
 

 

   
 しじょうおおみやちょう 四条大宮町 郁文 

 しじょうちょう 四条町 成徳 

 しじょうほりかわちょう 四条堀川町 格致 

 しほんまつちょう 四本松町 植柳 

志水町 梅逕 

（河原町／西木屋）清水町 永松  しみずちょう 

（堀川通）清水町 梅逕 

 しもうおのたな 下魚棚四丁目 安寧 

 しもうろこがたちょう 下鱗形町 有隣 

 しもこうじやちょう 下糀屋町 梅逕 

 しもごじょうちょう 下五条町 淳風 

 しもざいもくちょう 下材木町 永松 

 しもさんのみやちょう 下三之宮町 菊浜 

 しもすわんちょう 下諏訪町 尚徳 

 しもちょうふくじちょう 下長福寺町 淳風 

 しもにのみやちょう 下二之宮町 菊浜 

 しものちょう 下之町 崇仁 

 しもひらのちょう 下平野町 尚徳 

 しもまんじゅうじちょう 下万寿寺町 尚徳 

 しもやなぎちょう 下柳町 稚松 

 じゅうぜんじちょう 十禅師町 菊浜 

 じゅうもんじちょう 十文字町 郁文 

 じゅずやちょう 珠数屋町 植柳 

 しゅんぜいちょう 俊成町 修徳 

 じゅんぷうちょう 順風町 永松 

 しょうしんじちょう 聖真子町 菊浜 

 しょくやちょう 卓屋町 皆山 

 しんかいちょう 新開町 豊園 

 しんかまんざちょう 新釜座町 成徳 

 しんちょう 真町 永松 

 しんひよしちょう 新日吉町 菊浜 

 しんめいちょう 神明町 豊園 

しちじょうごしょのうち  七条御所ノ内  

〃   北町（西大路以東） 七条 

  〃    きたまち 

  〃   北町（西大路以西） 西大路 

  〃   中町（西大路以東） 七条 

  〃    なかまち 

  〃   中町（西大路以西） 西大路 

〃    にしまち   〃   西町 西大路 

  〃   本町（西大路以東） 七条 

  〃    ほんまち 

  〃   本町（西大路以西） 西大路 

  〃   南町（西大路以東） 七条 

  〃    みなみまち 

  〃   南町（西大路以西） 西大路 

す 

 すいぎんやちょう 水銀屋町 成徳 

 すぎえびすちょう 杉蛭子町 郁文 

 すぎやちょう 杉屋町 有隣 

 すじゃく うちはたちょう 朱雀内畑町 大内 

  〃  うらはたちょう 〃 裏畑町 大内 

  〃  きたのくちちょう 〃 北ノ口町 大内 

  〃  しょうかいちょう 〃 正会町 大内 

  〃  どうのくちちょう 〃 堂ノ口町 大内 

  〃  ぶんきちょう 〃 分木町 大内 

  〃  ほうぞうちょう 〃 宝蔵町 大内 

 すじやちょう 筋屋町 開智 

 すはまちょう 須浜町 有隣 

（河原町／七条）住吉町 皆山 

（新花屋町／堀川／西中筋）住吉町 格致 すみよしちょう 

（醒ヶ井通）住吉町 植柳 

 すわびらきちょう 諏訪開町 大内 

 

 

