油小路東入】 梅小路 下京

70245 下京 大黒町 だいこくちょう 【仏光寺通寺町西入】 洛央 下京

70246 下京 醍醐町 だいごちょう 洛央 下京

70247 下京 太子山町 たいしやまちょう 洛央 下京

70248 下京 大寿町 だいずちょう 洛央 下京

70249 下京 松明町 たいまつちょう 梅小路 下京

70250 下京 高雄町 たかおちょう 下京渉成 下京

70251 下京 高材木町 たかざいもくちょう 洛央 下京

70252 下京 高砂町 たかさごちょう 洛央 下京

70253 下京 高槻町 たかつきちょう 下京渉成 下京

70254 下京 高辻猪熊町 たかつじいのくまちょう 下京雅 下京

70255 下京 高辻大宮町 たかつじおおみやちょ
う 下京雅 下京

70256 下京 高辻町 たかつじちょう 洛央 下京

70257 下京 高辻西洞院町 たかつじにしのとうい
んちょう 洛央 下京

70258 下京 高辻堀川町 たかつじほりかわちょう 洛央 下京

70259 下京 高橋町 たかはしちょう 洛央 下京

70260 下京 高宮町 たかみやちょう 下京渉成 下京

70261 下京 竹屋町 たけやちょう 【若宮通七条上ル】 下京渉成 下京

70262 下京 竹屋町 たけやちょう 【高倉通綾小路下ル】 洛央 下京

70263 下京 竹屋之町 たけやのちょう 洛央 下京

70264 下京 立売中之町 たちうりなかのちょう 洛央 下京

70265 下京 立売西町 たちうりにしまち 洛央 下京

70266 下京 立売東町 たちうりひがしまち 洛央 下京

70267 下京 橘町 たちばなちょう 【松原通醒ケ井】 下京雅 下京

70268 下京 橘町 たちばなちょう 【御幸町通仏光寺下ル】 洛央 下京

70269 下京 橘町 たちばなちょう 【下珠数屋通烏丸東入】 下京渉成 下京

70270 下京 立中町 たつなかちょう 下京雅 下京

70271 下京 辰巳町 たつみちょう 下京渉成 下京

70272 下京 足袋屋町 たびやちょう 洛央 下京

70273 下京 玉津島町 たまつしまちょう 洛央 下京

70274 下京 玉本町 たまもとちょう 下京渉成 下京

70275 下京 玉屋町 たまやちょう 洛央 下京

70276 下京 溜池町 ためいけちょう 下京渉成 下京

70277 下京 太夫町 たゆうちょう 【西新屋敷】 梅小路 下京

70278 下京 樽屋町 たるやちょう 梅小路 下京

70279 下京 俵屋町 たわらやちょう 【堺町通万寿寺下ル】 洛央 下京

70280 下京 俵屋町 たわらやちょう 【麩屋町通綾小路下ル】 洛央 下京

70281 下京 丹波街道町 たんばかいどうちょう 下京雅 下京

70282 下京 茶磨屋町 ちゃまやちょう 洛央 下京 ち
70283 下京 忠庵町 ちゅうあんちょう 洛央 下京

70284 下京 中堂寺粟田町 ちゅうどうじあわたちょ
う 光徳 松原

70285 下京 中堂寺鍵田町 ちゅうどうじかぎたちょ
う 光徳 松原

70286 下京 中堂寺北町 ちゅうどうじきたちょう 光徳 松原

70287 下京 中堂寺櫛笥町 ちゅうどうじくしげちょう 光徳 松原

70288 下京 中堂寺庄ノ内町 ちゅうどうじしょうのうち
ちょう 光徳 松原

上京区，中京区，東山区，

南区にも同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区，中京区にも

同名の町あり

上京区，中京区にも

同名の町あり

東山区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

中京区，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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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70289 下京 中堂寺町 ちゅうどうじちょう 【西新屋敷】 梅小路 下京 ち
70290 下京 中堂寺西寺町 ちゅうどうじにしでら

