
［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90001 右京 太秦青木ケ原町 うずまさあおきがはら
ちょう 常磐野 蜂ケ岡 う

90002 右京 太秦青木元町 うずまさあおきもとちょ
う 太秦 太秦

90003 太秦 太秦

南太秦 太秦

90005 右京 太秦石垣町 うずまさいしがきちょう 太秦 太秦

90006 右京 太秦和泉式部町 うずまさいずみしきぶ
ちょう 太秦 太秦

90007 右京 太秦一ノ井町 うずまさいちのいちょう 太秦 太秦

90008 右京 太秦一町芝町 うずまさいっちょうしば
ちょう

≪「太秦一丁芝町」と表記される場合あり≫ 常磐野 蜂ケ岡

90009 右京 太秦井戸ケ尻町 うずまさいどがじりちょ
う 太秦 太秦

90010 右京 太秦乾町 うずまさいぬいちょう 常磐野 蜂ケ岡

90011 右京 太秦馬塚町 うずまさうまづかちょう 常磐野 蜂ケ岡

90012 右京 太秦奥殿町 うずまさおくどのちょう 太秦 太秦

90013 右京 太秦面影町 うずまさおもかげちょう 太秦 太秦

90014 右京 太秦海正寺町 うずまさかいしょうじ
ちょう 太秦 太秦

90015 右京 太秦開日町 うずまさかいにちちょう 常磐野 蜂ケ岡

90016 右京 太秦垣内町 うずまさかきうちちょう 太秦 太秦

90017 右京 太秦帷子ケ辻町 うずまさかたびらのつ
じちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90018 右京 太秦桂ケ原町 うずまさかつらがはら
ちょう 太秦 太秦

90019 右京 太秦桂木町 うずまさかつらぎちょう 太秦 太秦

90020 右京 太秦上刑部町 うずまさかみけいぶ
ちょう 太秦 太秦

90021 右京 太秦上ノ段町 うずまさかみのだん
ちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90022 右京 太秦唐渡町 うずまさからとちょう 南太秦 太秦

90023 右京 太秦川所町 うずまさかわどころちょ
う 南太秦 太秦

90024 右京 太秦北路町 うずまさきたろちょう 常磐野 蜂ケ岡

90025 右京 太秦木ノ下町 うずまさきのしたちょう 太秦 太秦

90026 宇多野 双ケ丘

常磐野 蜂ケ岡

90028 右京 太秦組石町 うずまさくみいしちょう 太秦 太秦

90029 右京 太秦御所ノ内町 うずまさごしょのうち
ちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90030 右京 太秦小手角町 うずまさこてすみちょう 太秦 太秦

90031 右京 太秦御領田町 うずまさごりょうでん
ちょう 常磐野 蜂ケ岡

90032 右京 太秦三尾町 うずまささんびちょう 宇多野 双ケ丘

90033 右京 太秦下角田町 うずまさしもかくだちょ
う 太秦 太秦

90034 太秦 太秦

安井 四条

90035 右京 太秦朱雀町 うずまさしゅじゃくちょう 太秦 太秦

90036 右京 太秦椙ケ本町 うずまさすがもとちょう 太秦 太秦

90037 右京 太秦滝ケ花町 うずまさたきがはなちょ
う 太秦 太秦

90038 右京 太秦巽町 うずまさたつみちょう 太秦 太秦

90039 右京 太秦棚森町 うずまさたなもりちょう 南太秦 太秦

90040 右京 太秦多藪町 うずまさたやぶちょう 太秦 太秦

90041 右京 太秦垂箕山町 うずまさたるみやまちょ
う 嵯峨野 蜂ケ岡

90042 右京 太秦辻ケ本町 うずまさつじがもとちょ
う 太秦 太秦

90043 右京 太秦土本町 うずまさつちもとちょう 南太秦 太秦

90044 右京 太秦中筋町 うずまさなかすじちょう 常磐野 蜂ケ岡

90045 右京 太秦中堤町 うずまさなかつつみ
ちょう 太秦 太秦

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。
※太秦小校区の一部の区域は南太秦小へ区域外就学

右京 太秦下刑部町
うずまさしもけいぶちょ
う

右京 太秦荒木町 うずまさあらきちょう

右京 太秦京ノ道町
うずまさきょうのみち
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。

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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［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90046 右京 太秦中山町 うずまさなかやまちょう 宇多野 双ケ丘 う
90047 右京 太秦西野町 うずまさにしのちょう 南太秦 太秦

90048 右京 太秦西蜂岡町 うずまさにしはちおか
ちょう 太秦 太秦

90049 右京 太秦野元町 うずまさのもとちょう 太秦 太秦

90050 右京 太秦袴田町 うずまさはかまだちょう 南太秦 太秦

90051 JR山陰線以北 常磐野 蜂ケ岡

JR山陰線以南 太秦 太秦

90053 右京 太秦八反田町 うずまさはったんだ
ちょう 南太秦 太秦

90054 右京 太秦東唐渡町 うずまさひがしからと
ちょう 太秦 太秦

90055 JR山陰線以北 常磐野 蜂ケ岡

JR山陰線以南 太秦 太秦

90057 右京 太秦樋ノ内町 うずまさひのうちちょう 南太秦 太秦

90058 右京 太秦藤ケ森町 うずまさふじがもりちょ
う 太秦 太秦

90059 右京 太秦堀池町 うずまさほりいけちょう 常磐野 蜂ケ岡

90060 右京 太秦堀ケ内町 うずまさほりがうちちょ
う 嵯峨野 蜂ケ岡

90061 右京 太秦前ノ田町 うずまさまえのだちょう 南太秦 太秦

90062 右京 太秦松本町 うずまさまつもとちょう 太秦 太秦

90063 右京 太秦皆正寺町 うずまさみなせいじ
ちょう 南太秦 太秦

90064 右京 太秦宮ノ前町 うずまさみやのまえ
ちょう 常磐野 蜂ケ岡

90065 右京 太秦森ケ西町 うずまさもりがにしちょ
う 太秦 太秦

90066 右京 太秦森ケ東町 うずまさもりがひがし
ちょう 太秦 太秦

90067 右京 太秦森ケ前町 うずまさもりがまえちょ
う 太秦 太秦

90068 右京 太秦門田町 うずまさもんだちょう 太秦 太秦

90069 右京 太秦安井池田町 うずまさやすいいけだ
ちょう 安井 四条

90070 右京 太秦安井一町田町 うずまさやすいいっ
ちょうでんちょう 安井 四条

90071 右京 太秦安井馬塚町 うずまさやすいうまづ
かちょう 安井 四条

90072 右京 太秦安井奥畑町 うずまさやすいおくは
たちょう 安井 四条

90073 右京 太秦安井春日町 うずまさやすいかすが
ちょう 安井 四条

90074 右京 太秦安井北御所町 うずまさやすいきたご
しょちょう 安井 四条

90075 右京 太秦安井車道町 うずまさやすいくるま
みちちょう 安井 四条

90076 右京 太秦安井小山町 うずまさやすいこやま
ちょう 安井 四条

90077 右京 太秦安井辰巳町 うずまさやすいたつみ
ちょう

≪「太秦安井辰己町」と表記される場合あり≫ 安井 四条

90078 右京 太秦安井辻ノ内町 うずまさやすいつじの
うちちょう 安井 四条

90079 右京 太秦安井西裏町 うずまさやすいにしうら
ちょう 安井 四条

90080 右京 太秦安井西沢町 うずまさやすいにしざ
わちょう 安井 四条

90081 右京 太秦安井二条裏町 うずまさやすいにじょう
うらちょう 安井 四条

90082 右京 太秦安井東裏町 うずまさやすいひがし
うらちょう 安井 四条

90083 右京 太秦安井藤ノ木町 うずまさやすいふじの
きちょう 安井 四条

90084 右京 太秦安井松本町 うずまさやすいまつも
とちょう 安井 四条

90085 右京 太秦安井水戸田町 うずまさやすいみとで
んちょう 安井 四条

90086 右京 太秦安井柳通町 うずまさやすいやなぎ
どおりちょう 安井 四条

90087 右京 太秦百合ケ本町 うずまさゆりがもとちょ
う 南太秦 太秦

90088 右京 宇多野御池町 うたのおいけちょう 宇多野 双ケ丘

90089 右京 宇多野御屋敷町 うたのおやしきちょう 宇多野 双ケ丘

90090 右京 宇多野上ノ谷 うたのかみのたに ≪「宇多野上ノ谷町」と表記される場合あり≫ 宇多野 双ケ丘

90091 右京 宇多野北ノ院町 うたのきたのいんちょう 宇多野 双ケ丘

90092 右京 宇多野柴橋町 うたのしばはしちょう 御室 双ケ丘

90093 右京 宇多野芝町 うたのしばまち 宇多野 双ケ丘

右京 太秦東蜂岡町
うずまさひがしはちお
かちょう

右京 太秦蜂岡町 うずまさはちおかちょう
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［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90094 右京 宇多野長尾町 うたのながおちょう 宇多野 双ケ丘 う
90095 宇多野 双ケ丘

