
町名 ふりがな 学区 担当
相生町 あいおいちょう 梅屋 御池
秋野々町 あきののちょう 龍池 御池
朝倉町 あさくらちょう 生祥 御池
姉猪熊町 あねいのくまちょう 教業 朱雀
姉大宮町西側 あねおおみやちょうにしがわ 教業 朱雀
姉大宮町東側 あねおおみやちょうひがしがわ 教業 朱雀
姉大東町 あねだいとうちょう 柳池 御池
姉西町 あねにしちょう 教業 朱雀
姉西洞院町 あねにしのとういんちょう 城巽 本能
姉西堀川町 あねにしほりかわちょう 教業 朱雀
姉東堀川町 あねひがしほりかわちょう 城巽 本能
油屋町（柳野馬場通姉小路下る） あぶらやちょう 柳池 御池
油屋町（富小路通蛸薬師西入る） 〃 生祥 御池
池須町 いけすちょう 本能 本能
池元町 いけもとちょう 教業 朱雀
石橋町（小川通御池西入る） いしばしちょう 城巽 本能
石橋町（三条通寺町東入） 〃 立誠 御池
石屋町（寺町通丸太町西入る） いしやちょう 富有 御池
石屋町（木屋町通三条下る） 〃 立誠 御池
泉町 いずみちょう 梅屋 御池
伊勢屋町 いせやちょう 生祥 御池
市之町 いちのちょう 教業 朱雀
一之船入町 いちのふないりちょう 銅駝 御池
一蓮社町 いちれんしゃちょう 日彰 御池
井筒屋町（ハイランドコート蛸薬師、シティハイツ407、シティライト六角） いづつやちょう 日彰 御池
因幡町（ユニハイム四条大宮、デ・リード四条大宮） いなばちょう 乾 本能
今新在家西町 いましんざいけにしちょう 乾 本能
今薪在家東町（アビヨン21） いましんざいけひがしちょう 乾 本能
岩上町（レジオン堀川、リライブ堀川、東和シティー） いわがみちょう 乾 本能
魚屋町（舟魚町） うおやちょう 富有 御池
姥柳町 うばやなぎちょう 明倫 御池
梅忠町（烏丸アネックスビル） うめただちょう 日彰 御池
梅之木町（新烏丸通竹屋町下る東側） うめのきちょう 銅駝 御池
梅之木町（先斗町通三条下る東側） 〃 立誠 御池
梅屋町（釜座通丸太町西入る） うめやちょう 梅屋 御池
梅屋町（麸屋町通蛸薬師下る） 〃 生祥 御池
占出山町 うらでやまちょう 明倫 御池
裏寺町 うらでらちょう 立誠 御池
永楽町 えいらくちょう 生祥 御池
越後町 えちごちょう 本能 本能
越後突抜町 えちごつきぬけちょう 本能 本能
榎木町 えのきちょう 銅駝 御池
夷町 えびすちょう 竹間 御池
恵比須町 えびすちょう 銅駝 御池
海老屋町 えびやちょう 生祥 御池
鳥帽子屋町 えぼうしやちょう 明倫 御池
役行者町 えんのぎょうじゃちょう 龍池 御池
円福寺町 えんぷくじちょう 龍池 御池
円福寺前町 えんぷくじまえちょう 生祥 御池
御池大東町（御池町） おいけだいとうちょう 柳池 御池
御池之町 おいけのちょう 龍池 御池
扇屋町 おうぎやちょう 初音 御池
大炊町（新町通丸太町下る） おおいちょう 梅屋 御池
大炊町（富小路通竹屋町下る） 〃 富有 御池
大倉町 おおくらちょう 竹間 御池
大阪材木町（下堺町） おおさかざいもくちょう 初音 御池
大津町 おおつちょう 竹間 御池
押油小路町 おしあぶらのこうじちょう 城巽 本能
押西洞院町 おしにしのとういんちょう 城巽 本能
押堀町 おしぼりちょう 城巽 本能



帯屋町（南高倉町） おびやちょう 日彰 御池
織物屋町 おりものやちょう 教業 朱雀
尾張町 おわりちょう 柳池 御池
御供町 おんともちょう 乾 本能
貝屋町（南高倉町） かいやちょう 日彰 御池
鏡屋町 かがみやちょう 竹間 御池
柿本町 かきもとちょう 龍池 御池
鍵屋町（柳馬場通丸太町西入る） かぎやちょう 富有 御池
鍵屋町（間之町通二条下る） 〃 初音 御池
鍛冶町 かじちょう 城巽 本能
鍛冶屋町（富小路通り夷川下る） かじやちょう 富有 御池
鍛冶屋町（黒門通六角西入る） 〃 乾 本能
鍛冶屋町（御幸町通錦小路西入る） 〃 生祥 御池
頭町 かしらちょう 龍池 御池
柏屋町 かしわやちょう 立誠 御池
金屋町 かなやちょう 乾 本能
甲屋町 かぶとやちょう 日彰 御池
釜座町 かまんざちょう 明倫 御池
上一文字町 かみいちもんじちょう 教業 朱雀
上大阪町 かみおおさかちょう 銅駝 御池
上瓦町 かみかわらちょう 乾 本能
上黒門町 かみくろもんちょう 乾 本能
上樵木町 かみこりきちょう 銅駝 御池
上巴町 かみともえちょう 教業 朱雀
上白山町 かみはくさんちょう 柳池 御池
上八文字町 かみはちもんじちょう 教業 朱雀
上本能寺前町 かみほんのうじまえちょう 柳池 御池
上松屋町 かみまつやちょう 城巽 本能
上妙覚寺町 かみみょうかくじちょう 龍池 御池