ちょう 光徳 松原

70291 下京 中堂寺坊城町 ちゅうどうじぼうじょう
ちょう 光徳 松原

70292 下京 中堂寺前田町 ちゅうどうじまえだちょ
う 光徳 松原

70293 下京 中堂寺前町 ちゅうどうじまえちょう 下京雅 下京

70294 下京 中堂寺南町 ちゅうどうじみなみちょ
う 光徳 松原

70295 下京 中堂寺壬生川町 ちゅうどうじみぶがわ
ちょう 光徳 松原

70296 下京 中堂寺命婦町 ちゅうどうじみょうぶ
ちょう 光徳 松原

70297 下京 中堂寺籔ノ内町 ちゅうどうじやぶのうち
ちょう

≪「中堂寺薮ノ内町」と表記される場合あり≫ 光徳 松原

70298 下京 突抜壱丁目 つきぬけいちちょうめ ≪「突抜一丁目」と表記される場合あり≫ 下京雅 下京 つ
70299 下京 突抜弐丁目 つきぬけにちょうめ ≪「突抜二丁目」と表記される場合あり≫ 下京雅 下京

70300 下京 月鉾町 つきぼこちょう 洛央 下京

70301 下京 月見町 つきみちょう 洛央 下京

70302 下京 土橋町 つちはしちょう 梅小路 下京

70303 下京 槌屋町 つちやちょう 下京雅 下京

70304 下京 筒金町 つつがねちょう 下京渉成 下京

70305 下京 葛籠屋町 つづらやちょう 洛央 下京

70306 下京 貞安前之町 ていあんまえのちょう 洛央 下京 て
70307 下京 徹宝町 てっぽうちょう 梅小路 下京

70308 下京 天使突抜一丁目 てんしつきぬけいち
ちょうめ 下京雅 下京

70309 下京 天使突抜二丁目 てんしつきぬけにちょ
うめ 下京雅 下京

70310 下京 天使突抜三丁目 てんしつきぬけさん
ちょうめ 下京雅 下京

70311 下京 天使突抜四丁目 てんしつきぬけよん
ちょうめ 下京雅 下京

70312 下京 天神町 てんじんちょう 下京渉成 下京

70313 下京 天神前町 てんじんまえちょう 下京雅 下京

70314 下京 天王町 てんのうちょう 洛央 下京

70315 下京 天満町 てんまちょう 洛央 下京

70316 下京 都市町 といちちょう 下京渉成 下京 と
70317 下京 童侍者町 どうじしゃちょう 洛央 下京

70318 下京 燈籠町 とうろうちょう 洛央 下京

70319 下京 常葉町 ときわちょう 下京渉成 下京

70320 下京 木賊山町 とくさやまちょう 洛央 下京

70321 下京 徳正寺町 とくしょうじちょう 洛央 下京

70322 下京 徳万町 とくまんちょう 洛央 下京

70323 下京 徳屋町 とくやちょう 下京雅 下京

70324 下京 富田町 とみたちょう 下京渉成 下京

70325 下京 富永町 とみながちょう 【高辻通岩上】 下京雅 下京

70326 下京 富永町 とみながちょう 【新町通松原下ル】 洛央 下京

70327 下京 富永町 とみながちょう 【河原町通仏光寺】 洛央 下京

70328 下京 富浜町 とみはまちょう 下京渉成 下京

70329 下京 富松町 とみまつちょう 下京渉成 下京

70330 下京 富屋町 とみやちょう 下京渉成 下京

70331 下京 中居町 なかいちょう 下京渉成 下京 な
70332 下京 中金仏町 なかかなぶつちょう 下京雅 下京

70333 下京 永倉町 ながくらちょう 下京雅 下京

70334 下京 中之町 なかのちょう 【西新屋敷】【花屋町通壬生川西入】 梅小路 下京

70335 下京 中之町 なかのちょう 【寺町通綾小路下ル】 洛央 下京

70336 下京 中野之町 なかののちょう 洛央 下京

東山区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

東山区にも同名の

町あり

上京区，中京区，東山区，

伏見区にも同名の町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70337 下京 永原町 ながはらちょう 洛央 下京 な
70338 下京 長刀切町 なぎなたぎりちょう 洛央 下京