あ 

あいのちょう 相之町 豊園 

あくおうじちょう 悪王子町 修徳 

あさづまちょう 朝妻町 有隣 

あしかりやまちょう 芦刈山町 格致 

あたらしちょう 新シ町 皆山 

あづちちょう 安土町 有隣 

あぶらのこうじちょう 油小路町 安寧 

あめやちょう 飴屋町 皆山 

あやおおみやちょう 綾大宮町 郁文 

あやざいもくちょう 綾材木町 豊園 

あやにしのとういんちょう 綾西洞院町 格致 

あやほりかわちょう 綾堀川町 格致 

い 

いしいづつちょう 石井筒町 格致 

いしふどうのちょう 石不動之町 有隣 

いずみちょう 和泉町 尚徳 

いずみやちょう 和泉屋町 永松 

いせまつちょう 伊勢松町 梅逕 

いちのちょう 市之町 永松 

いづつちょう 井筒町 植柳 

いとやちょう 糸屋町 成徳 

いなばどうちょう 因幡堂町 豊園 

（七条通）稲荷町 菊浜 

（河原町通）稲荷町 永松 いなりちょう 

（間之町通／高辻通）稲荷町 豊園 

いぬいちょう 乾町 稚松 

いまだいこくちょう 今大黒町 郁文 

いわたきちょう 岩滝町 菊浜 

いわとやまちょう 岩戸山町 成徳 

う 

植松町 植柳 

 うえまつちょう 

（寺町通松原通）植松町 有隣 

 うしとらちょう 艮町 植柳 

 うちこしちょう 打越町 皆山 

 うめこうじ いしばしちょう 梅小路 石橋町 七条 

   〃   かしらちょう 〃  頭町 七条 

   〃   たかはたちょう 〃  高畑町 七条 

   〃   にしなかまち 〃  西中町 七条 

   〃   ひがしなかまち 〃  東中町 七条 

   〃   ひがしまち 〃  東町 七条 

   〃   ほんまち  〃  本町 七条 

 うめみなとちょう 梅湊町 菊浜 

 うらかたちょう 裏片町 淳風 

え   

 えいようじちょう 永養寺町 格致 

 えのきちょう 榎木町 皆山 

 えびすちょう 蛭子町 尚徳 

（五条下ル）夷之町 稚松 

（花屋町上ル）夷之町 植柳  えびすのちょう 

恵美須之町 開智 

 えびすのばんばちょう 夷馬場町 大内 

 えびすみずちょう 蛭子水町 植柳 

 えびすやちょう 恵美須屋町 開智 

お 

 おうぎさかやちょう 扇酒屋町 豊園 

 おおえちょう 大江町 修徳 

 おおさかちょう 大坂町 尚徳 

 おおつちょう 大津町 稚松 

 おおほりちょう 大堀町 修徳 

 おおまんどころちょう 大政所町 成徳 

 