御室 双ケ丘

90097 右京 宇多野福王子町 うたのふくおうじちょう 宇多野 双ケ丘

90098 右京 宇多野法安寺町 うたのほうあんじちょう 宇多野 双ケ丘

90099 右京 梅ケ畑猪ノ尻町 うめがはたいのしりちょ
う 高雄 高雄

90100 右京 梅ケ畑上砥町 うめがはたうえとちょう 高雄 高雄

90101 右京 梅ケ畑上ノ町 うめがはたうえのちょう 高雄 高雄

90102 右京 梅ケ畑馬谷西平 うめがはたうまたにに
しひら 高雄 高雄

90103 右京 梅ケ畑馬谷東平 うめがはたうまたにひ
がしひら 高雄 高雄

90104 右京 梅ケ畑雲心寺西平 うめがはたうんしんじ
にしひら 高雄 高雄

90105 右京 梅ケ畑雲心寺東平 うめがはたうんしんじ
ひがしひら 高雄 高雄

90106 右京 梅ケ畑奥殿町 うめがはたおくとのちょ
う 高雄 高雄

90107 右京 梅ケ畑篝町 うめがはたかがりちょう 高雄 高雄

90108 右京 梅ケ畑風吹 うめがはたかぜふき 高雄 高雄

90109 右京 梅ケ畑亀石町 うめがはたかめいし
ちょう 高雄 高雄

90110 右京 梅ケ畑川西町 うめがはたかわにし
ちょう 高雄 高雄

90111 右京 梅ケ畑川東 うめがはたかわひがし 高雄 高雄

90112 右京 梅ケ畑久保谷町 うめがはたくぼたに
ちょう 高雄 高雄

90113 右京 梅ケ畑御所ノ口町 うめがはたごしょのくち
ちょう 高雄 高雄

90114 右京 梅ケ畑笹江辺町 うめがはたささえべ
ちょう 高雄 高雄

90115 右京 梅ケ畑清水町 うめがはたしみずちょ
う 高雄 高雄

90116 右京 梅ケ畑菖蒲谷 うめがはたしょうぶだ
に 高雄 高雄

90117 右京 梅ケ畑高雄町 うめがはたたかおちょ
う 高雄 高雄

90118 右京 梅ケ畑高雄西谷 うめがはたたかおにし
たに 高雄 高雄

90119 右京 梅ケ畑高鼻町 うめがはたたかはな
ちょう 高雄 高雄

90120 右京 梅ケ畑谷山 うめがはたたにやま 高雄 高雄

90121 右京 梅ケ畑谷山川西 うめがはたたにやまか
わにし 高雄 高雄

90122 右京 梅ケ畑冷水 うめがはたつめたみず 高雄 高雄

90123 右京 梅ケ畑寺尾 うめがはたてらお 高雄 高雄

90124 右京 梅ケ畑栂尾町 うめがはたとがのお
ちょう 高雄 高雄

90125 右京 梅ケ畑殿畑町 うめがはたとのはた
ちょう 高雄 高雄

90126 右京 梅ケ畑鳥坂谷 うめがはたとりさかたに 高雄 高雄

90127 右京 梅ケ畑中嶋町 うめがはたなかじま
ちょう 高雄 高雄

90128 右京 梅ケ畑中田町 うめがはたなかたちょ
う 高雄 高雄

90129 右京 梅ケ畑中繩手町 うめがはたなかなわて
ちょう 高雄 高雄

90130 右京 梅ケ畑西ノ畑町 うめがはたにしのはた
ちょう 高雄 高雄

90131 右京 梅ケ畑畑ノ下町 うめがはたはたのした
ちょう 高雄 高雄

90132 右京 梅ケ畑畑町 うめがはたはたまち 高雄 高雄

90133 右京 梅ケ畑燧岩谷 うめがはたひうちいわ
たに 高雄 高雄

90134 右京 梅ケ畑引地町 うめがはたひきじちょう 高雄 高雄

90135 右京 梅ケ畑檜社町 うめがはたひのきやし
ろちょう 高雄 高雄

90136 右京 梅ケ畑広芝町 うめがはたひろしば
ちょう 高雄 高雄

90137 右京 梅ケ畑古田町 うめがはたふるたちょう 高雄 高雄

90138 右京 梅ケ畑槇尾町 うめがはたまきのお
ちょう 高雄 高雄

90139 右京 梅ケ畑増井西平 うめがはたますいにし
ひら 高雄 高雄

90140 右京 梅ケ畑増井東平 うめがはたますいひが
しひら 高雄 高雄

90141 右京 梅ケ畑真野ケ百合 うめがはたまのがゆり 高雄 高雄

右京 宇多野馬場町 うたのばばちょう
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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［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90142 右京 梅ケ畑御経坂町 うめがはたみきょうさか
ちょう 高雄 高雄 う

90143 右京 梅ケ畑水谷 うめがはたみずたに 高雄 高雄

90144 右京 梅ケ畑宮ノ口町 うめがはたみやのくち
ちょう 高雄 高雄

90145 右京 梅ケ畑向井山 うめがはたむかいやま 高雄 高雄

90146 右京 梅ケ畑向ノ地町 うめがはたむこうのち
ちょう 高雄 高雄

90147 右京 梅ケ畑藪ノ下町 うめがはたやぶのした
ちょう 高雄 高雄

90148 右京 梅ケ畑山崎町 うめがはたやまさき
ちょう 高雄 高雄

90149 右京 梅ケ畑行衛谷 うめがはたゆくえだに 高雄 高雄

90150 右京 梅ケ畑蓮華谷 うめがはたれんげたに 高雄 高雄

90151 右京 梅津石灘町 うめづいしなだちょう 梅津 梅津

90152 右京 梅津上田町 うめづうえだちょう 梅津北 梅津

90153 右京 梅津大繩場町 うめづおおなわばちょ
う 梅津 梅津

90154 右京 梅津構口町 うめづかまえくちちょう 梅津 梅津

90155 右京 梅津神田町 うめづかんだちょう 梅津 梅津

90156 四条通以南 梅津 梅津

四条通以北 梅津北 梅津

90158 右京 梅津北川町 うめづきたがわちょう 梅津北 梅津

90159 右京 梅津北広町 うめづきたひろちょう 梅津北 梅津

90160 四条通以南 梅津 梅津

四条通以北 梅津北 梅津

90162 四条通以南 梅津 梅津

四条通以北 梅津北 梅津

90164 右京 梅津坂本町 うめづさかもとちょう 梅津北 梅津

90165 右京 梅津尻溝町 うめづしりみぞちょう 梅津 梅津

90166 右京 梅津高畝町 うめづたかぜちょう 梅津 梅津

90167 右京 梅津段町 うめづだんまち 梅津北 梅津

90168 右京 梅津堤上町 うめづつつみかみちょ
う 梅津 梅津

90169 右京 梅津堤下町 うめづつつみしたちょ
う 梅津 梅津

90170 右京 梅津徳丸町 うめづとくまるちょう 梅津北 梅津

90171 右京 梅津中倉町 うめづなかくらちょう 梅津 梅津

90172 右京 梅津中村町 うめづなかむらちょう 梅津 梅津

90173 右京 梅津西浦町 うめづにしうらちょう 梅津 梅津

90174 右京 梅津林口町 うめづはやしくちちょう 梅津北 梅津

90175 右京 梅津東構口町 うめづひがしかまえぐ
ちちょう 梅津 梅津

90176 右京 梅津開キ町 うめづひらきちょう 梅津北 梅津

90177 右京 梅津フケノ川町 うめづふけのかわちょ
う 梅津北 梅津

90178 右京 梅津罧原町 うめづふしはらちょう 梅津北 梅津

90179 梅津 梅津

梅津北 梅津

90181 右京 梅津南上田町 うめづみなみうえだ
ちょう 梅津 梅津

90182 葛野 西京極

梅津 梅津

90184 右京 梅津南町 うめづみなみまち 梅津 梅津

90185 右京 御室大内 おむろおおうち 御室 双ケ丘 お
90186 右京 御室岡ノ裾町 おむろおかのすそちょ

う
※一部の区域は宇多野小へ区域外就学 御室 双ケ丘

90187 右京 御室小松野町 おむろこまつのちょう 御室 双ケ丘

90188 右京 御室芝橋町 おむろしばはしちょう 御室 双ケ丘

90189 右京 御室住吉山町 おむろすみよしやま
ちょう 御室 双ケ丘

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。

右京 梅津前田町 うめづまえだちょう

右京 梅津南広町
うめづみなみひろちょ
う

右京 梅津北浦町 うめづきたうらちょう

右京

右京 梅津後藤町

梅津北町 うめづきたまち

うめづごとうちょう

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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［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90190 右京 御室竪町 おむろたてまち 御室 双ケ丘 お
90191 右京 御室双岡町 おむろならびがおか