70339 下京 長刀鉾町 なぎなたぼこちょう 洛央 下京

70340 下京 鍋屋町 なべやちょう 洛央 下京

70341 下京 納屋町 なやちょう 下京渉成 下京

70342 下京 奈良物町 ならものちょう 洛央 下京

70343 下京 難波町 なんばちょう 洛央 下京

70344 下京 匂天神町 においてんじんちょう 洛央 下京 に
70345 下京 西油小路町 にしあぶらのこうじちょ

う 梅小路 下京

70346 下京 西綾小路西半町 にしあやのこうじにし
はんちょう 洛央 下京

70347 下京 西綾小路東半町 にしあやのこうじひが
しはんちょう 洛央 下京

70348 下京 西魚屋町 にしうおやちょう 下京渉成 下京

70349 下京 西錺屋町 にしかざりやちょう 下京雅 下京

70350 下京 西側町 にしがわちょう 下京渉成 下京

70351 下京 西九条北ノ内町 にしくじょうきたのうち
ちょう

※南区内は九条弘道小・九条中 梅小路 下京

70352 下京 西境町 にしさかいちょう 下京渉成 下京

70353 下京 西七条赤社町 にししちじょうあかやし
ろちょう 七条第三 七条

70354 下京 西七条石井町 にししちじょういしい
ちょう 七条 七条

70355 下京 西七条市部町 にししちじょういちべ
ちょう 七条第三 七条

70356 下京 西七条御前田町 にししちじょうおんまえ
だちょう 七条第三 七条

70357 下京 西七条掛越町 にししちじょうかけごし
ちょう 七条第三 七条

70358 下京 西七条北衣田町 にししちじょうきたきぬ
たちょう 七条第三 七条

70359 下京 西七条北月読町 にししちじょうきたつき
よみちょう 七条第三 七条

70360 下京 西七条北西野町 にししちじょうきたにし
のちょう 七条第三 七条

70361 下京 西七条北東野町 にししちじょうきたひが
しのちょう 七条第三 七条

70362 下京 西七条御領町 にししちじょうごりょう
ちょう 七条第三 七条

70363 下京 西七条中野町 にししちじょうなかの
ちょう 七条第三 七条

70364 下京 西七条名倉町 にししちじょうなくら
ちょう 七条第三 七条

70365 下京 西七条西石ケ坪町 にししちじょうにしいし
がつぼちょう 七条第三 七条

70366 下京 西七条西久保町 にししちじょうにしくぼ
ちょう 七条 七条

70367 下京 西七条西八反田町 にししちじょうにしはち
たんだちょう 七条第三 七条

70368 下京 西七条東石ケ坪町 にししちじょうひがしい
しがつぼちょう 七条第三 七条

70369 下京 西七条東御前田町 にししちじょうひがしお
んまえだちょう 七条第三 七条

70370 下京 西七条東久保町 にししちじょうひがしく
ぼちょう 七条 七条

70371 下京 西七条東八反田町 にししちじょうひがしは
ちたんだちょう 七条第三 七条

70372 下京 西七条比輪田町 にししちじょうひわだ
ちょう 七条第三 七条

西大路通以東 七条 七条

70373 西大路通以西 西大路 七条

70375 下京 西七条南月読町 にししちじょうみなみ
つきよみちょう 西大路 七条

70376 下京 西七条南中野町 にししちじょうみなみな
かのちょう 七条 七条

70377 下京 西七条南西野町 にししちじょうみなみに
しのちょう 七条 七条

70378 下京 西七条南東野町 にししちじょうみなみ
ひがしのちょう 七条 七条

70379 下京 西七条八幡町 にししちじょうやわた
ちょう 七条第三 七条

70380 下京 西新屋敷揚屋町 にししんやしきあげや
ちょう 梅小路 下京

70381 下京 西新屋敷上之町 にししんやしきかみの
ちょう 梅小路 下京

70382 下京 西新屋敷下之町 にししんやしきしもの
ちょう 梅小路 下京

70383 下京 西新屋敷太夫町 にししんやしきたゆう
ちょう 梅小路 下京

70384 下京 西新屋敷中堂寺町 にししんやしきちゅうど
うじちょう 梅小路 下京

下京 西七条南衣田町 にししちじょうみなみき
ぬたちょう

中京区にも同名の

町あり

上京区，伏見区にも

同名の町あり

上京区にも同名の

町あり

左京区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70385 下京 西新屋敷中之町 にししんやしきなかの
ちょう