 おおみやいっちょうめ 大宮一丁目 淳風 

おおみやにちょうめ 大宮二丁目 淳風 

おおみやさんちょうめ 大宮三丁目 安寧 

おおみやちょう 大宮町 菊浜 

おたびちょう 御旅町 永松 

おたびみやもとちょう 御旅宮本町 永松 

おだわらちょう 小田原町 修徳 

か 

 かいざんちょう 皆山町 皆山 

 かきがうちちょう 垣ヶ内町 梅逕 

 かきもとちょう 柿本町 醒泉 

（高辻／麩屋町）鍵屋町 開智 

（正面）鍵屋町 菊浜 

（北小路／若宮）鍵屋町 植柳 

 かぎやちょう 

（諏訪町通）鍵屋町 尚徳 

 がくりんちょう 学林町 植柳 

 かさぼこちょう 傘鉾町 格致 

 かざはやちょう 風早町 格致 

（四条）柏屋町 格致 

 かしわやちょう 

（万寿寺／柳馬場）柏屋町 有隣 

（北小路／西洞院）鍛冶屋町 植柳 

 かじやちょう 

鍛冶屋町 有隣 

 かただちょう 堅田町 有隣 

 かっきょやまちょう 郭巨山町 成徳 

 かなやちょう 金屋町 醒泉 

 かねがえちょう 金換町 梅逕 

 かまやちょう 鎌屋町 安寧 

 かみうろこがたちょう 上鱗形町 有隣 

 かみえびすちょう 上夷町 梅逕 

 かみかなぶつちょう 上金仏町 醒泉 

 かみこうじやちょう 上糀屋町 梅逕 

かみごじょうちょう 上五条町 淳風 

 かみさんのみやちょう 上三之宮町 菊浜 

 かみじゅずやちょう 上珠数屋町 稚松 

 かみすずやちょう 上錫屋町 尚徳 

 かみすわんちょう 上諏訪町 尚徳 

 かみちょうふくじちょう 上長福寺町 淳風 

 かみなかのちょう 上中之町 梅逕 

かみにのみやちょう 上二之宮町 菊浜 

（大宮／木津屋橋／下魚棚） 

上之町 

安寧 

かみのちょう 

（上記以外）上之町 崇仁 

かみひらのちょう 上平野町 尚徳 

（楊梅／五条上ル）上柳町 尚徳 

（仏光寺通）上柳町 豊園  かみやなぎちょう 

（諏訪／六条）上柳町 稚松 

 かみわかみやちょう 上若宮町 尚徳 

 かめまち 亀町 皆山 

（高倉通）亀屋町 修徳 

 かめやちょう 

（若宮通）亀屋町 有隣 

 からすまにちょうめ 烏丸二丁目 稚松 

 からつやちょう 唐津屋町 郁文 

からものちょう 唐物町 稚松 

（岩上通）雁金町 郁文 

 かりがねちょう 

（高辻通）雁金町 開智 

（木津屋橋／堀川通）川端町 安寧 

 かわばたちょう 

（上記以外）川端町 崇仁 

 かんきじちょう 観喜寺町 大内 

 かんこぼこちょう 函谷鉾町 成徳 

 がんじつちょう 元日町 植柳 

 かんしゃでんちょう 官社殿町 有隣 

 かんだいじんちょう 菅大臣町 成徳 

 

き 

（上ノ口）菊屋町 菊浜 

 きくやちょう 

（高辻／若宮）菊屋町 成徳 

 きたこうじちょう 北小路町 植柳 

 きたふどんどうちょう 北不動堂町 安寧 

 きたまち 北町 稚松 

 きたもんぜんちょう 北門前町 郁文 

（岩上通）吉文字町 郁文 

 きちもんじちょう （高辻／柳馬場） 

吉文字町 

豊園 

 きづやちょう 木津屋町 安寧 

きょうごくちょう 京極町 開智 

 きよしちょう 喜吉町 格致 

 きんとうよこちょう 金東横町 醒泉 

く 

 くぎかくしちょう 釘隠町 成徳 

こ 

 こいしちょう 小石町 豊園 

 こいずみちょう 小泉町 醒泉 

 こいなりちょう 小稲荷町 崇仁 

 こうじんちょう 荒神町 格致 

 こうたけちょう 幸竹町 永松 

 ごうのちょう 郷之町 崇仁 

 こうやどうちょう 高野堂町 格致 

 こがわちょう 粉川町 皆山 

 ごきやちょう 御器屋町 安寧 

 ごくいしちょう 御供石町 修徳 

 ごけんちょう 五軒町 格致 

 こさかちょう 小坂町 光徳 

 こじまちょう 小島町 成徳 

ごじょうからすまちょう 五条烏丸町 修徳 

 ごぼうおおみやちょう 五坊大宮町 郁文 

 こめやちょう 米屋町 植柳 

 こやなぎちょう 小柳町 醒泉 

 こんやちょう 紺屋町 皆山 

さ 

 さいとうちょう 齊藤町 永松 

（七条）材木町 皆山 

（新町／万寿寺）材木町 修徳  ざいもくちょう 

（木屋町／松原）材木町 永松 

（鍵屋／室町／的場）堺町 尚徳 

 さかいちょう 

（堀川通）堺町 植柳 

 さかいまち （五条通）堺町 稚松 

 さかえちょう 栄町 稚松 

 さがりまつちょう 下リ松町 郁文 

 さくらぎちょう 桜木町 皆山 

笹屋町 皆山 

 ささやちょう 

篠屋町 醒泉 

 さたけちょう 佐竹町 郁文 

 さめがいちょう 左女牛井町 醒泉 

 さらしやちょう 晒屋町 郁文 

 さんげんがえちちょう 三軒替地町 梅逕 

 さんげんちょう 三軒町 豊園 

（正面通）山王町 菊浜 

さんのうちょう 

（室町通）山王町 成徳 

し 

 しおがまちょう 塩竈町 有隣 

 しおこうじちょう 塩小路町 皆山 

(黒門通／富小路／仏光寺） 

塩屋町 

郁文 

（七条河原町）塩屋町 皆山  しおやちょう 

(綾小路／富小路／麩屋町) 