ちょう 御室 双ケ丘

90192 右京 音戸山山ノ茶屋町 おんどやまやまのちゃ
やちょう 宇多野 双ケ丘

90193 右京 北嵯峨赤阪町 きたさがあかさかちょう 嵯峨 嵯峨 き
90194 右京 北嵯峨朝原山町 きたさがあさはらやま

ちょう 嵯峨 嵯峨

90195 右京 北嵯峨北ノ段町 きたさがきたのだん
ちょう 嵯峨 嵯峨

90196 右京 北嵯峨気比社町 きたさがきびしゃちょう 嵯峨 嵯峨

90197 右京 北嵯峨山王町 きたさがさんおうちょう 嵯峨 嵯峨

90198 右京 北嵯峨長刀坂町 きたさがなぎなたざか
ちょう 嵯峨 嵯峨

90199 右京 北嵯峨名古曾町 きたさがなこそちょう 嵯峨 嵯峨

90200 右京 北嵯峨八丈町 きたさがはちじょうちょ
う 嵯峨 嵯峨

90201 右京 北嵯峨洞ノ内町 きたさがほらのうちちょ
う 嵯峨 嵯峨

90202 右京 北嵯峨六代芝町 きたさがろくだいしば
ちょう 嵯峨 嵯峨

90203 右京 京北赤石町 けいほくあかいしちょう 京北第三 周山 け
90204 右京 京北明石町 けいほくあけしちょう 京北第一 周山

90205 右京 京北浅江町 けいほくあざえちょう 京北第一 周山

90206 右京 京北井崎町 けいほくいざきちょう 京北第三 周山

90207 右京 京北井戸町 けいほくいどちょう 京北第二 周山

90208 右京 京北宇野町 けいほくうのちょう 京北第一 周山

90209 右京 京北漆谷町
けいほくうるしたにちょ
う 京北第一 周山

90210 右京 京北大野町 けいほくおおのちょう 京北第二 周山

90211 右京 京北小塩町 けいほくおしおちょう 京北第二 周山

90212 右京 京北柏原町 けいほくかしわらちょう 京北第一 周山

90213 右京 京北片波町
けいほくかたなみちょ
う 京北第二 周山

90214 右京 京北上黒田町
けいほくかみくろだ
ちょう 京北第二 周山

90215 右京 京北上中町
けいほくかみなかちょ
う 京北第三 周山

90216 右京 京北上弓削町 けいほくかみゆげちょ
う 京北第三 周山

90217 右京 京北熊田町 けいほくくまたちょう 京北第一 周山

90218
東里，西里，中里，北，下里の一部（1-2・3-1・3-3・4-1・
4-3・4-6・5・6-1） 京北第三 周山

垣内，平谷，下八面田，セバト口，セバト，谷田ヶ沢，辰
振，吉谷，中川原，下川原，内川原，東山，東稲川原，
西山，西稲川原，中稲川原，上川原，稲谷口，稲谷，小
山越，上八面田，新稲谷口，下里の一部（京北第三小
学校区以外）

京北第一 周山

90220 右京 京北塩田町 けいほくしおたちょう 京北第三 周山

90221 右京 京北室谷町 けいほくしつたんちょう 京北第三 周山

90222 右京 京北下宇津町 けいほくしもうつちょう 京北第一 周山

90223 右京 京北下熊田町
けいほくしもくまたちょ
う 京北第一 周山

90224 右京 京北下黒田町
けいほくしもくろだちょ
う 京北第二 周山

90225

藤原，樋爪，釜口谷山田，江尻，萱野，畑ヶ谷，岩ノ元，
森ヶ坪，川端，岩ノ上，丈ヶ谷，船坂，石山，踊所，山王
谷，山作り，馬場谷，折谷の一部（京北第一小学校区以
外），昆沙門谷，畑野，清水尻，細谷山田，竜ヶ瀬，島
﨑，姑棄野山，野ノ上，細見，藤原台，森脇，上ヶ市，殿
橋ノ元，島崎，山ノ鼻，蔭裏，谷川尻，高野

京北第二 周山

折谷の一部（1-1・1-2・1-3・1-4・1-5・1-6・1-7・1-8・1-
9・2・2-1・2-2・2-3・2-4・3-1・3-2・3-3・3-4・3-5・3-6・3-
7・3-8・3-9・3-10・3-11・3-12・3-13・3-14）

京北第一 周山

90227 右京 京北下中町 けいほくしもなかちょう 京北第三 周山

90228 右京 京北下弓削町 けいほくしもゆげちょう 京北第三 周山

90229 右京 京北周山町
けいほくしゅうざんちょ
う 京北第一 周山

右京 京北五本松町
けいほくごほんまつ
ちょう

右京 京北下町 けいほくしもちょう
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［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90230 右京 京北芹生町 けいほくせりょうちょう 京北第二 周山 け
90231 右京 京北田貫町 けいほくたぬきちょう 京北第三 周山

90232 右京 京北中地町 けいほくちゅうじちょう 京北第一 周山

90233 右京 京北辻町 けいほくつじちょう 京北第二 周山

90234 右京 京北塔町 けいほくとうちょう 京北第二 周山

90235 右京 京北栃本町 けいほくとちもとちょう 京北第一 周山

90236 右京 京北鳥居町 けいほくとりいちょう 京北第二 周山

90237 右京 京北中江町 けいほくなかえちょう 京北第二 周山

90238 右京 京北西町 けいほくにしちょう 京北第一 周山

90239 右京 京北灰屋町 けいほくはいやちょう 京北第二 周山

90240 右京 京北初川町
けいほくはつかわちょ
う 京北第二 周山

90241 右京 京北比賀江町 けいほくひがえちょう 京北第二 周山

90242 右京 京北細野町 けいほくほそのちょう 京北第一 周山

90243 右京 京北宮町 けいほくみやちょう 京北第二 周山

90244 右京 京北矢代中町
けいほくやしろなか
ちょう 京北第一 周山

90245 右京 京北弓槻町 けいほくゆづきちょう 京北第一 周山

90246 右京 西院乾町 さいいんいぬいちょう 西院 西院 さ
90247 右京 西院追分町 さいいんおいわけちょ

う 西院 西院

90248 右京 西院太田町 さいいんおおたちょう 西院 西院

90249 右京 西院笠目町 さいいんかさめちょう 山ノ内 四条

90250 右京 西院春日町 さいいんかすがちょう 西院 西院

90251 右京 西院金槌町 さいいんかなづちちょ
う 西院 西院

90252 右京 西院上今田町 さいいんかみいまだ
ちょう 西院 西院

90253 右京 西院上花田町 さいいんかみはなだ
ちょう 西院 西院

90254 右京 西院北井御料町 さいいんきたいごろう
ちょう 西院 西院

90255 右京 西院北矢掛町 さいいんきたやかけ
ちょう 西院 西院

90256 右京 西院久田町 さいいんくでんちょう 西院 西院

90257 右京 西院久保田町 さいいんくぼたちょう 西院 西院

90258 右京 西院高山寺町 さいいんこうざんじちょ
う 西院 西院

90259 右京 西院小米町 さいいんこごめちょう 山ノ内 四条

90260 右京 西院寿町 さいいんことぶきちょう 西院 西院

90261 右京 西院三蔵町 さいいんさんぞうちょう 西院 西院

90262 右京 西院四条畑町 さいいんしじょうばた
ちょう 山ノ内 四条

90263 右京 西院清水町 さいいんしみずちょう 西院 西院

90264 右京 西院下花田町 さいいんしもはなだ
ちょう 西院 西院

90265 右京 西院春栄町 さいいんしゅんえい
ちょう 西院 西院

90266 右京 西院高田町 さいいんたかだちょう 西院 西院

90267 右京 西院巽町 さいいんたつみちょう 西院 西院

90268 右京 西院月双町 さいいんつきそうちょう 西院 西院

90269 右京 西院中水町 さいいんなかみずちょ
う 西院 西院

90270 右京 西院西今田町 さいいんにしいまだ
ちょう 西院 西院

90271 右京 西院西貝川町 さいいんにしかいがわ
ちょう 葛野 西京極

90272 右京 西院西寿町 さいいんにしことぶき
ちょう 西院 西院

90273 右京 西院西三蔵町 さいいんにしさんぞう
ちょう 西院 西院

90274 右京 西院西淳和院町 さいいんにしじゅんな
いんちょう 西院 西院

90275 右京 西院西高田町 さいいんにしたかだ
ちょう 西院 西院

90276 右京 西院西田町 さいいんにしだちょう 葛野 西京極

90277 右京 西院西中水町 さいいんにしなかみず
ちょう 西院 西院
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No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90278 右京 西院西平町 さいいんにしひらまち 西院 西院 さ
90279 右京 西院西溝崎町 さいいんにしみぞさき