紙屋町 かみやちょう 立誠 御池
亀屋町（釜座通竹屋町下る） かめやちょう 梅屋 御池
　〃　　（烏丸通竹屋町西入る） 〃 竹間 御池
　〃　　（堺町通夷川下る） 〃 富有 御池
　〃　　（御幸町通御池上る） 〃 柳池 御池
　〃　　（堀川通蛸薬師東入る） 〃 本能 本能
雁金町 かりがねちょう 日彰 御池
瓦町 かわらちょう 初音 御池
瓦師町 かわらじちょう 教業 朱雀
瓦之町（上東洞院町） かわらのちょう 初音 御池
関東屋町（大津町） かんとうやちょう 竹間 御池
観音町 かんのんちょう 初音 御池
観音堂町 かんのんどうちょう 明倫 御池
甘露町 かんろちょう 富有 御池
菊水鉾町 きくすいぼこちょう 明倫 御池
菊屋町（富小路通姉小路西入る） きくやちょう 柳池 御池
　〃　　（堺町通錦小路上る、アビロードハウス） 〃 日彰 御池
　〃　　（竹屋町富小路西入） 〃 富有 御池
北車屋町 きたくるまやちょう 立誠 御池
北小路町 きたこうじちょう 竹間 御池
亀甲屋町（下高倉町） きっこうやちょう 初音 御池
絹屋町（絹和町） きぬやちょう 富有 御池
木之下町（姉小路町） きのしたちょう 初音 御池
木屋町 きやちょう 富有 御池
九町目 きゅうちょうめ 梅屋 御池
行願寺門前町 ぎょうがんじもんぜんちょう 銅駝 御池
金吹町 きんぶきちょう 龍池 御池
空也町 くうやちょう 本能 本能
久遠院前町 くえんいんまえちょう 富有 御池
楠町 くすのきちょう 竹間 御池
薬屋町 くすりやちょう 梅屋 御池
倉本町 くらもとちょう 教業 朱雀



車屋町（姉小路町） くるまやちょう 初音 御池
鯉山町 こいやまちょう 明倫 御池
御所八幡町（御池町） ごしょはちまんちょう 初音 御池
五丁目 ごちょうめ 富有 御池
小結棚町 こむすびだなちょう 明倫 御池
米屋町 こめやちょう 立誠 御池
衣棚町 ころもたなちょう 明倫 御池
昆布屋町（桝昆町） こんぶやちょう 富有 御池
西方寺町（両丸町） さいほうじちょう 竹間 御池
材木町 ざいもくちょう 立誠 御池
坂井町 さかいちょう 生祥 御池
坂本町 さかもとちょう 竹間 御池
左京町 さきょうちょう 初音 御池
桜之町 さくらのちょう 立誠 御池
笹屋町（麸屋町通夷川上る） ささやちょう 富有 御池
　〃　　（東洞院通御池下る） 〃 初音 御池
指物町 さしものちょう 銅駝 御池
指物屋町 さしものやちょう 梅屋 御池
三条町 さんじょうちょう 明倫 御池
三条油小路町 さんじょうあぶらのこうじちょう 本能 本能
三条猪熊町 さんじょういのくまちょう 乾 本能
三条大宮町 さんじょうおおみやちょう 乾 本能
三坊猪熊町北側 さんぼういのくまちょうきたぐみ 教業 朱雀
三坊猪熊町南組 さんぼういのくまちょうみなみぐみ 教業 朱雀
三坊大宮町 さんぼうおおみやちょう 教業 朱雀
三坊西洞院町 さんぼうにしのとういんちょう 城巽 本能
三坊堀川町 さんぼうほりかわちょう 城巽 本能
三本木町 さんぼんぎちょう 竹間 御池
三本木五丁目 さんぼんぎごちょうめ 竹間 御池
三文字町（堀川通錦小路東入る） さんもんじちょう 本能 本能
　〃　　　 （東洞院通三条下る、ディクティ三条） 〃 日彰 御池
塩屋町（小川通三条西入る） しおやちょう 本能 本能
　〃　　（河原町通蛸薬師下る） 〃 立誠 御池
式阿弥町 しきあみちょう 城巽 本能
式部町 しきぶちょう 生祥 御池
七観音町 しちかんのんちょう 明倫 御池
七軒町 しちけんちょう 乾 本能
四坊大宮町 しぼうおおみやちょう 乾 本能
清水町（烏丸通竹屋町東入る） しみずちょう 竹間 御池
　〃　　（烏丸通二条上る） 〃 銅駝 御池
下一文字町 しもいちもんじちょう 乾 本能
下大阪町 しもおおさかちょう 立誠 御池
下瓦町 しもかわらちょう 乾 本能
下黒門町 しもくろもんちょう 乾 本能
下樵木町 しもこりきちょう 立誠 御池
下御霊前町（下石町） しもごりょうまえちょう 富有 御池
下白山町（南白山町） しもはくざんちょう 柳池 御池
下八文字町 しもはちもんじちょう 乾 本能
下古城町（ロイヤルプラザ） しもふるしろちょう 城巽 本能
　〃　　 　（ロイヤルプラザ以外） 〃 城巽 本能
下本能寺前町 しもほんのうじまえちょう 柳池 御池
下松屋町 しもまつやちょう 城巽 本能
下丸屋町（小川通竹屋町下る） しもまるやちょう 梅屋 御池
　　〃　　（河原町通御池下る） 〃 銅駝 御池
下妙覚寺町 しもみょうかくじちょう 龍池 御池
砂金町（金水堂町） しゃきんちょう 竹間 御池