塩屋町 

開智 
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   は  

 はくらくてんちょう 白楽天町 成徳 

はしたちばなちょう 橋橘町 醒泉 

 はしづめちょう 橋詰町 稚松 

 はしどのちょう 波止土濃町 菊浜 

 はしもとちょう 橋本町 永松 

 はちおうじちょう 八王子町 菊浜 

 はちけんちょう 八軒町 稚松 

（塩小路通） 

八条坊門町 

大内 

 はちじょうぼうもんちょう 

（八条通） 

八条坊門町 

梅逕 

 はちもんじちょう 八文字町 開智 

 はなぞのちょう 花園町 植柳 

 はなばたけちょう 花畑町 安寧 

(油小路西入)花屋町 植柳 

 はなやちょう 

(間之町通)花屋町 稚松 

 はやおちょう 早尾町 菊浜 

 はんじょうちょう 繁昌町 成徳 

 ばんどうやちょう 坂東屋町 修徳 

ひ 

 ひがしあぶらのこうじちょう 東油小路町 安寧 

 ひがしうおやちょう 東魚屋町 稚松 

 ひがしかざりやちょう 東錺屋町 尚徳 

 ひがしがわちょう 東側町 植柳 

 ひがしさかいちょう 東境町 皆山 

 ひがししおこうじちょう 東塩小路町 皆山 

 ひがししおこうじ かまどのちょう 東塩小路釜殿町 皆山 

    〃     たかくらちょう 〃  高倉町 皆山 

    〃     むかいはたちょう 〃  向畑町 皆山 

 ひがしだいくちょう 東大工町 安寧 

 ひがしたまみずちょう 東玉水町 皆山 

 ひがしちょう 東町 安寧 

 ひがしのちょう 東之町 崇仁 

 ひがしまえちょう 東前町 豊園 

 ひがしまつやちょう 東松屋町 植柳 

 ひがしわかまつちょう 東若松町 植柳 

 ひぐちちょう 樋口町 醒泉 

 ひしやちょう 菱屋町 植柳 

 びしゃもんちょう 毘沙門町 尚徳 

 ひのしたちょう 樋之下町 有隣 

 ひらいちょう 平居町 菊浜 

ひらおかちょう 平岡町 菊浜 

 ひらのちょう 平野町 植柳 

 ひらやちょう 平屋町 醒泉 

ふ 

 ふかくさちょう 深草町 修徳 

 ふくしまちょう 福島町 尚徳 

 ふくでんじちょう 福田寺町 有隣 

 ふくもとちょう 福本町 植柳 

 ふじもとよりちょう 藤本寄町 植柳 

(油小路通)仏具屋町 植柳 

 ぶつぐやちょう 

(不明門通)仏具屋町 稚松 

 ぶっこうじにしまち 仏光寺西町 豊園 

 ぶっこうじひがしまち 仏光寺東町 開智 

 ふなやちょう 舟屋町 格致 

 ふねぼこちょう 船鉾町 成徳 

 ふもとちょう 麓町 格致 

 ふるおたびちょう 古御旅町 梅逕 

へ 

 べんざいてんちょう 弁財天町 修徳 

 

 