ちょう 西院 西院

90280 右京 西院西矢掛町 さいいんにしやかけ
ちょう 西院 西院

90281 右京 西院東今田町 さいいんひがしいまだ
ちょう 西院 西院

90282 右京 西院東貝川町 さいいんひがしかいが
わちょう 葛野 西京極

90283 右京 西院東淳和院町 さいいんひがしじゅん
ないんちょう 西院 西院

90284 右京 西院東中水町 さいいんひがしなかみ
ずちょう 西院 西院

90285 右京 西院坤町 さいいんひつじさる
ちょう 西院 西院

90286 山ノ内 四条

西院 西院

90288 右京 西院平町 さいいんひらまち 西院 西院

90289 右京 西院松井町 さいいんまついちょう 西院 西院

90290 右京 西院溝崎町 さいいんみぞさきちょう 西院 西院

90291 右京 西院南井御料町 さいいんみなみいごろ
うちょう 西院 西院

90292 右京 西院南寿町 さいいんみなみことぶ
きちょう 西院 西院

90293 右京 西院南高田町 さいいんみなみたかだ
ちょう 西院 西院

90294 右京 西院矢掛町 さいいんやかけちょう 西院 西院

90295 山ノ内 四条

西院 西院

90297 右京 西院六反田町 さいいんろくたんだ
ちょう 西院 西院

90298 右京 嵯峨朝日町 さがあさひちょう 嵐山 嵯峨

90299 右京 嵯峨愛宕町 さがあたごちょう 嵯峨 嵯峨

90300 右京 嵯峨石ケ坪町 さがいしがつぼちょう 嵐山 嵯峨

90301 右京 嵯峨伊勢ノ上町 さがいせのかみちょう 嵐山 嵯峨

90302 有栖川以東 広沢 嵯峨

有栖川以西 嵯峨 嵯峨

90304 右京 嵯峨梅ノ木町 さがうめのきちょう 嵐山 嵯峨

90305 右京 嵯峨大沢落久保町 さがおおさわおちくぼ
ちょう 嵯峨 嵯峨

90306 右京 嵯峨大沢町 さがおおさわちょう 嵯峨 嵯峨

90307 右京 嵯峨大沢柳井手町 さがおおさわやなぎい
でちょう 嵯峨 嵯峨

90308 右京 嵯峨小倉山小倉町 さがおぐらやまおぐら
ちょう 嵯峨 嵯峨

90309 右京 嵯峨小倉山田淵山町 さがおぐらやまたぶち
やまちょう 嵯峨 嵯峨

90310 右京 嵯峨小倉山町 さがおぐらやまちょう 嵯峨 嵯峨

90311 右京 嵯峨小倉山堂ノ前町 さがおぐらやまどうの
まえちょう 嵯峨 嵯峨

90312 右京 嵯峨小倉山緋明神町 さがおぐらやまひの
みょうじんちょう 嵯峨 嵯峨

90313 右京 嵯峨小倉山山本町 さがおぐらやまやまも
とちょう 嵯峨 嵯峨

90314 ＪＲ山陰線以北 広沢 嵯峨

ＪＲ山陰線以南 嵐山 嵯峨

90316 右京 嵯峨甲塚町 さがかぶとづかちょう 広沢 嵯峨

90317 右京 嵯峨亀ノ尾町 さがかめのおちょう 嵯峨 嵯峨

90318 右京 嵯峨亀山町 さがかめやまちょう 嵯峨 嵯峨

90319 右京 嵯峨苅分町 さがかりわけちょう 嵐山 嵯峨

90320 右京 嵯峨観空寺岡崎町 さがかんくうじおかざき
ちょう 嵯峨 嵯峨

90321 右京 嵯峨観空寺久保殿町 さがかんくうじくぼでん
ちょう 嵯峨 嵯峨

90322 右京 嵯峨観空寺谷町 さがかんくうじだにちょ
う 嵯峨 嵯峨

90323 右京 嵯峨観空寺明水町 さがかんくうじみょうず
いちょう 嵯峨 嵯峨

90324 右京 嵯峨北堀町 さがきたぼりちょう 嵐山 嵯峨

90325 右京 嵯峨清滝一華表町 さがきよたきいっか
ひょうちょう 嵯峨 嵯峨

右京 嵯峨折戸町 さがおりとちょう

右京 西院日照町 さいいんひでりちょう

右京

右京 西院安塚町

嵯峨一本木町 さがいっぽんぎちょう

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。

さいいんやすづかちょ
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。

7 ／15ページ



［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90326 右京 嵯峨清滝大谷町 さがきよたきおおたに
ちょう 嵯峨 嵯峨 さ