十文字町 じゅうもんじちょう 日彰 御池
聚楽廻中町（中部・北部・東部） じゅらくまわりなかまち 朱二 朱雀
〃　　　西町（一部・二部・内野町） じゅらくまわりにしまち 朱二 朱雀
〃　　　　　　（中部・西部・三部） 〃 朱二 朱雀
〃　　　　　　（東南部） 〃 朱六 朱雀



〃　　　　　　（七本松部） 〃 朱六 朱雀
〃　　　　　　（西南部） 〃 朱六 朱雀
〃　　　東町（東部・東中部） じゅらくまわりひがしまち 朱二 朱雀
〃　　　松下町（北部・広畑町） じゅらくまわりまつしたちょう 朱二 朱雀
〃　　　　　　　（西部・南部） 〃 朱二 朱雀
〃　　　南町（東部） じゅらくまわりみなみまち 朱六 朱雀
〃　　　　　　（中部） 〃 朱六 朱雀
〃　　　　　　（西部） 〃 朱六 朱雀
正行寺町 しょうぎょうじちょう 城巽 本能
少将井町 しょうしょういちょう 竹間 御池
少将井御旅町 しょうしょいおたびちょう 竹間 御池
猩々町 しょうじょうちょう 本能 本能
常真横町（両丸町） じょうしんよこちょう 竹間 御池
松竹町（両竹町） しょうちくちょう 竹間 御池
白壁町 しらかべちょう 生祥 御池
神泉苑町 しんせんえんちょう 教業 朱雀
真如堂町 しんにょどうちょう 竹間 御池
神明町 しんめいちょう 龍池 御池
末丸町 すえまるちょう 銅駝 御池
杉屋町 すぎやちょう 初音 御池
角倉町 すみのくらちょう 銅駝 御池
炭之座町 すみのざちょう 明倫 御池
西堂町 せいどうちょう 城巽 本能
晴明町 せいめいちょう 柳池 御池
瀬戸屋町 せとやちょう 日彰 御池
泉正寺町 せんしょうじちょう 日彰 御池
宗林町 そうりんちょう 城巽 本能
大恩寺町 だいおんじちょう 龍池 御池
大黒町（釜座通夷川下る） だいこくちょう 梅屋 御池
〃　　　（富小路通六角西入る） 〃 生祥 御池
〃　　　（河原町通三条下る） 〃 立誠 御池
大日町 だいにちちょう 生祥 御池
大文字町（油小路通丸太町下る） だいもんじちょう 梅屋 御池
〃　　　　　（黒門通御池下る） 〃 教業 朱雀
〃　　　　　（御幸町通御池下る） 〃 柳池 御池
〃　　　　　（河原町通竹屋町下る） 〃 銅駝 御池
高田町 たかだちょう 初音 御池
高宮町（富小路通錦小路上る） たかみやちょう 生祥 御池
〃　　　（高倉通御池西入る） 〃 初音 御池
笋町 たかんなちょう 明倫 御池
竹屋町 たけやちょう 初音 御池
蛸屋町 たこやちょう 生祥 御池
蛸薬師町 たこやくしちょう 龍池 御池
畳屋町 たたみやちょう 乾 本能
橘町（堺町通丸太町町下る） たちばなちょう 富有 御池
〃　　（御幸町通押小路西入る）　 〃 柳池 御池
橘柳町 たちばなやなぎちょう 銅駝 御池
龍池町 たついけちょう 龍池 御池
竪大恩寺町 たてだいおんじちょう 梅屋 御池
田中町 たなかちょう 梅屋 御池
玉植町 たまうえちょう 梅屋 御池
玉蔵町 たまくらちょう 明倫 御池
達磨町 だるまちょう 富有 御池
樽屋町 たるやちょう 教業 朱雀
俵屋町（柳馬場通夷川東入る） たわらやちょう 富有 御池
〃　　　（黒門通御池東側　西側の２ヶ所） 〃 教業 朱雀
〃　　　（富小路通二条下る） 〃 柳池 御池
滕野町 ちぎりやちょう 日彰 御池
丁子屋町（二条町） ちょうじやちょう 柳池 御池
津軽町 つがるちょう 城巽 本能
突抜町（釜座通姉小路西入る） つきぬけちょう 城巽 本能



〃　　　（衣棚通り三条上る） 〃 龍池 御池
土橋町 つちばしちょう 城巽 本能
槌屋町（小川通二条上る） つちやちょう 梅屋 御池
〃　　　（柳馬場通三条下る） 〃 日彰 御池
壺屋町（東洞院夷川下る） つぼやちょう 竹間 御池
〃　　　（小川通御池下る） 〃 城巽 本能
〃　　　（堀川通六角下る） 〃 本能 本能
手洗水町 てあらいみずちょう 明倫 御池
天守町 てんしゅちょう 竹間 御池
天性寺前町 てんしょうじまえちょう 柳池 御池
天神山町 てんじんやまちょう 明倫 御池
等持寺町（上柳町） とうじじちょう 柳池 御池
道場町 どうばちょう 竹間 御池
堂之前町 どうのまえちょう 日彰 御池
堂祐町 どうゆうちょう 日彰 御池
蟷螂山町 とうろうやまちょう 本能 本能
常盤木町 ときわぎちょう 銅駝 御池
巴町 ともえちょう 竹間 御池
虎石町（上柳町） とらいしちょう 柳池 御池
虎屋町 とらやちょう 龍池 御池
曇華院前町（下東洞院町） どんげいんまえちょう 初音 御池
中魚屋町 なかうおやちょう 日彰 御池
中島町 なかじまちょう 立誠 御池
中筋町 なかすじちょう 立誠 御池
中之町（小川通丸太町下る） なかのちょう 梅屋 御池