【花屋町通壬生川西入】 梅小路 下京 に
70386 下京 西酢屋町 にしすやちょう 梅小路 下京

70387 下京 西高辻町 にしたかつじちょう 洛央 下京

70388 下京 西田町 にしだちょう 下京雅 下京

70389 下京 西玉水町 にしたまみずちょう 下京渉成 下京

70390 下京 西之町 にしのちょう 下京渉成 下京

70391 下京 西洞院町 にしのとういんちょう 下京渉成 下京

70392 下京 西橋詰町 にしはしずめちょう 洛央 下京

70393 下京 西前町 にしまえちょう 洛央 下京

70394 下京 西松屋町 にしまつやちょう 下京渉成 下京

70395 下京 西門前町 にしもんぜんちょう 下京雅 下京

70396 下京 西八百屋町 にしやおやちょう 梅小路 下京

70397 下京 廿人講町 にじゅうにんこうちょう 下京渉成 下京

70398 下京 二帖半敷町 にじょうはんじきちょう 洛央 下京

70399 下京 西若松町 にしわかまつちょう 下京渉成 下京

70400 下京 二人司町 ににんつかさちょう 梅小路 下京

70401 下京 鶏鉾町 にわとりぼこちょう 洛央 下京

70402 下京 塗師屋町 ぬしやちょう 【富小路通綾小路下ル】 洛央 下京 ぬ
70403 下京 塗師屋町 ぬしやちょう 【間之町通五条下ル二丁目】 下京渉成 下京

70404 下京 布屋町 ぬのやちょう 洛央 下京

70405 下京 白楽天町 はくらくてんちょう 洛央 下京 は
70406 下京 橋詰町 はしずめちょう 下京渉成 下京

70407 下京 橋橘町 はしたちばなちょう 下京雅 下京

70408 下京 波止土濃町 はしどのちょう 下京渉成 下京

70409 下京 橋本町 はしもとちょう 洛央 下京

70410 下京 八王子町 はちおうじちょう 下京渉成 下京

70411 下京 八軒町 はちけんちょう 下京渉成 下京

70412 下京 八条坊門町 はちじょうぼうもんちょ
う

※南区内は南大内小・八条中 梅小路 下京

70413 下京 八文字町 はちもんじちょう 洛央 下京

70414 下京 花園町 はなぞのちょう 下京渉成 下京

70415 下京 花畑町 はなばたけちょう 梅小路 下京

70416 下京 花屋町 はなやちょう 【花屋町通油小路西入】 下京渉成 下京

70417 下京 花屋町 はなやちょう 【上珠数屋町通東洞院東入】 下京渉成 下京

70418 下京 早尾町 はやおちょう 下京渉成 下京

70419 下京 繁昌町 はんじょうちょう 洛央 下京

70420 下京 坂東屋町 ばんとうやちょう 洛央 下京

70421 下京 東油小路町 ひがしあぶらのこうじ
ちょう 梅小路 下京 ひ

70422 下京 東魚屋町 ひがしうおやちょう 下京渉成 下京

70423 下京 東錺屋町 ひがしかざりやちょう 下京雅 下京

70424 下京 東側町 ひがしがわちょう 下京渉成 下京

70425 下京 東境町 ひがしさかいちょう 下京渉成 下京

70426 下京 東塩小路釜殿町 ひがししおこうじかまど
のちょう 下京渉成 下京

70427 下京 東塩小路高倉町 ひがししおこうじたかく
らちょう 下京渉成 下京

70428 下京 東塩小路町 ひがししおこうじちょう 下京渉成 下京

70431 下京 東塩小路向畑町 ひがししおこうじむか
いはたちょう 下京渉成 下京

70432 下京 東大工町 ひがしだいくちょう 梅小路 下京

東山区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

中京区，東山区にも

同名の町あり

上京区にも同名の

町あり

上京区，中京区，東山区

にも同名の町あり

東山区にも同名の

町あり

上京区，中京区にも

同名の町あり

中京区にも同名の

町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70433 下京 東玉水町 ひがしたまみずちょう 下京渉成 下京 ひ
70434 下京 東町 ひがしちょう 梅小路 下京