90327 右京 嵯峨清滝亀ケ首町 さがきよたきかめがく
びちょう 嵯峨 嵯峨

90328 右京 嵯峨清滝観喜山町 さがきよたきかんきざ
んちょう 嵯峨 嵯峨

90329 右京 嵯峨清滝北谷町 さがきよたききただに
ちょう 嵯峨 嵯峨

90330 右京 嵯峨清滝空也滝町 さがきよたきくうやだき
ちょう 嵯峨 嵯峨

90331 右京 嵯峨清滝田鶴原町 さがきよたきたづはら
ちょう 嵯峨 嵯峨

90332 右京 嵯峨清滝町 さがきよたきちょう 嵯峨 嵯峨

90333 右京 嵯峨清滝月ノ輪町 さがきよたきつきのわ
ちょう 嵯峨 嵯峨

90334 右京 嵯峨清滝堂尻町 さがきよたきどうじり
ちょう 嵯峨 嵯峨

90335 右京 嵯峨清滝八講檀町 さがきよたきはっこうだ
んちょう 嵯峨 嵯峨

90336 右京 嵯峨清滝八丁山町 さがきよたきはっちょう
ざんちょう 嵯峨 嵯峨

90337 右京 嵯峨清滝深谷町 さがきよたきふかたに
ちょう 嵯峨 嵯峨

90338 右京 嵯峨越畑荒堀 さがこしはたあらぼり 宕陰小中 宕陰小中

90339 右京 嵯峨越畑上大谷 さがこしはたかみおお
たに 宕陰小中 宕陰小中

90340 右京 嵯峨越畑上正権条 さがこしはたかみしょう
ごんじょう 宕陰小中 宕陰小中

90341 右京 嵯峨越畑上新開 さがこしはたかみしん
かい 宕陰小中 宕陰小中

90342 右京 嵯峨越畑上中溝町 さがこしはたかみなか
みぞちょう 宕陰小中 宕陰小中

90343 右京 嵯峨越畑北ノ谷 さがこしはたきたのた
に 宕陰小中 宕陰小中

90344 右京 嵯峨越畑北ノ町 さがこしはたきたの
ちょう 宕陰小中 宕陰小中

90345 右京 嵯峨越畑下大谷 さがこしはたしもおお
たに 宕陰小中 宕陰小中

90346 右京 嵯峨越畑下新開 さがこしはたしもしんか
い 宕陰小中 宕陰小中

90347 右京 嵯峨越畑下中溝 さがこしはたしもなか
みぞ 宕陰小中 宕陰小中

90348 右京 嵯峨越畑正権条 さがこしはたしょうごん
じょう 宕陰小中 宕陰小中

90349 右京 嵯峨越畑正権谷 さがこしはたしょうごん
だに 宕陰小中 宕陰小中

90350 右京 嵯峨越畑尻谷 さがこしはたしりたに 宕陰小中 宕陰小中

90351 右京 嵯峨越畑筋違 さがこしはたすじちが
い 宕陰小中 宕陰小中

90352 右京 嵯峨越畑大円 さがこしはただいえん 宕陰小中 宕陰小中

90353 右京 嵯峨越畑大根谷 さがこしはただいこん
だに 宕陰小中 宕陰小中

90354 右京 嵯峨越畑竹ノ尻 さがこしはたたけのしり 宕陰小中 宕陰小中

90355 右京 嵯峨越畑手取垣内 さがこしはたてとりがい
ち 宕陰小中 宕陰小中

90356 右京 嵯峨越畑天慶 さがこしはたてんけい 宕陰小中 宕陰小中

90357 右京 嵯峨越畑中ノ町 さがこしはたなかの
ちょう 宕陰小中 宕陰小中

90358 右京 嵯峨越畑中畑 さがこしはたなかはた 宕陰小中 宕陰小中

90359 右京 嵯峨越畑中条 さがこしはたなかん
じょう 宕陰小中 宕陰小中

90360 右京 嵯峨越畑鍋浦 さがこしはたなべうら 宕陰小中 宕陰小中

90361 右京 嵯峨越畑兵庫前町 さがこしはたひょうごま
えちょう 宕陰小中 宕陰小中

90362 右京 嵯峨越畑南下条 さがこしはたみなみし
もじょう 宕陰小中 宕陰小中

90363 右京 嵯峨越畑南ノ町 さがこしはたみなみの
ちょう 宕陰小中 宕陰小中

90364 右京 嵯峨越畑向山 さがこしはたむかいや
ま 宕陰小中 宕陰小中

90365 右京 嵯峨越畑桃原 さがこしはたももはら 宕陰小中 宕陰小中

90366 右京 嵯峨越畑桃原垣内 さがこしはたももはらが
いち 宕陰小中 宕陰小中

90367 右京 嵯峨五島町 さがごとうちょう 嵐山 嵯峨

90368 右京 嵯峨樒原池ノ谷 さがしきみがはらいけ
のたに 宕陰小中 宕陰小中

90369 右京 嵯峨樒原稲荷元町 さがしきみがはらいな
りもとちょう 宕陰小中 宕陰小中

90370 右京 嵯峨樒原岩ノ上 さがしきみがはらいわ
のうえ 宕陰小中 宕陰小中

90371 右京 嵯峨樒原大久保 さがしきみがはらおお
くぼ 宕陰小中 宕陰小中

90372 右京 嵯峨樒原大水上 さがしきみがはらおお
みなかみ 宕陰小中 宕陰小中

90373 右京 嵯峨樒原大水口 さがしきみがはらおお
みなぐち 宕陰小中 宕陰小中
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90374 右京 嵯峨樒原岡ケ鼻 さがしきみがはらおか
がはな 宕陰小中 宕陰小中 さ

90375 右京 嵯峨樒原甲北町 さがしきみがはらこうの
きたちょう 宕陰小中 宕陰小中

90376 右京 嵯峨樒原甲脇 さがしきみがはらこうの
わき 宕陰小中 宕陰小中

90377 右京 嵯峨樒原小山 さがしきみがはらこや
ま 宕陰小中 宕陰小中

90378 右京 嵯峨樒原清水町 さがしきみがはらしみ
ずちょう

≪「嵯峨樒原清水」と表記される場合あり≫ 宕陰小中 宕陰小中

90379 右京 嵯峨樒原神宝岩 さがしきみがはらしん
ぽういわ 宕陰小中 宕陰小中

90380 右京 嵯峨樒原千福田 さがしきみがはらせん
ぷくでん 宕陰小中 宕陰小中

90381 右京 嵯峨樒原高見町 さがしきみがはらたか
みちょう 宕陰小中 宕陰小中

90382 右京 嵯峨樒原辻田 さがしきみがはらつじ
だ 宕陰小中 宕陰小中

90383 右京 嵯峨樒原手取垣内 さがしきみがはらてとり
がいち 宕陰小中 宕陰小中

90384 右京 嵯峨樒原繩手下 さがしきみがはらなわ
てした 宕陰小中 宕陰小中

90385 右京 嵯峨樒原西ノ百合 さがしきみがはらにし
のゆり 宕陰小中 宕陰小中

90386 右京 嵯峨樒原西桃原 さがしきみがはらにし
ももはら 宕陰小中 宕陰小中

90387 右京 嵯峨樒原橋子 さがしきみがはらはし
こ 宕陰小中 宕陰小中

90388 右京 嵯峨樒原東桃原 さがしきみがはらひが
しももはら 宕陰小中 宕陰小中

90389 右京 嵯峨樒原宮ノ上町 さがしきみがはらみや
のうえちょう 宕陰小中 宕陰小中

90390 右京 嵯峨樒原鎧田 さがしきみがはらよろ
いだ 宕陰小中 宕陰小中

90391 右京 嵯峨樒原蓮台 さがしきみがはられん
だい 宕陰小中 宕陰小中

90392 右京 嵯峨樒原蓮台脇 さがしきみがはられん
だいわき 宕陰小中 宕陰小中

90393 右京 嵯峨樒原若宮下町 さがしきみがはらわか
みやしたちょう 宕陰小中 宕陰小中

90394 右京 嵯峨釈迦堂大門町 さがしゃかどうだいも
んちょう 嵯峨 嵯峨

90395 右京 嵯峨釈迦堂藤ノ木町 さがしゃかどうふじのき
ちょう 嵯峨 嵯峨

90396 右京 嵯峨釈迦堂門前裏柳町 さがしゃかどうもんぜ
んうらやなぎちょう 嵯峨 嵯峨

90397 右京 嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 さがしゃかどうもんぜ
んせとがわちょう 嵯峨 嵯峨

90398 右京 嵯峨釈迦堂門前南中院町 さがしゃかどうもんぜ
んみなみちゅういん 嵯峨 嵯峨

90399 有栖川以東 広沢 嵯峨

有栖川以西 嵯峨 嵯峨

90401 右京 嵯峨大覚寺門前井頭町 さがだいかくじもんぜ
んいとうちょう 嵯峨 嵯峨

90402 有栖川以東 広沢 嵯峨

有栖川以西 嵯峨 嵯峨

90404 右京 嵯峨大覚寺門前登リ町 さがだいかくじもんぜ
んのぼりちょう 嵯峨 嵯峨

90405 右京 嵯峨大覚寺門前八軒町 さがだいかくじもんぜ
んはちけんちょう 嵯峨 嵯峨

90406 右京 嵯峨大覚寺門前宮ノ下町 さがだいかくじもんぜ
んみやのしたちょう 嵯峨 嵯峨

90407 右京 嵯峨大覚寺門前六道町 さがだいかくじもんぜ
んろくどうちょう 嵯峨 嵯峨

90408 右京 嵯峨釣殿町 さがつりどのちょう 嵯峨 嵯峨

90409 JR山陰線以北 広沢 嵯峨

ＪＲ山陰線以南 嵐山 嵯峨

90411 右京 嵯峨天龍寺今堀町 さがてんりゅうじいまほ
りちょう

※一部の区域は嵐山小へ区域外就学 嵯峨 嵯峨

90412 右京 嵯峨天龍寺北造路町 さがてんりゅうじきたつ
くりみちちょう 嵯峨 嵯峨

90413 右京 嵯峨天龍寺車道町 さがてんりゅうじくるま
みちちょう 嵯峨 嵯峨

90414 右京 嵯峨天龍寺椎野町 さがてんりゅうじしいの
ちょう 嵯峨 嵯峨

90415 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 さがてんりゅうじすすき
のばばちょう 嵯峨 嵯峨

90416 右京 嵯峨天龍寺角倉町 さがてんりゅうじすみ
のくらちょう 嵯峨 嵯峨

90417 右京 嵯峨天龍寺瀬戸川町 さがてんりゅうじせとが
わちょう 嵯峨 嵯峨

90418 右京 嵯峨天龍寺立石町 さがてんりゅうじたてい
しちょう 嵯峨 嵯峨

90419 右京 嵯峨天龍寺造路町 さがてんりゅうじつくり
みちちょう 嵯峨 嵯峨

90420 右京 嵯峨天龍寺中島町 さがてんりゅうじなかじ
まちょう 嵯峨 嵯峨

90421 右京 嵯峨天龍寺広道町 さがてんりゅうじひろみ
ちちょう 嵯峨 嵯峨

右京 嵯峨新宮町 さがしんぐうちょう

右京 嵯峨大覚寺門前堂ノ前町
さがだいかくじもんぜ
んどうのまえちょう

右京 嵯峨天龍寺油掛町
さがてんりゅうじあぶら
かけちょう
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90422 右京 嵯峨天龍寺龍門町 さがてんりゅうじりゅうも
んちょう 嵯峨 嵯峨 さ