〃　　　（新町通御池上る） 〃 龍池 御池
〃　　　（富小路通三条西入る） 〃 生祥 御池
〃　　　（新京極通四条上る） 〃 立誠 御池
中白山町（南白山町） なかはくさんちょう 柳池 御池
長浜町 ながはまちょう 龍池 御池
仲保利町 なかほりちょう 初音 御池
七町目 ななちょうめ 梅屋 御池
鍋屋町 なべやちょう 立誠 御池
奈良屋町 ならやちょう 立誠 御池
仁王門町 におうもんちょう 初音 御池
仁王門突抜町 におうもんつきぬけちょう 初音 御池
西生州町 にしいけすちょう 銅駝 御池
西魚屋町 にしうおやちょう 日彰 御池
西夷川町 にしえびすがわちょう 梅屋 御池
西押小路町 にしおしこうじちょう 初音 御池
錦猪熊町 にしきいのくまちょう 乾 本能
錦大宮町 にしきおおみやちょう 乾 本能
錦堀川町 にしきほりかわちょう 本能 本能
西革堂町 にしこうどうちょう 銅駝 御池
西大黒町 にしだいこくちょう 城巽 本能
西大文字町 にしだいもんじちょう 生祥 御池
西竹屋町 にしたけやちょう 梅屋 御池
西錦小路町 にしにしきこうじちょう 明倫 御池
西ノ京　池ノ内町（西北部、東北部） にしのきょう いけのうちちょう 朱一 朱雀
〃　　　　　〃　　　（西武、中乙部、中甲西部、三条部） 〃　　　　　　　　〃 朱一 朱雀
〃　　　　　〃　　　（中甲東部、東南部） 〃　　　　　　　　〃 朱一 朱雀
〃　　　　内畑町（西部） 〃　　　　　　　うちはたちょう 朱六 朱雀
〃　　　　　〃　　（中部） 〃　　　　　　　　　〃 朱六 朱雀
〃　　　　　〃　　（北部、西南部） 〃　　　　　　　　　〃 朱六 朱雀
〃　　　　　〃　　（南部、新町、元町、旭町） 〃　　　　　　　　　〃 朱六 朱雀
〃　　　　右馬寮町 〃　　　　　　　うまりょうちょう 朱二 朱雀
〃　　　　円町 〃　　　　　　　えんまち 朱八 西ノ京
〃　　　　大炊御門町 〃　　　　　　　おおいごもんちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　小倉町 〃　　　　　　　おくらちょう 朱五 西ノ京
〃　　　　笠殿町（東部） 〃　　　　　　　かさどのちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　　〃　　（北部） 〃　　　　　　　　　〃 朱四 西ノ京



〃　　　　　〃　　（西部、南部） 〃　　　　　　　　　〃 朱四 西ノ京
〃　　　　春日町（西ノ京ハイツ） 〃　　　　　　　かすがちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃　　（一部） 〃　　　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　上合町 〃　　　　　　　かみあいちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　上平町 〃　　　　　　　かみひらちょう 朱二 朱雀
〃　　　　勧学院町 〃　　　　　　　かんがくいんちょう 朱一 朱雀
〃　　　　北円町（一部） 〃　　　　　　　きたえんまち 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃　　（西部） 〃　　　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　北小路町（市営住宅１棟） 〃　　　　　　　きたこうじちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　　〃　　　　（市営住宅２棟～６棟） 〃　　　　　　　　　〃 朱四 西ノ京
〃　　　　北壺井町（二条プラザ） 〃　　　　　　　きたつぼいちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃　　　（中壺井町） 〃　　　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　車坂町（北部）（1～12番地） 〃　　　　　　　くるまざかちょう 朱二 朱雀
〃　　　　　〃　（13番地～） 〃　　　　　　　　　〃 朱六 朱雀
〃　　　　桑原町 〃　　　　　　　くわばらちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　小堀町 〃　　　　　　　こぼりちょう 朱六 朱雀