せ 

せとやちょう 瀬戸屋町 郁文 

ぜにやちょう 銭屋町 尚徳 

せんしょうじちょう 泉正寺町 豊園 

せんすいちょう 泉水町 醒泉 

ぜんちょうじちょう 善長寺町 成徳 

せんどうちょう 船頭町 永松 

た 

（猪熊通）大工町 安寧 

だいくちょう 

（上ノ口通）大工町 稚松 

（七条通油小路）大黒町 安寧 

（仏光寺通り）大黒町 開智 だいこくちょう 

（室町通五条）大黒町 尚徳 

だいごちょう 醍醐町 尚徳 

たいしやまちょう 太子山町 格致 

だいずちょう 大寿町 開智 

たいまつちょう 松明町 安寧 

たかおちょう 高雄町 植柳 

たかざいもくちょう 高材木町 豊園 

たかさごちょう 高砂町 修徳 

たかつきちょう 高槻町 稚松 

たかつじちょう 高辻町 成徳 

たかつじ いのくまちょう 高辻猪熊町 郁文 

〃   おおみやちょう 〃 大宮町 郁文 

〃   にしのとういんちょう 〃 西洞院町 格致 

〃   ほりかわちょう 〃 堀川町 格致 

たかはしちょう 高橋町 豊園 

たかみやちょう 高宮町 菊浜 

（若宮通）竹屋町 植柳 

たけやちょう 

（高倉通／堺町）竹屋町 豊園 

 たけやのちょう 竹屋之町 豊園 

 たちうりなかのちょう 立売中之町 豊園 

 たちうりにしまち 〃 西町 豊園 

 たちうりひがしまち 〃 東町 開智 

（下珠数屋町）橘町 皆山 

（御幸町通）橘町 開智  たちばなちょう 

（醒ヶ井／松原）橘町 醒泉 

 たつなかちょう 立中町 郁文 

 たつみちょう 辰巳町 植柳 

 たびやちょう 足袋屋町 開智 

 たまつしまちょう 玉津島町 修徳 

 たまもとちょう 玉本町 植柳 

 たまやちょう 玉屋町 修徳 

 ためいけちょう 溜池町 皆山 

 たるやちょう 樽屋町 安寧 

（麩屋町通）俵屋町 開智 

 たわらやちょう 

（堺町／万寿寺）俵屋町 有隣 

 たんばかいどうちょう 丹波街道町 淳風 

ち 

 ちゃまやちょう 茶麿屋町 開智 

 ちゅうあんちょう 忠庵町 有隣 

ちゅうどうじ 中堂寺  

〃  あわたちょう  〃 粟田町 光徳 

〃  かぎたちょう  〃 鍵田町 光徳 

〃  きたまち  〃 北町 光徳 

〃  くしげちょう  〃 櫛笥町 光徳 

〃  しょうのうちちょう  〃 庄ノ内町 光徳 

〃  にしでらちょう  〃 西寺町 光徳 

〃  ぼうじょうちょう  〃 坊城町 光徳 

〃  まえちょう  〃 前町 淳風 

 

 