90423 右京 嵯峨天龍寺若宮町 さがてんりゅうじわかみ
やちょう 嵯峨 嵯峨

90424 右京 嵯峨鳥居本化野町 さがとりいもとあだしの
ちょう 嵯峨 嵯峨

90425 右京 嵯峨鳥居本一華表町 さがとりいもといっか
ひょうちょう 嵯峨 嵯峨

90426 右京 嵯峨鳥居本北代町 さがとりいもときただい
ちょう 嵯峨 嵯峨

90427 右京 嵯峨鳥居本小坂町 さがとりいもとこざか
ちょう 嵯峨 嵯峨

90428 右京 嵯峨鳥居本仙翁町 さがとりいもとせんのう
ちょう 嵯峨 嵯峨

90429 右京 嵯峨鳥居本中筋町 さがとりいもとなかすじ
ちょう 嵯峨 嵯峨

90430 右京 嵯峨鳥居本深谷町 さがとりいもとふかたに
ちょう 嵯峨 嵯峨

90431 右京 嵯峨鳥居本仏餉田町 さがとりいもとぶっしょ
うでんちょう 嵯峨 嵯峨

90432 右京 嵯峨鳥居本六反町 さがとりいもとろくたん
ちょう 嵯峨 嵯峨

90433 右京 嵯峨蜻蛉尻町 さがとんぼじりちょう 嵐山 嵯峨

90434 右京 嵯峨中通町 さがなかどおりちょう 嵐山 嵯峨

90435 右京 嵯峨中ノ島町 さがなかのしまちょう 嵯峨 嵯峨

90436 ＪＲ山陰線以北 広沢 嵯峨

ＪＲ山陰線以南 嵐山 嵯峨

90438 右京 嵯峨中山町 さがなかやまちょう 嵐山 嵯峨

90439 右京 嵯峨二尊院門前往生院町 さがにそんいんもんぜ
んおうじょういんちょう 嵯峨 嵯峨

90440 右京 嵯峨二尊院門前北中院町 さがにそんいんもんぜ
んきたちゅういんちょう 嵯峨 嵯峨

90441 右京 嵯峨二尊院門前善光寺山町 さがにそんいんもんぜ
んぜんこうじやまちょう 嵯峨 嵯峨

90442 右京 嵯峨二尊院門前長神町 さがにそんいんもんぜ
んちょうじんちょう 嵯峨 嵯峨

90443 右京 嵯峨野秋街道町 さがのあきかいどうちょ
う 嵯峨野 蜂ケ岡

90444 右京 嵯峨野有栖川町 さがのありすがわちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90445 右京 嵯峨野内田町 さがのうちだちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90446 右京 嵯峨野神ノ木町 さがのかみのきちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90447 右京 嵯峨野北野町 さがのきたのちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90448 右京 嵯峨野嵯峨ノ段町 さがのさがのだんまち 嵯峨野 蜂ケ岡

90449 右京 嵯峨野芝野町 さがのしばのちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90450 右京 嵯峨野清水町 さがのしみずちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90451 右京 嵯峨野高田町 さがのたかだちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90452 右京 嵯峨野千代ノ道町 さがのちよのみちちょ
う 嵯峨野 蜂ケ岡

90453 右京 嵯峨野投淵町 さがのなげぶちちょう ≪「嵯峨野投渕町」と表記される場合あり≫ 嵯峨野 蜂ケ岡

90454 右京 嵯峨野西ノ藤町 さがのにしのふじちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90455 右京 嵯峨野々宮町 さがののみやちょう 嵯峨 嵯峨

90456 右京 嵯峨野東田町 さがのひがしだちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90457 右京 嵯峨野開町 さがのひらきちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90458 右京 嵯峨野南浦町 さがのみなみうらちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90459 右京 嵯峨野宮ノ元町 さがのみやのもとちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90460 右京 嵯峨野六反田町 さがのろくたんだちょう 嵯峨野 蜂ケ岡

90461 右京 嵯峨広沢池下町 さがひろさわいけした
ちょう 広沢 嵯峨

90462 右京 嵯峨広沢北下馬野町 さがひろさわきたげば
のちょう 広沢 嵯峨

90463 右京 嵯峨広沢御所ノ内町 さがひろさわごしょのう
ちちょう 広沢 嵯峨

90464 右京 嵯峨広沢町 さがひろさわちょう 広沢 嵯峨

90465 右京 嵯峨広沢西裏町 さがひろさわにしうら
ちょう 広沢 嵯峨

90466 右京 嵯峨広沢南下馬野町 さがひろさわみなみげ
ばのちょう 広沢 嵯峨

90467 右京 嵯峨広沢南野町 さがひろさわみなみの
ちょう 広沢 嵯峨

90468 右京 嵯峨罧原町 さがふしはらちょう 嵐山 嵯峨

90469 右京 嵯峨水尾阿多古 さがみずおあたご 嵯峨 嵯峨

右京 嵯峨中又町 さがなかまたちょう
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90470 右京 嵯峨水尾岩ノ谷 さがみずおいわのた
に 嵯峨 嵯峨 さ