〃　　　　小堀池町（ニッセイコープラス） 〃　　　　　　　こぼりいけちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃　　（シンフォニー西ノ京円町） 〃　　　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　左馬寮町（北部、東部） 〃　　　　　　　さまりょうちょう 朱二 朱雀
〃　　　　　〃　　　（西部） 〃　　　　　　　　　〃 朱二 朱雀
〃　　　　三条坊町 〃　　　　　　　さんじょうぼうちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　鹿垣町 〃　　　　　　　しかがきちょう 朱二 朱雀
〃　　　　式部町 〃　　　　　　　しきぶちょう 朱六 朱雀
〃　　　　島ノ内町 〃　　　　　　　しまのうちちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　下合町（27番地～） 〃　　　　　　　しもあいちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　　〃（1～26番地） 〃　　　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　職司町（西部） 〃　　　　　　　しょくしちょう 朱一 朱雀
〃　　　　　〃　　（西部、中部、ファミール二条） 〃　　　　　　　　　〃 朱一 朱雀
〃　　　　　〃　　（東北部） 〃　　　　　　　　　〃 朱一 朱雀
〃　　　　新建町（市営住宅７棟） 〃　　　　　　　しんだてちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　塚本町 〃              つかもとちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　月輪町（１～３５番地、ルシェル西ノ京御池） 〃　　　　　　　つきのわちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃（３６番地以降、ネオコーポラス島ノ内） 〃　　　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　壺ノ内町 〃　　　　　　　つぼのうちちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　銅駝町 〃　　　　　　　どうだちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　栂尾町 〃　　　　　　　とがのおちょう 朱一 朱雀
〃　　　　徳大寺町 〃　　　　　　　とくだいじちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　中保町 〃　　　　　　　なかほちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　中御門西町（北部、西部、中部の一部、グランドルーム新丸太町） 〃　　　　　　　なかみかどにちまち 朱八 西ノ京
〃　　　　中御門東町 〃　　　　　　　なかみかどひがしまち 朱八 西ノ京
〃　　　　永本町（北部1.2部、東部、南部） 〃　　　　　　　ながもとちょう 朱六 朱雀
〃　　　　　〃　　（中部、西南部、西部） 〃　　　　　　　　　〃 朱六 朱雀
〃　　　　南聖町 〃　　　　　　　なんせいちょう 朱一 朱雀
〃　　　　西円町（丸太町通より南側、コーポ円座） 〃　　　　　　　にしえんまち 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃　　（丸太町通より北側） 〃　　　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　西月光町（南部） 〃　　　　　にしげっこうちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　　〃　　　 （東部、中部） 〃　　　　　　　〃 朱四 西ノ京
〃　　　　西鹿垣町 〃　　　　　にししかがきちょう 朱二 朱雀
〃　　　　西中合町 〃　　　　　にしなかあいちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　伯楽町 〃　　　　　はくらくちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　馬代町 〃　　　　　ばだいちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　原町 〃　　　　　はらまち 朱四 西ノ京