 ちゅうどうじ まえだちょう 中堂寺前田町 光徳 

    〃   みなみまち  〃 南町 光徳 

    〃   みぶがわちょう  〃 壬生川町 光徳 

    〃   みょうぶちょう  〃 命婦町 光徳 

    〃   やぶのうちちょう  〃 藪ノ内町 光徳 

つ 

 つきぬけいっちょうめ 突抜一丁目 淳風 

 つきぬけにちょうめ 突抜二丁目 淳風 

つきほこちょう 月鉾町 成徳 

 つきみちょう 月見町 修徳 

 つちはしちょう 土橋町 安寧 

 つちやちょう 槌屋町 郁文 

 つつがねちょう 筒金町 皆山 

 つづらやちょう 葛籠屋町 豊園 

て 

 ていあんまえのちょう 貞安前之町 開智 

 てっぽうちょう 徹宝町 安寧 

 てんしつきぬけいっちょうめ 天使突抜一丁目 醒泉 

  〃     にちょうめ  〃  二丁目 醒泉 

  〃     さんちょうめ  〃  三丁目 醒泉 

 〃     よんちょうめ  〃  四丁目 醒泉 

 てんじんちょう 天神町 稚松 

 てんじんまえちょう 天神前町 醒泉 

 てんのうちょう 天王町 永松 

 てんまちょう 天満町 永松 

と  

 といちちょう 都市町 菊浜 

 どうじしゃちょう 童侍者町 成徳 

 とうろうちょう 燈籠町 豊園 

 ときわちょう 常葉町 皆山 

とくさやまちょう 木賊山町 格致 

 とくしょうじちょう 徳正寺町 開智 

 とくまんちょう 徳万町 修徳 

 とくやちょう 徳屋町 郁文 

 とみたちょう 富田町 稚松 

（河原町）富永町 郁文 

（新町松原） 

富永町 

修徳 

 とみながちょう 

（河原町松原） 

富永町 

永松 

とみはまちょう 富浜町 菊浜 

 とみまつちょう 富松町 菊浜 

とみやちょう 富屋町 稚松 

な 

 なかいちょう 中居町 皆山 

なかかなぶつちょう 中金仏町 醒泉 

 ながくらちょう 永倉町 醒泉 

 なかのちょう 中之町 開智 

 なかののちょう 中野之町 修徳 

 ながはらちょう 永原町 豊園 

 なぎなたぎりちょう 長刀切町 修徳 

 なぎなたぼこちょう 長刀鉾町 豊園 

なべやちょう 鍋屋町 開智 

 なやちょう 納屋町 皆山 

 ならものちょう 奈良物町 開智 

 なんばちょう 難波町 永松 

に 

 においてんじんちょう 匂天神町 豊園 

 にしあぶらのこうじちょう 西油小路町 安寧 

にしあやのこうじにしはんちょう 西綾小路西半町 格致 

    〃    ひがしはんちょう  〃  東半町 格致 

 

 

 にしうおやちょう 西魚屋町 稚松 

 にしかざりやちょう 西錺屋町 尚徳 

 にしがわちょう 西側町 植柳 

 にしさかいちょう 西境町 皆山 

にししちじょう 西七条  

  〃  あかやしろちょう 〃 赤社町 七三 

  〃  いしいちょう 〃 石井町 七条 

  〃  いちべちょう 〃 市部町 七三 

  〃  おんまえだちょう 〃 御前田町 七三 

  〃  かけごしちょう 〃 掛越町 七三 

  〃  きたきぬたちょう 〃 北衣田町 七三 

  〃  きたつきよみちょう  〃 北月読町 七三 

  〃  きたにしのちょう 
〃 北西野町 七三 

  〃  きたひがしのちょう 
〃 北東野町 七三 

  〃  ごりょうちょう 
〃 御領町 七三 

  〃  なかのちょう 
〃 中野町 七三 

  〃  なぐらちょう 
〃 名倉町 七三 

  〃  にしいしがつぼちょう 
〃 西石ヶ坪町 七三 

  〃  にしくぼちょう 
〃 西久保町 七条 

  〃  にしはったんだちょう 
〃 西八反田町 七三 

  〃  ひがしいしがつぼちょう 
〃 東石ヶ坪町 七三 

  〃  ひがしおんまえだちょう 
〃 東御前田町 七三 

  〃  ひがしくぼちょう 
〃 東久保町 七条 

  〃  ひがしはったんだちょう 
〃 東八反田町 七三 

  〃  ひわだちょう 
〃 比輪田町 七三 

〃 南衣田町     

（西大路以東） 

七条 
  

 