70435 下京 東之町 ひがしのちょう 下京渉成 下京

70436 下京 東前町 ひがしまえちょう 洛央 下京

70437 下京 東松屋町 ひがしまつやちょう 下京渉成 下京

70438 下京 東若松町 ひがしわかまつちょう 下京渉成 下京

70439 下京 樋口町 ひぐちちょう 下京雅 下京

70440 下京 菱屋町 ひしやちょう 下京渉成 下京

70441 下京 毘沙門町 びしゃもんちょう 下京雅 下京

70442 下京 樋之下町 ひのしたちょう 洛央 下京

70443 下京 平居町 ひらいちょう 下京渉成 下京

70444 下京 平岡町 ひらおかちょう 下京渉成 下京

70445 下京 平野町 ひらのちょう 下京渉成 下京

70446 下京 平屋町 ひらやちょう 下京雅 下京

70447 下京 深草町 ふかくさちょう 洛央 下京 ふ
70448 下京 福島町 ふくしまちょう 洛央 下京

70449 下京 福田寺町 ふくでんじちょう 洛央 下京

70450 下京 福本町 ふくもとちょう 下京渉成 下京

70451 下京 藤本寄町 ふじもとよりちょう 洛央 下京

70452 下京 仏具屋町 ぶつぐやちょう 【油小路通花屋町下ル】 下京渉成 下京

70453 下京 仏具屋町 ぶつぐやちょう 【不明門通六条】 下京渉成 下京

70454 下京 仏光寺西町 ぶっこうじにしまち 洛央 下京

70455 下京 仏光寺東町 ぶっこうじひがしまち 洛央 下京

70456 下京 舟屋町 ふなやちょう 洛央 下京

70457 下京 船鉾町 ふねぼこちょう 洛央 下京

70458 下京 麓町 ふもとちょう 洛央 下京

70459 下京 古御旅町 ふるおたびちょう ※南区内は九条弘道小・九条中 梅小路 下京

70460 下京 弁財天町 べんざいてんちょう 洛央 下京 へ
70461 下京 坊門町 ぼうもんちょう 下京雅 下京 ほ
70462 下京 坊門中之町 ぼうもんなかのちょう 梅小路 下京

70463 下京 卜味金仏町 ぼくみかなぶつちょう 下京雅 下京

70464 下京 骨屋町 ほねやちょう 【高辻通烏丸西入】 洛央 下京

70465 下京 骨屋町 ほねやちょう 【六条通高倉東入】 下京渉成 下京

70466 下京 堀詰町 ほりづめちょう 下京渉成 下京

70467 下京 堀之内町 ほりのうちちょう 洛央 下京

70468 下京 堀之上町 ほりのがみちょう 下京雅 下京

70469 下京 本覚寺前町 ほんがくじまえちょう 洛央 下京

70470 下京 本願寺門前町 ほんがんじもんぜん
ちょう 下京渉成 下京

70471 下京 本燈籠町 ほんとうろうちょう 洛央 下京

70472 下京 本柳水町 ほんりゅうすいちょう 洛央 下京

70473 下京 真苧屋町 まおやちょう 下京渉成 下京 ま
70474 下京 升屋町 ますやちょう 【高倉通六条】 下京渉成 下京

70475 下京 桝屋町 ますやちょう 【御幸町通高辻下ル】 洛央 下京

70476 下京 松川町 まつかわちょう 洛央 下京

70477 下京 松原中之町 まつばらなかのちょう 洛央 下京

70478 下京 松本町 まつもとちょう 【猪熊通四条下ル】 下京雅 下京

70479 下京 松本町 まつもとちょう 【岩上通木津屋橋下ル】 梅小路 下京

70480 下京 松屋町 まつやちょう 洛央 下京

上京区，東山区，伏見区

にも同名の町あり

上京区，中京区，伏見区

にも同名の町あり

上京区，中京区，東山区

にも同名の町あり

伏見区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

上京区，左京区にも

同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区，中京区，東山区

にも同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

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

上京区，中京区，東山区，

伏見区にも同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区，中京区，伏見区

にも同名の町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70481 下京 万里小路町 まりこうじちょう 洛央 下京 ま
70482 下京 丸屋町 まるやちょう 【西中筋通正面下ル】 下京渉成 下京