〃　　　　日扇町 〃　　　　　ひおうぎちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　東月光町（１部） 〃　　　　　ひがしげっこうちょう 朱五 西ノ京
〃　　　　　〃　　　　（２・３・４・５部） 〃　　　　　　　〃 朱五 西ノ京
〃　　　　東栂尾町 〃　　　　　ひがしとがのおちょう 朱一 朱雀
〃　　　　東中合町（49番地～） 〃　　　　　ひがしなかあいちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　　〃　　　　（西南）（1～48番地） 〃　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　樋ノ口町 〃　　　　　ひのくちちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　平町（南部） 〃　　　　　ひらまち 朱四 西ノ京
〃　　　　　〃（中部） 〃　　　　　　　〃 朱四 西ノ京



〃　　　　藤ノ木町（北部、南部） 〃　　　　　ふじのきちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　船塚町 〃　　　　　ふなづかちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　北聖町 〃　　　　　ほくせいちょう 朱一 朱雀
〃　　　　星池町 〃　　　　　ほしがいけちょう 朱六 朱雀
〃　　　　神輿岡町（１～１６番地） 〃　　　　　みこしがおかちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃　　　　（１７番地以降） 〃　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　南円町（第１・２・３） 〃　　　　　みなみえんまち 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃　　（第３の一部） 〃　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　南大炊御門町 〃　　　　　みなみおおいみかどちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　南上合町（佐井通より東側） 〃　　　　　みなみかみあいちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　　〃　　　　（佐井通より西側） 〃　　　　　　　〃 朱八 西ノ京
〃　　　　南壺井町 〃　　　　　みなみつぼいちょう 朱八 西ノ京
〃　　　　南原町（北部、南部） 〃　　　　　みなみはらまち 朱四 西ノ京
〃　　　　南両町 〃　　　　　みなみりょうまち 朱二 朱雀
〃　　　　両町 〃　　　　　りょうまち 朱二 朱雀
〃　　　　冷泉町 〃　　　　　れいせんちょう 朱四 西ノ京
二条油小路町 にじょうあぶらのこうじちょう 城巽 本能
二条城町（二条城） にじょうじょうちょう 教業 朱雀
二条新町 にじょうしんちょう 梅屋 御池
二条殿町 にじょうどのちょう 龍池 御池
二条西洞院 にじょうにしのとういんちょう 城巽 本能
西横町 にしよこちょう 龍池 御池
西六角町 にしろっかくちょう 明倫 御池
塗師屋町 ぬしやちょう 初音 御池
橋浦町（堀川通、会社） はしうらちょう 本能 本能
橋下町 はししたちょう 立誠 御池
橋西町 はしにしちょう 乾 本能
橋之町 はしのちょう 城巽 本能
橋東詰町 はしひがしづめちょう 本能 本能
橋弁慶町 はしべんけいちょう 明倫 御池
橋本町 はしもとちょう 梅屋 御池
八丁目 はっちょうめ 梅屋 御池
花立町 はなたてちょう 梅屋 御池
場之町 ばのちょう 龍池 御池
阪東屋町 ばんとうやちょう 日彰 御池
柊町 ひいらぎちょう 初音 御池
東生洲町 ひがしいけすちょう 銅駝 御池
東魚屋町 ひがしうおやちょう 生祥 御池
東夷川町 ひがしえびすがわちょう 梅屋 御池
東片町（下高倉町） ひがしかたまち 初音 御池
東側町 ひがしがわちょう 立誠 御池
東九軒町（御旅九軒町） ひがしきゅうけんちょう 竹間 御池
東椹木町（東行町） ひがしさわらぎちょう 銅駝 御池
東大文字町 ひがしだいもんじちょう 生祥 御池
東竹屋町 ひがしたけやちょう 梅屋 御池