  〃  みなみきぬたちょう 
〃 南衣田町     

（西大路以西） 

西大路 

  〃  みなみつきよみちょう 
〃 南月読町 西大路 

  〃  みなみなかのちょう 
〃 南中野町 七条 

  〃  みなみにしのちょう 
〃 南西野町 七条 

  〃  みなみひがしのちょう 
〃 南東野町 七条 

  〃  やわたちょう 
〃 八幡町 七三 

にししんやしき 西新屋敷  

  〃  あげやちょう 
〃 揚屋町 大内 

 〃  かみのちょう 
〃 上之町 大内 

 〃  しものちょう 
〃 下之町 大内 

 〃  たゆうちょう 
〃 太夫町 大内 

 〃  ちゅうどうじちょう 
〃 中堂寺町 大内 

  〃  なかのちょう 
〃 中之町 大内 

 にしすやちょう 西酢屋町 大内 

 にしたかつじちょう 西高辻町 格致 

にしだちょう 西田町 郁文 

 にしたまみずちょう 西玉水町 皆山 

 にしのちょう 西之町 崇仁 

 にしのとういんちょう 西洞院町 植柳 

 にしはしづめちょう 西橋詰町 有隣 

 にしまえちょう 西前町 豊園 

 にしまつやちょう 西松屋町 植柳 

 にしもんぜんちょう 西門前町 淳風 

 にしやおやちょう 西八百屋町 安寧 

 にじゅうにんこうちょう 廿人講町 皆山 

 にじょうはんじきちょう 二帖半敷町 成徳 

 にしわかまつちょう 西若松町 植柳 

 ににんつかさちょう 二人司町 大内 

 にわとりぼこちょう 鶏鉾町 成徳 

ぬ 

（間之町通）塗師屋町 稚松 

 ぬしやちょう 

（富小路通）塗師屋町 開智 

 ぬのやちょう 布屋町 修徳 
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ほ 

ぼうもんちょう 坊門町 郁文 

ぼうもんなかのちょう 坊門中之町 梅逕 

ぼくみかなぶつちょう 卜味金仏町 醒泉 

（諏訪町／高辻通）骨屋町 成徳 

ほねやちょう 

（六条通）骨屋町 稚松 

ほりづめちょう 堀詰町 皆山 

ほりのうちちょう 堀之内町 成徳 

 ほりのがみちょう 堀之上町 淳風 

ほんがくじまえちょう 本覚寺前町 有隣 

ほんとうろうちょう 本燈籠町 有隣 

ほんりゅうすいちょう 本柳水町 格致 

ま 

 まおやちょう 真苧屋町 皆山 

升屋町 稚松 

ますやちょう 

桝屋町 開智 

まつかわちょう 松川町 永松 

まつばらなかのちょう 松原中之町 有隣 

（猪熊通）松本町 郁文 

まつもとちょう 

（岩上通）松本町 梅逕 

まつやちょう 松屋町 尚徳 

まりこうじちょう 万里小路町 豊園 

（綾小路／猪熊／黒門） 

丸屋町 

郁文 

（御幸町通綾小路） 

丸屋町 

開智 

まるやちょう 

（西中筋通北小路）丸屋町 植柳 

まんじゅうじちょう 万寿寺町 有隣 

まんじゅうじなかのちょう 万寿寺中之町 有隣 

み 

みえいどうちょう 御影堂町 菊浜 

みかげちょう 御影町 成徳 

 みかげどうまえちょう 御影堂前町 有隣 

 みかたこんやちょう 御方紺屋町 安寧 

 みなみえびすちょう 南夷町 梅逕 

 みなみきょうごくちょう 南京極町 菊浜 

 みなみはしづめちょう 南橋詰町 菊浜 

 みなみふどんどうちょう 南不動堂町 安寧 

 みなみまち 南町 安寧 

 みなみもんぜんちょう 南門前町 淳風 

 みなみやおやちょう 南八百屋町 安寧 

 みのやちょう 美濃屋町 永松 

 みょうでんじちょう 妙伝寺町 格致 

 みょうまんじちょう 妙満寺町 郁文 

も 

 もとあくおうじちょう 元悪王子町 豊園 

 もとかみしんめいちょう 本上神明町 有隣 

 もとしおがまちょう 本塩竈町 稚松 

 もとしんめいちょう 本神明町 有隣 

 もとりょうがえちょう 元両替町 修徳 

 もみじちょう 紅葉町 植柳 

 もんがくちょう 文覚町 植柳 

 もんぜんちょう 門前町 植柳 

や 

（七条／下魚棚）八百屋町 安寧 

（西洞院／楊梅通）八百屋町 尚徳  やおやちょう 

（室町／六条）八百屋町 稚松 

 やかたちょう 屋形町 崇仁 

 やくえんちょう 薬園町 淳風 

 やくしまえちょう 薬師前町 成徳 

 やだちょう 矢田町 成徳 

 やつやなぎちょう 八ツ柳町 菊浜 

 やなぎちょう 柳町 植柳 

 

やぶしたちょう 藪下町 修徳 

やぶのうちちょう 藪之内町 淳風 

やまかわちょう 山川町 植柳 

やわたちょう 八幡町 醒泉 

ゆ 

ゆうがおちょう 夕顔町 豊園 

よ 

ようほうじちょう 要法寺町 格致 

よこすわんちょう 横諏訪町 尚徳 

（西堀川／東堀川／仏光寺） 

吉水町 

格致 

よしみずちょう 

（不明門通）吉水町 修徳 

よろずやちょう 万屋町 皆山 

ら 

らいこうどうちょう 来迎堂町 郁文 

わ 

わかまつちょう 若松町 稚松 

（七条他）若宮町 菊浜 

（新花屋町通）若宮町 植柳 わかみやちょう 

（上ノ口通）若宮町 稚松 

 わきちょう 和気町 大内 

 