90471 右京 嵯峨水尾大岩 さがみずおおおいわ 嵯峨 嵯峨

90472 右京 嵯峨水尾大迫 さがみずおおおさこ 嵯峨 嵯峨

90473 右京 嵯峨水尾岡ノ窪町 さがみずおおかのくぼ
ちょう 嵯峨 嵯峨

90474 右京 嵯峨水尾奥 さがみずおおく 嵯峨 嵯峨

90475 右京 嵯峨水尾奥中尾 さがみずおおくなかお 嵯峨 嵯峨

90476 右京 嵯峨水尾北垣内町 さがみずおきたがいち
ちょう 嵯峨 嵯峨

90477 右京 嵯峨水尾北ノ谷 さがみずおきたのたに 嵯峨 嵯峨

90478 右京 嵯峨水尾シメボシ さがみずおしめぼし （神明拍子） 嵯峨 嵯峨

90479 右京 嵯峨水尾下神明 さがみずおしもしんめ
い 嵯峨 嵯峨

90480 右京 嵯峨水尾下深谷 さがみずおしもふかた
に 嵯峨 嵯峨

90481 右京 嵯峨水尾神明 さがみずおしんめい 嵯峨 嵯峨

90482 右京 嵯峨水尾清和 さがみずおせいわ 嵯峨 嵯峨

90483 右京 嵯峨水尾滝ノ谷 さがみずおたきのたに 嵯峨 嵯峨

90484 右京 嵯峨水尾竹ノ尻町 さがみずおたけのしり
ちょう 嵯峨 嵯峨

90485 右京 嵯峨水尾中頃 さがみずおなかごろ 嵯峨 嵯峨

90486 右京 嵯峨水尾鳩ケ巣 さがみずおはとがす 嵯峨 嵯峨

90487 右京 嵯峨水尾東 さがみずおひがし 嵯峨 嵯峨

90488 右京 嵯峨水尾平尾 さがみずおひらお 嵯峨 嵯峨

90489 右京 嵯峨水尾深谷 さがみずおふかたに 嵯峨 嵯峨

90490 右京 嵯峨水尾松尾垣内 さがみずおまつおが
いち 嵯峨 嵯峨

90491 右京 嵯峨水尾宮ノ脇町 さがみずおみやのわ
きちょう 嵯峨 嵯峨

90492 右京 嵯峨水尾向 さがみずおむかい （向谷） 嵯峨 嵯峨

90493 右京 嵯峨水尾武蔵嶋町 さがみずおむさしじま
ちょう 嵯峨 嵯峨

90494 右京 嵯峨水尾ユリ さがみずおゆり （遊里） 嵯峨 嵯峨

90495 右京 嵯峨明星町 さがみょうじょうちょう 嵐山 嵯峨

90496 右京 嵯峨柳田町 さがやなぎだちょう 嵐山 嵯峨

90497 右京 谷口梅津間町 たにぐちうめづまちょう 御室 双ケ丘 た
90498 右京 谷口圓成寺町 たにぐちえんじょうじ

ちょう 御室 双ケ丘

90499 右京 谷口垣ノ内町 たにぐちかきのうち
ちょう 御室 双ケ丘

90500 右京 谷口唐田ノ内町 たにぐちからたのうち
ちょう 御室 双ケ丘

90501 右京 谷口園町 たにぐちそのまち 御室 双ケ丘

90502 右京 常盤一ノ井町 ときわいちのいちょう 常磐野 蜂ケ岡 と
90503 右京 常盤馬塚町 ときわうまづかちょう 常磐野 蜂ケ岡

90504 右京 常盤御池町 ときわおいけちょう 宇多野 双ケ丘

90505 右京 常盤音戸町 ときわおんとちょう 宇多野 双ケ丘

90506 右京 常盤柏ノ木町 ときわかしのきちょう ※一部の区域は宇多野小・双ケ丘中へ区域外就学 常磐野 蜂ケ岡

90507 右京 常盤神田町 ときわかんだちょう 宇多野 双ケ丘

90508 右京 常盤北裏町 ときわきたうらちょう 常磐野 蜂ケ岡

90509 右京 常盤草木町 ときわくさきちょう 宇多野 双ケ丘

90510 右京 常盤窪町 ときわくぼまち 常磐野 蜂ケ岡

90511 右京 常盤下田町 ときわしもたちょう 常磐野 蜂ケ岡

90512 右京 常盤段ノ上町 ときわだんのうえちょう 常磐野 蜂ケ岡

90513 右京 常盤出口町 ときわでぐちちょう 常磐野 蜂ケ岡

90514 右京 常盤仲之町 ときわなかのちょう 常磐野 蜂ケ岡

90515 右京 常盤西町 ときわにしまち 常磐野 蜂ケ岡

90516 右京 常盤東ノ町 ときわひがしのちょう 常磐野 蜂ケ岡

90517 右京 常盤古御所町 ときわふるごしょちょう ※一部の区域は御室小・双ケ丘中へ区域外就学 常磐野 蜂ケ岡
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90518 右京 常盤村ノ内町 ときわむらのうちちょう 常磐野 蜂ケ岡 と
90519 右京 常盤森町 ときわもりまち ※一部の区域は太秦小・太秦中へ区域外就学 常磐野 蜂ケ岡

90520 右京 常盤山下町 ときわやましたちょう 宇多野 双ケ丘

90521 右京 鳴滝池ノ谷 なるたきいけのたに 宇多野 双ケ丘 な
90522 右京 鳴滝泉谷町 なるたきいずみだに

ちょう 宇多野 双ケ丘

90523 右京 鳴滝泉殿町 なるたきいずみでん
ちょう 宇多野 双ケ丘

90524 右京 鳴滝宇多野谷 なるたきうだのたに ※一部の区域は金閣小・衣笠中へ区域外就学 宇多野 双ケ丘

90525 右京 鳴滝音戸山町 なるたきおんどやま
ちょう 宇多野 双ケ丘

90526 右京 鳴滝川西町 なるたきかわにしちょう 宇多野 双ケ丘

90527 右京 鳴滝吉兆谷 なるたききっちょうたに 宇多野 双ケ丘

90528 右京 鳴滝桐ケ淵町 なるたききりがふちちょ
う 宇多野 双ケ丘

90529 右京 鳴滝嵯峨園町 なるたきさがぞのちょう 宇多野 双ケ丘

90530 右京 鳴滝沢 なるたきさわ 宇多野 双ケ丘

90531 右京 鳴滝三本松 なるたきさんぼんまつ 宇多野 双ケ丘

90532 右京 鳴滝白砂 なるたきしらすな 宇多野 双ケ丘

90533 右京 鳴滝宅間町 なるたきたくまちょう 宇多野 双ケ丘

90534 右京 鳴滝中道町 なるたきなかみちちょう 宇多野 双ケ丘

90535 右京 鳴滝西嵯峨園町 なるたきにしさがぞの
ちょう 宇多野 双ケ丘

90536 右京 鳴滝蓮池町 なるたきはすいけちょ
う 宇多野 双ケ丘

90537 右京 鳴滝春木町 なるたきはるきちょう 宇多野 双ケ丘

90538 右京 鳴滝般若寺町 なるたきはんにゃじ
ちょう 宇多野 双ケ丘

90539 右京 鳴滝藤ノ木町 なるたきふじのきちょう 宇多野 双ケ丘

90540 右京 鳴滝本町 なるたきほんまち 宇多野 双ケ丘

90541 右京 鳴滝松本町 なるたきまつもとちょう 宇多野 双ケ丘

90542 右京 鳴滝瑞穂町 なるたきみずほちょう 宇多野 双ケ丘

90543 右京 鳴滝安井殿町 なるたきやすいでん
ちょう 宇多野 双ケ丘

90544 右京 鳴滝蓮花寺町 なるたきれんげじちょう 宇多野 双ケ丘

90545 右京 西京極畔勝町 にしきょうごくあぜかつ
ちょう 西京極 西京極 に

90546 右京 西京極午塚町 にしきょうごくうまづか
ちょう 葛野 西京極

90547 右京 西京極葛野町 にしきょうごくかどの
ちょう 葛野 西京極

90548 右京 西京極河原町 にしきょうごくかわら
ちょう 西京極西 西京極

90549 右京 西京極河原町裏町 にしきょうごくかわら
ちょううらまち 西京極西 西京極

90550 右京 西京極北裏町 にしきょうごくきたうら
ちょう 西京極 西京極

90551 右京 西京極北大入町 にしきょうごくきたおお
いりちょう 葛野 西京極

90552 右京 西京極北衣手町 にしきょうごくきたころ
もでちょう 葛野 西京極

90554 右京 西京極北庄境町 にしきょうごくきたしょう
ざかいちょう 西京極 西京極

90555 右京 西京極郡猪馬場町 にしきょうごくごおりい
のばばちょう 西京極西 西京極

90556 右京 西京極郡沢町 にしきょうごくごおりさ
わちょう 西京極西 西京極

90557 西京極 西京極

西京極西 西京極

90559 右京 西京極郡町 にしきょうごくごおり
ちょう 葛野 西京極

90560 右京 西京極郡附洲町 にしきょうごくごおりふ
ずちょう 葛野 西京極

90561 右京 西京極三反田町 にしきょうごくさんたん
だちょう 西京極 西京極

90562 右京 西京極芝ノ下町 にしきょうごくしばのし
たちょう 西京極 西京極

90563 右京 西京極下沢町 にしきょうごくしもざわ
ちょう 西京極 西京極

90564 右京 西京極新田町 にしきょうごくしんでん
ちょう 葛野 西京極

90565 右京 西京極新明町 にしきょうごくしんめい
ちょう 葛野 西京極

90566 右京 西京極末広町 にしきょうごくすえひろ
ちょう 西京極西 西京極

右京 西京極郡醍醐田町
にしきょうごくごおりだ
いごでんちょう

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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90567 右京 西京極大門町 にしきょうごくだいもん
ちょう 西京極 西京極 に