東玉屋町 ひがしたまやちょう 龍池 御池
東八幡町（御池町） ひがしはちまんちょう 柳池 御池
光り堂町（金水堂町） ひかりどうちょう 竹間 御池
菱屋町（三条高倉アーバンライフ、プラザコム） ひしやちょう 日彰 御池
毘沙門町（西洞院竹屋町下る） びしゃもんちょう 梅屋 御池
〃　　　　　（御幸町通丸太町下る） 〃 富有 御池
備前島町 びぜんじまちょう 立誠 御池
樋之口町 ひのくちちょう 銅駝 御池
福長町（松長町） ふくながちょう 柳池 御池
福屋町 ふくやちょう 竹間 御池
藤岡町 ふじおかちょう 乾 本能
藤木町（藤梅町） ふじきちょう 銅駝 御池
藤西町 ふじにしちょう 本能 本能
藤本町 ふじもとちょう 本能 本能
不動町 ふどうちょう 明倫 御池
舟屋町（舟魚町） ふなやちょう 富有 御池



船屋町（麩屋町通丸太町下る） ふなやちょう 初音 御池
船屋町（御幸町通蛸薬師下る） ふなやちょう 生祥 御池
古城町 ふるしろちょう 城巽 本能
古西町 ふるにしちょう 本能 本能
塀之内町（大津町） へいのうちちょう 竹間 御池
弁慶石町 べんけいいしちょう 生祥 御池
弁財天町 べんざいてんちょう 梅屋 御池
鉾田町 ほこでんちょう 銅駝 御池
布袋屋町 ほていやちょう 富有 御池
骨屋町 ほねやちょう 明倫 御池
骨屋之町 ほねやのちょう 生祥 御池
堀之上町 ほりのうえちょう 日彰 御池
本能寺町 ほんのうじちょう 本能 本能
蒔絵屋町 まきえやちょう 竹間 御池
桝屋町（釜座通丸太町下る） ますやちょう 梅屋 御池
〃　　　（富小路通丸太町下る） 〃 富有 御池
〃　　　（堺町通三条下る） 〃 日彰 御池
〃　　　（麸屋町通四条下る） 〃 生祥 御池
町頭町 まちがしらちょう 龍池 御池
松浦町 まつうらちょう 乾 本能
松ケ枝町 まつがえだちょう 立誠 御池
松下町（松長町） まつしたちょう 柳池 御池
松本町（御幸町通竹屋町下る） まつもとちょう 富有 御池
〃　　　（先斗町通四条上る東側） 〃 立誠 御池
松屋町 まつやちょう 初音 御池
丸木材木町（下堺町） まるきざいもくちょう 初音 御池
丸太町 まるたちょう 梅屋 御池
丸屋町（寺町通夷川西入る） まるやちょう 富有 御池
　　　　　（御幸通三条上る） 〃 柳池 御池
〃　　　（先斗町通四条上る東側） 〃 日彰 御池
饅頭屋町 まんじゅうやちょう 明倫 御池
御倉町 みくらちょう 明倫 御池
御射山町 みさやまちょう 日彰 御池
南車屋町 みなみくるまやちょう 立誠 御池
壬生　　相合町（東部、西部、北相合町、ディスターアベニュー） みぶ　あいあいちょう 朱三 本能
〃　　　　〃　　（南相合町西部、シャルム相合町） 〃 朱三 本能
〃　　　　〃　　（南相合町中部・東部、壬生相合団地、大宮マンションスカイノブレ） 〃 朱三 本能
〃　　　　天池町 みぶ　あまがいけちょう 朱五 西ノ京
〃　　　　上大竹町 みぶ　かみおおたけちょう 朱四 西ノ京
〃　　　　〃　　　（１・２部） 〃 朱五 西ノ京
〃　　　賀陽御所町（賀陽御所仏光寺西部・四条部、壬生寺門前町・南門前町） みぶ　かようごしょちょう 朱三 本能

壬生賀陽御所町
（東南部、賀陽御所綾東町、パラティ中村、賀陽御所綾西町、ド
ルミ四条部、賀陽コーポラス）

みぶかようごしょちょう 朱三 本能

壬生御所ノ内町（南部） みぶごしょのうちちょう 朱一 朱雀
壬生御所ノ内町（北部、東部、デリード四条壬生） みぶごしょのうちちょう 朱一 朱雀
壬生御所ノ内町（北材木町、ピアレス千本） みぶごしょのうちちょう 朱一 朱雀
壬生御所ノ内町（南材木町） みぶごしょのうちちょう 朱一 朱雀
壬生下溝町（本町、永楽町、西部） みぶしもみぞちょう 朱七 本能
壬生下溝町（中部、南部、東部） みぶしもみぞちょう 朱七 本能
壬生下溝町（大黒町） みぶしもみぞちょう 朱七 本能
壬生下溝町（西南第一・第二、中島三番町） みぶしもみぞちょう 朱七 本能
壬生下溝町（平安町、蛭子町） みぶしもみぞちょう 朱七 本能
壬生朱雀町
（北部、アクシルコート京都二条、朱雀材木町、朱雀ハイツ、壬生コーポラス）

みぶすざくちょう 朱一 朱雀

壬生朱雀町（東南部） みぶすざくちょう 朱一 朱雀
壬生神明町 みぶしんめいちょう 朱五 西ノ京
壬生仙念町（四条通より南）（1～21番地） みぶせんねんちょう 朱七 本能
　　〃　　　　（四条通より北）（22番地～） みぶせんねんちょう 朱五 西ノ京
壬生高樋町（北部、ファミール四条大宮） みぶたかひちょう 朱三 本能
壬生高樋町（東部、西部、千本上南町西部） みぶたかひちょう 朱三 本能