70483 下京 丸屋町 まるやちょう 【綾小路通黒門】 下京雅 下京

70484 下京 丸屋町 まるやちょう 【御幸町通綾小路下ル】 洛央 下京

70485 下京 万寿寺町 まんじゅうじちょう 洛央 下京

70486 下京 万寿寺中之町 まんじゅうじなかのちょ
う 洛央 下京

70487 下京 御影堂町 みえいどうちょう 下京渉成 下京 み
70488 下京 御影町 みかげちょう 洛央 下京

70489 下京 御影堂前町 みかげどうまえちょう 洛央 下京

70490 下京 御方紺屋町 みかたこんやちょう 梅小路 下京

70491 下京 南夷町 みなみえびすちょう 梅小路 下京

70492 下京 南京極町 みなみきょうごくちょう 下京渉成 下京

70493 下京 南町 みなみちょう 梅小路 下京

70494 下京 南橋詰町 みなみはしづめちょう 下京渉成 下京

70495 下京 南不動堂町 みなみふどんどうちょう 梅小路 下京

70496 下京 南門前町 みなみもんぜんちょう 下京雅 下京

70497 下京 南八百屋町 みなみやおやちょう 梅小路 下京

70498 下京 美濃屋町 みのやちょう 洛央 下京

70499 下京 妙伝寺町 みょうでんじちょう 洛央 下京

70500 下京 妙満寺町 みょうまんじちょう 下京雅 下京

70501 下京 元悪王子町 もとあくおうじちょう 洛央 下京 も
70502 下京 本上神明町 もとかみしんめいちょう 洛央 下京

70503 下京 本塩竈町 もとしおがまちょう 下京渉成 下京

70504 下京 本神明町 もとしんめいちょう 洛央 下京

70505 下京 元両替町 もとりょうがえちょう 洛央 下京

70506 下京 紅葉町 もみじちょう 下京渉成 下京

70507 下京 文覚町 もんがくちょう 下京渉成 下京

70508 下京 門前町 もんぜんちょう 下京渉成 下京

70509 下京 八百屋町 やおやちょう 【室町通花屋町上ル】 下京渉成 下京 や
70510 下京 八百屋町 やおやちょう 【楊梅通西洞院東入】 下京雅 下京

70511 下京 八百屋町 やおやちょう 【七条通堀川西入】 梅小路 下京

70512 下京 屋形町 やかたちょう 下京渉成 下京

70513 下京 薬園町 やくえんちょう 下京雅 下京

70514 下京 薬師前町 やくしまえちょう 洛央 下京

70515 下京 矢田町 やだちょう 洛央 下京

70516 下京 八ツ柳町 やつやなぎちょう 下京渉成 下京

70517 下京 柳町 やなぎちょう 下京渉成 下京

70518 下京 藪下町 やぶしたちょう 洛央 下京

70519 下京 藪之内町 やぶのうちちょう 下京雅 下京

70520 下京 山川町 やまかわちょう 下京渉成 下京

70521 下京 八幡町 やわたちょう 下京雅 下京

70522 下京 夕顔町 ゆうがおちょう 洛央 下京 ゆ
70523 下京 要法寺町 ようほうじちょう 洛央 下京 よ
70524 下京 横諏訪町 よこすわんちょう 下京雅 下京

70525 下京 吉水町 よしみずちょう 【堀川通仏光寺下ル】 洛央 下京

70526 下京 吉水町 よしみずちょう 【不明門通松原下ル】 洛央 下京

70527 下京 万屋町 よろずやちょう 下京渉成 下京

70528 下京 来迎堂町 らいこうどうちょう 下京雅 下京 ら

上京区，中京区にも

同名の町あり

上京区，東山区にも

同名の町あり

上京区，左京区にも

同名の町あり

中京区にも同名の

町あり

中京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

上京区にも同名の

町あり

上京区，伏見区にも

同名の町あり
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［下京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

70529 下京 若松町 わかまつちょう 下京渉成 下京 わ
70530 下京 若宮町 わかみやちょう 【若宮通六条下ル】 下京渉成 下京

70531 下京 若宮町 わかみやちょう 【河原町通上ノ口】 下京渉成 下京

70532 下京 若宮町 わかみやちょう 【須原通七条下ル】 下京渉成 下京

70533 下京 和気町 わきちょう 梅小路 下京

上京区，中京区，東山区

にも同名の町あり
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