90568 右京 西京極町ノ坪町 にしきょうごくちょうの
つぼちょう 西京極 西京極

90569 右京 西京極佃田町 にしきょうごくつくだ
ちょう 西京極 西京極

90570 右京 西京極堤下町 にしきょうごくつつみし
たちょう 西京極西 西京極

90571 天神川以東 西京極 西京極

天神川以西 西京極西 西京極

90573 右京 西京極堤町 にしきょうごくつつみ
ちょう 葛野 西京極

90574 右京 西京極徳大寺団子田町 にしきょうごくとくだい
じだんごでんちょう 西京極西 西京極

90575 右京 西京極徳大寺西団子田町 にしきょうごくとくだい
じにしだんごでんちょ 西京極西 西京極

90576 右京 西京極殿田町 にしきょうごくとのだ
ちょう 西京極西 西京極

90577 右京 西京極中沢町 にしきょうごくなかざわ
ちょう 西京極 西京極

90578 右京 西京極中島町 にしきょうごくなかじま
ちょう 西京極西 西京極

90579 右京 西京極中町 にしきょうごくなかまち 西京極 西京極

90580 右京 西京極長町 にしきょうごくながまち 西京極西 西京極

90581 右京 西京極中溝町 にしきょうごくなかみぞ
ちょう 西京極 西京極

90582 右京 西京極南方町 にしきょうごくなんぽう
ちょう 西京極 西京極

90583 右京 西京極西池田町 にしきょうごくにしいけ
だちょう 西京極 西京極

90584 右京 西京極西大丸町 にしきょうごくにしおお
まるちょう 葛野 西京極

90585 右京 西京極西川町 にしきょうごくにしかわ
ちょう 西京極 西京極

90586 右京 西京極西衣手町 にしきょうごくにしころ
もでちょう 葛野 西京極

90587 右京 西京極西団子田町 にしきょうごくにしだん
ごでんちょう 西京極西 西京極

90588 阪急京都線以北 葛野 西京極

阪急京都線以南 西京極西 西京極

90590 右京 西京極西向河原町 にしきょうごくにしむこ
うがわらちょう 西京極西 西京極

90591 右京 西京極野田町 にしきょうごくのだちょ
う 葛野 西京極

90592 天神川以東 西京極 西京極

天神川以西 西京極西 西京極

90594 右京 西京極走上リ町 にしきょうごくはしりあ
がりちょう 西京極西 西京極

90595 右京 西京極畑田町 にしきょうごくはただ
ちょう 西京極 西京極

90596 右京 西京極浜ノ本町 にしきょうごくはまのも
とちょう 葛野 西京極

90597 右京 西京極火打畑町 にしきょうごくひうちば
たちょう 西京極西 西京極

90598 右京 西京極東池田町 にしきょうごくひがしい
けだちょう 西京極 西京極

90599 右京 西京極東大丸町 にしきょうごくひがしお
おまるちょう 葛野 西京極

90600 右京 西京極東側町 にしきょうごくひがしが
わちょう 西京極西 西京極

90601 右京 西京極東衣手町 にしきょうごくひがしこ
ろもでちょう 葛野 西京極

90602 右京 西京極東町 にしきょうごくひがし
ちょう 西京極 西京極

90603 右京 西京極東中島町 にしきょうごくひがしな
かじまちょう 西京極西 西京極

90604 右京 西京極東向河原町 にしきょうごくひがしむ
こうがわらちょう 西京極 西京極

90605 右京 西京極古浜町 にしきょうごくふるはま
ちょう 西京極西 西京極

90606 右京 西京極前田町 にしきょうごくまえだ
ちょう 西京極 西京極

90607 西院 西院

西京極 西京極

90609 右京 西京極南大入町 にしきょうごくみなみお
おいりちょう 葛野 西京極

90610 右京 西京極南衣手町 にしきょうごくみなみこ
ろもでちょう 葛野 西京極

90611 右京 西京極南庄境町 にしきょうごくみなみ
しょうざかいちょう 西京極 西京極

90612 右京 西京極宮ノ東町 にしきょうごくみやのひ
がしちょう 西京極 西京極

90613 右京 西京極藪ノ下町 にしきょうごくやぶのし
たちょう 西京極西 西京極

90614 右京 西京極藪開町 にしきょうごくやぶびら
きちょう 西京極西 西京極

にしきょうごくにしなか
じまちょう西京極西中島町

右京 西京極豆田町
にしきょうごくまめだ
ちょう

右京 西京極堤外町
にしきょうごくつつみそ
とちょう

右京

右京 西京極橋詰町
にしきょうごくはしづめ
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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［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90615 右京 花園一条田町 はなぞのいちじょうで
んちょう 御室 双ケ丘 は

90616 右京 花園猪ノ毛町 はなぞのいのけちょう 花園 双ケ丘

90617 右京 花園伊町 はなぞのいまち 花園 双ケ丘

90618 ＪＲ山陰線以南 花園 双ケ丘

ＪＲ山陰線以北 御室 双ケ丘

90620 右京 花園圓成寺町 はなぞのえんじょうじ
ちょう 御室 双ケ丘

90621 右京 花園扇野町 はなぞのおおぎのちょ
う

※一部の区域は御室小へ区域外就学 花園 双ケ丘

90622 右京 花園大藪町 はなぞのおおやぶ
ちょう 御室 双ケ丘

90623 右京 花園岡ノ本町 はなぞのおかのもと
ちょう 御室 双ケ丘

90624 右京 花園春日町 はなぞのかすがちょう 花園 双ケ丘

90625 右京 花園木辻北町 はなぞのきつじきたま
ち 花園 双ケ丘

90626 右京 花園木辻南町 はなぞのきつじみなみ
ちょう 花園 双ケ丘

90627 右京 花園車道町 はなぞのくるまみち
ちょう 花園 双ケ丘

90628 右京 花園坤南町 はなぞのこんなんちょ
う 花園 双ケ丘

90629 右京 花園艮北町 はなぞのこんぼくちょう 花園 双ケ丘

90630 右京 花園巽南町 はなぞのそんなんちょ
う 花園 双ケ丘

90631 右京 花園鷹司町 はなぞのたかつかさ
ちょう 花園 双ケ丘

90632 右京 花園段ノ岡町 はなぞのだんのおか
ちょう 御室 双ケ丘

90633 右京 花園土堂町 はなぞのつちどうちょう 御室 双ケ丘

90634 右京 花園寺ノ内町 はなぞのてらのうち
ちょう 花園 双ケ丘

90635 右京 花園寺ノ中町 はなぞのてらのなか
ちょう 御室 双ケ丘

90636 右京 花園寺ノ前町 はなぞのてらのまえ
ちょう 花園 双ケ丘

90637 右京 花園天授ケ岡町 はなぞのてんじゅがお
かちょう 御室 双ケ丘

90638 右京 花園中御門町 はなぞのなかみかど
ちょう 花園 双ケ丘

90639 右京 花園馬代町 はなぞのばだいちょう 花園 双ケ丘

90640 右京 花園宮ノ上町 はなぞのみやのかみ
ちょう 御室 双ケ丘

90641 右京 花園妙心寺町 はなぞのみょうしんじ
ちょう 御室 双ケ丘

90642 右京 花園八ツ口町 はなぞのやつくちちょ
う 花園 双ケ丘

90643 右京 花園藪ノ下町 はなぞのやぶのした
ちょう 花園 双ケ丘

90644 右京 東梅津前子町 ひがしうめづまえこ
ちょう 梅津 梅津 ひ

90645 右京 山越乾町 やまごえいぬいちょう 宇多野 双ケ丘 や
90646 右京 山越巽町 やまごえたつみちょう 宇多野 双ケ丘

90647 右京 山越中町 やまごえなかちょう 宇多野 双ケ丘

90648 右京 山越西町 やまごえにしちょう 宇多野 双ケ丘

90649 右京 山越東町 やまごえひがしちょう ※一部の区域は常磐野小・蜂ケ岡中へ区域外就学 宇多野 双ケ丘

90650 右京 山ノ内荒木町 やまのうちあらきちょう 山ノ内 四条

90651 右京 山ノ内池尻町 やまのうちいけじりちょ
う 山ノ内 四条

90652 右京 山ノ内大町 やまのうちおおまち 山ノ内 四条

90653 右京 山ノ内北ノ口町 やまのうちきたのくち
ちょう 山ノ内 四条

90654 右京 山ノ内五反田町 やまのうちごたんだ
ちょう 山ノ内 四条

90655 右京 山ノ内赤山町 やまのうちせきさん
ちょう 山ノ内 四条

90656 右京 山ノ内瀬戸畑町 やまのうちせとはた
ちょう 山ノ内 四条

90657 右京 山ノ内苗町 やまのうちなえまち 山ノ内 四条

90658 右京 山ノ内中畑町 やまのうちなかはた
ちょう 山ノ内 四条

90659 右京 山ノ内西裏町 やまのうちにしうらちょ
う 山ノ内 四条

90660 右京 山ノ内西八反田町 やまのうちにしはった
んだちょう 山ノ内 四条

90661 右京 山ノ内御堂殿町 やまのうちみどうでん
ちょう 山ノ内 四条

90662 右京 山ノ内宮前町 やまのうちみやまえ
ちょう 山ノ内 四条

右京 花園内畑町
はなぞのうちはたちょ
う
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［右京区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

90663 右京 山ノ内宮脇町 やまのうちみやわき
ちょう 山ノ内 四条 や

90664 右京 山ノ内山ノ下町 やまのうちやまのした
ちょう 山ノ内 四条

90665 右京 山ノ内養老町 やまのうちようろうちょ
う 山ノ内 四条

90666 右京 龍安寺池ノ下町 りょうあんじいけのした
ちょう 御室 双ケ丘 り

90667 右京 龍安寺衣笠下町 りょうあんじきぬがさし
たちょう 御室 双ケ丘

90668 右京 龍安寺五反田町 りょうあんじごたんだ
ちょう 御室 双ケ丘

90669 右京 龍安寺御陵ノ下町 りょうあんじごりょうのし
たちょう 御室 双ケ丘

90670 右京 龍安寺斎宮町 りょうあんじさいぐうちょ
う 御室 双ケ丘

90671 右京 龍安寺朱山 りょうあんじしゅうやま 御室 双ケ丘

90672 右京 龍安寺住吉町 りょうあんじすみよし
ちょう 御室 双ケ丘

90673 右京 龍安寺玉津芝町 りょうあんじたまつしば
ちょう 御室 双ケ丘

90674 右京 龍安寺塔ノ下町 りょうあんじとうのした
ちょう 御室 双ケ丘

90675 右京 龍安寺西ノ川町 りょうあんじにしのかわ
ちょう 御室 双ケ丘

0 右京 龍安寺山田町 りょうあんじやまだちょ
う 御室 双ケ丘
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