 

 

学区の読み方と担当包括（50 音訓順） 

 

安寧 あんねい 中部 

郁文 いくぶん 島原 

大内 おおうち 西部 

皆山 かいざん 東部 

開智 かいち 修徳 

格致 かくち 中部 

菊浜 きくはま 東部 

光徳 こうとく 島原 

七条 しちじょう 西部 

七条第三（七三） しちじょうだいさん 島原 

修徳 しゅうとく 修徳 

淳風 じゅんぷう 島原 

尚徳 しょうとく 修徳 

植柳 しょくりゅう 中部 

崇仁 すうじん 東部 

醒泉 せいせん 中部 

成徳 せいとく 修徳 

永松 ながまつ 修徳 

西大路 にしおおじ 西部 

梅逕 ばいけい 中部 

豊園 ほうえん 修徳 

有隣 ゆうりん 修徳 

稚松 わかまつ 東部 
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担当学区担当学区担当学区担当学区：：：：大内大内大内大内・・・・七条七条七条七条・・・・西大路西大路西大路西大路    

下京下京下京下京・・・・西部地域包括支援西部地域包括支援西部地域包括支援西部地域包括支援センターセンターセンターセンター    

電話電話電話電話：：：：３２６３２６３２６３２６－－－－３６３９３６３９３６３９３６３９    

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：３２６３２６３２６３２６－－－－３６４７３６４７３６４７３６４７    

担当学区担当学区担当学区担当学区：：：：格致格致格致格致・・・・醒泉醒泉醒泉醒泉・・・・植柳植柳植柳植柳・・・・安寧安寧安寧安寧・・・・梅逕梅逕梅逕梅逕    

下京下京下京下京・・・・中部地域包括支援中部地域包括支援中部地域包括支援中部地域包括支援センターセンターセンターセンター    

電話電話電話電話：：：：３６１３６１３６１３６１－－－－２１４１２１４１２１４１２１４１    

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：３６１３６１３６１３６１－－－－２１４５２１４５２１４５２１４５    

担当学区担当学区担当学区担当学区：：：：稚松稚松稚松稚松・・・・皆山皆山皆山皆山・・・・菊浜菊浜菊浜菊浜・・・・崇仁崇仁崇仁崇仁    

下京下京下京下京・・・・東部地域包括支援東部地域包括支援東部地域包括支援東部地域包括支援センターセンターセンターセンター    

電話電話電話電話：：：：３４２３４２３４２３４２－－－－２６９８２６９８２６９８２６９８    

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：３７１３７１３７１３７１－－－－１０２９１０２９１０２９１０２９    

担当学区担当学区担当学区担当学区：：：：永松永松永松永松・・・・開智開智開智開智・・・・豊園豊園豊園豊園・・・・有隣有隣有隣有隣・・・・成徳成徳成徳成徳・・・・尚徳尚徳尚徳尚徳・・・・修徳修徳修徳修徳    

修徳地域包括支援修徳地域包括支援修徳地域包括支援修徳地域包括支援センターセンターセンターセンター    

電話電話電話電話：：：：３５１３５１３５１３５１－－－－２１５３２１５３２１５３２１５３    

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：３５１３５１３５１３５１－－－－４０７９４０７９４０７９４０７９    

担当学区担当学区担当学区担当学区：：：：郁文郁文郁文郁文・・・・淳風淳風淳風淳風・・・・光徳光徳光徳光徳・・・・七条第三七条第三七条第三七条第三    

島原地域包括支援島原地域包括支援島原地域包括支援島原地域包括支援センターセンターセンターセンター    

電話電話電話電話：：：：３５１３５１３５１３５１－－－－４８５０４８５０４８５０４８５０    

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：３５１３５１３５１３５１－－－－４８２０４８２０４８２０４８２０    