千本高樋町（中部、西部、三部、東壬生京極） みぶたかひちょう 朱三 本能
壬生辻町 みぶつじちょう 朱三 本能
壬生土居ノ内町（仲町） みぶどいのうちちょう 朱七 本能
壬生土居ノ内町（東南部） みぶどいのうちちょう 朱七 本能
壬生土居ノ内町（北部、中部、東部） みぶどいのうちちょう 朱七 本能
壬生中川町（1・2・3部） みぶなかがわちょう 朱五 西ノ京
壬生梛ノ宮町（北側、南郷ノ宮町） みぶなぎのみやちょう 朱三 本能
壬生西大竹町 みぶにしおおたけちょう 朱五 西ノ京
壬生西土居ノ内町（中部） みぶにしどいのうちちょう 朱七 本能
壬生西土居ノ内町（南部） みぶにしどいのうちちょう 朱七 本能
壬生西桧町（南部） みぶにしひのきちょう 朱七 本能
壬生花井町（南部、南花井町） みぶはないちょう 朱一 朱雀
壬生馬場町（南部） みぶばんばちょう 朱一 朱雀
壬生馬場町（西部） みぶばんばちょう 朱一 朱雀
壬生馬場町（中部、東南部） みぶばんばちょう 朱一 朱雀
壬生馬場町（中甲部、西北部、北部、東部） みぶばんばちょう 朱一 朱雀
壬生東大竹町（３・４部） みぶひがしおおたけちょう 朱五 西ノ京
壬生東大竹町（５・６・７部） みぶひがしおおたけちょう 朱五 西ノ京
壬生東高田町 みぶひがしたかだちょう 朱七 本能
壬生東土居ノ内町 みぶひがしどいのうちちょう 朱七 本能
壬生東桧町 みぶひがしひのきちょう 朱七 本能
壬生東淵田町 みぶひがしふちだちょう 朱五 西ノ京
壬生桧町（南部） みぶひのきちょう 朱七 本能
壬生桧町（中部） みぶひのきちょう 朱七 本能
壬生淵田町（１・４・５（仙念町）部） みぶふちだちょう 朱五 西ノ京
壬生淵田町（２・３部） みぶふちだちょう 朱五 西ノ京
壬生坊城町（坊城第二公団１・２棟） みぶぼうじょうちょう 朱一 朱雀
壬生坊城町（西部） みぶぼうじょうちょう 朱一 朱雀
壬生坊城町（北部、東部、西坊四町、東坊四町、平和町） みぶぼうじょうちょう 朱一 朱雀
壬生坊城町（平和町、坊城第二公団３・４棟） みぶぼうじょうちょう 朱一 朱雀
壬生松原町（千本松原町、松原稲荷町、千本上南町東部） みぶまつばらちょう 朱三 本能
壬生松原町（西南部、中部、松原日ノ出町） みぶまつばらちょう 朱三 本能
壬生松原町（西北部、南・北・西壬生京極町） みぶまつばらちょう 朱三 本能
壬生森町（１・２・３部） みぶもりまち 朱五 西ノ京
壬生森町（７・８部） みぶもりまち 朱五 西ノ京
壬生森町（４・５・６部） みぶもりまち 朱五 西ノ京
壬生森町（９・１０部） みぶもりまち 朱五 西ノ京
壬生森前町 みぶもりまえちょう 朱七 本能
宮木町 みやぎちょう 城巽 本能
宮本町 みやもとちょう 乾 本能
妙満寺前町 みょうまんじまえちょう 柳池 御池
百足屋町（柳馬場町夷川西入る） むかでやちょう 富有 御池
百足屋町（新町通蛸薬師下る） むかでやちょう 明倫 御池
最上町 もがみちょう 教業 朱雀
元竹田町 もとたけだちょう 日彰 御池
元法善寺町 もとほうぜんじちょう 日彰 御池
元本能寺町 もとほんのうじちょう 本能 本能
元本能寺南町 もとほんのうじみなみちょう 本能 本能
森ノ木町 もりのきちょう 城巽 本能
守山町（守屋町） もりやまちょう 柳池 御池
門前町 もんぜんちょう 教業 朱雀
八百屋町（新町通四条上る） やおやちょう 日彰 御池
八百屋町（美幸町通六角西入る） やおやちょう 生彰 御池
薬師町 やくしちょう 梅屋 御池
柳八幡町（南柳町） やなぎはちまんちょう 柳池 御池
山崎町 やまざきちょう 立誠 御池
山田町 やまだちょう 本能 本能
山中町 やまなかちょう 竹間 御池
山伏山町 やまぶしやまちょう 明倫 御池
山本町（鶴亀町） やまもとちょう 柳池 御池
矢幡町 やはたちょう 城巽 本能



要法寺前町 ようほうじまえちょう 富有 御池
横鍛冶町 よこかじちょう 梅屋 御池
吉野町 よしのちょう 乾 本能
四丁目 よんちょうめ 富有 御池
柳水町 りゅうすいちょう 本能 本能
了頓図子町 りょうとんずしちょう 明倫 御池
冷泉町 れいせんちょう 竹間 御池
六丁目 ろくちょうめ 富有 御池
六角油小路町 ろっかくあぶらのこうじちょう 本能 本能
六角猪熊町 ろっかくいのくまちょう 乾 本能
六角大宮町 ろっかくおおみやちょう 乾 本能
六角町 ろっかくちょう 明倫 御池
若松町 わかまつちょう 立誠 御池
和久屋町（柳馬場通竹屋町西入る） わくやちょう 富有 御池
和久屋町（高倉通六角下る、高倉小学校） わくやちょう 日彰 御池
綿屋町 わたやちょう 初音 御池


