
別紙（京都市）

市町村名 大字（区） 番地

左京区

東山区

山科区

京都市

北区

小字（町）

衣笠鏡石町、衣笠御所ノ内町、衣笠東御所ノ内町、衣笠北荒見町、紫竹
下ノ岸町、紫竹下高才町、紫竹下芝本町、紫竹下竹殿町、紫竹下本町、紫
竹下緑町、紫竹栗栖町、紫竹上ノ岸町、紫竹上竹殿町、紫竹上長目町、紫
竹上堀川町、紫竹上本町、紫竹上緑町、紫竹西北町、紫竹西野山東町、
紫竹東栗栖町、紫野花ノ坊町、紫野西泉堂町、紫野西蓮台野町、紫野大
徳寺町、紫野東蓮台野町、紫野北花ノ坊町、小山元町、小山西元町、小山
東元町、上賀茂葵田町、上賀茂葵之森町、上賀茂壱町口町、上賀茂岩ケ
垣内町、上賀茂御薗口町、上賀茂今井河原町、上賀茂坂口町上賀茂桜井
町、上賀茂舟着町、上賀茂神山、上賀茂朝露ケ原町、上賀茂東後藤町、
上賀茂東上之段町、上賀茂二軒家町、上賀茂馬ノ目町、上賀茂備後田
町、上賀茂本山、西賀茂東柿ノ木町、大宮上ノ岸町、大宮西小野堀町、大
宮西総門口町、大宮中総門口町、大宮東小野堀町、大宮東総門口町、大
宮南椿原町、大宮南田尻町、大宮北ノ岸町、大宮北椿原町、大宮北林町、
大宮榿ノ木町、大北山原谷乾町、大北山松鴎山町、大北山長谷町、大北
山鷲峯町、鷹峯旧土居町、鷹峯黒門町、鷹峯上ノ町、鷹峯土天井町、鷹峯
藤林町、鷹峯木ノ畑町

粟田口山下町、粟田口鳥居町、一乗寺下リ松町、一乗寺花ノ木町、一乗
寺向畑町、一乗寺出口町、一乗寺谷田町、一乗寺樋ノ口町、一乗寺野田
町、下鴨前萩町、下鴨南芝町、下鴨半木町、下鴨北野々神町、賀茂今井
町、山端橋ノ本町、山端森本町、山端川岸町、山端川原町、山端川端町、
修学院犬塚町、修学院鹿ノ下町、修学院大林町、上高野奥小森町、上高
野西明寺山、上高野東山、静市市原町、静市野中町、南禅寺福地町、八
瀬野瀬町、北白川外山町、北白川丸山町、北白川山ノ元町、北白川仕伏
町、北白川上終町、北白川地蔵谷町、北白川琵琶町

粟田口粟田山北町、粟田口華頂町、粟田口三条坊町、粟田口鍛冶町、粟
田口東大谷山町、円山町、下河原町、祇園町南側、祇園町北側、五条橋
東六丁目、今熊野阿弥陀ケ峯町、今熊野東山町、今熊野日吉町、松原
町、清閑寺下山町、清閑寺歌ノ中山町、清閑寺山ノ内町、清閑寺清水上
山町、清閑寺池田町、清閑寺霊山町、清水一丁目、清水三丁目、清水二
丁目、西小物座町、東音羽町、東瓦町、東小物座町、東小物座町附属、東
町、白糸町、本町十五丁目、本町十七丁目、本町十八丁目、本町十六丁
目、桝屋町、妙法院前側町、林下町、鷲尾町

安朱桟敷町、安朱中溝町、安朱中小路町、安朱東海道町、安朱南屋敷
町、安朱馬場ノ西町、安朱馬場ノ東町、安朱北屋敷町、音羽稲芝、音羽山
等地、音羽西林、音羽前田町、音羽草田町、音羽珍事町、音羽八ノ坪、音
羽平林町、音羽野田町、音羽役出町、勧修寺下ノ茶屋町、勧修寺閑林寺、
勧修寺仁王堂町、勧修寺瀬戸河原町、勧修寺西北出町、勧修寺泉玉町、
勧修寺東栗栖野町、勧修寺東出町、勧修寺東北出町、勧修寺南大日、勧
修寺南谷町、勧修寺福岡町、勧修寺平田町、勧修寺本堂山町、栗栖野華
ノ木町、栗栖野狐塚、栗栖野打越町、栗栖野中臣町、御陵岡ノ西町、御陵
下御廟野町、御陵鴨戸町、御陵久保町、御陵原西町、御陵四丁野町、御
陵上御廟野町、御陵進藤町、御陵大谷町、御陵大津畑町、御陵池堤町、
御陵中筋町、御陵中内町、御陵鳥ノ向町、御陵天徳町、御陵田山町、御陵
封ジ山町、御陵別所町、四ノ宮垣ノ内町、四ノ宮鎌手町、四ノ宮岩久保町、
四ノ宮山田町、四ノ宮芝畑町、四ノ宮神田町、四ノ宮川原町、四ノ宮泉水
町、四ノ宮大将軍町、四ノ宮中在寺町、四ノ宮堂ノ後町、四ノ宮奈良野町、
四ノ宮南河原町、四ノ宮柳山町、四ノ宮泓、小山一石畑、小山下ノ池、小
山向山、小山松原畑町、小山神無森町、小山西御所町、小山大石山、小
山谷田山、小山谷田町、小山中ノ川町、小山鎮守町、小山南溝町、小山姫
子町、小山北溝町、小山北林町、小野河原町、小野蚊ケ瀬町、小野葛篭
尻町、小野弓田町、小野御所ノ内町、小野御霊町、小野高芝町、小野鐘付
田町、小野西浦、小野荘司町、上花山旭山町、上花山花ノ岡町、上花山久
保町、上花山講田町、上花山坂尻上、花山桜谷、上野御所ノ内町、上野寺
井町、厨子奥花鳥町、厨子奥若林町、厨子奥尾上町、西野岸ノ下町、西野
後藤、西野広見町、西野今屋敷町、西野山階町、西野山岩ケ谷町、西野
山欠ノ上町、西野山桜ノ馬場町、西野山山田、西野山射庭ノ上町、西野山
中臣町、西野山中鳥井町、西野山南畑町、西野山百々町、西野小柳町、
西野楳本町、西野八幡田町、西野野色町、西野様子見町、西野離宮町、
西野櫃川町、川田岡ノ西、川田岩ケ谷、川田欠ノ上、川田御出町、川田御
輿塚町、川田山田、川田前畑町、川田清水焼団地町、川田土仏、川田南
山、川田菱尾田、川田百々、大宅烏田町、大宅関生町、大宅岩屋殿、大宅
古海道町、大宅五反畑町、大宅御供田町、大宅御所山、大宅御所田町、
大宅向山、大宅甲ノ辻町、大宅細田町、大宅坂ノ辻町、大宅山田、大宅神
納町、大宅石郡町、大宅早稲ノ内町、大宅打明町、大宅中小路町、大宅鳥
井脇町、大宅辻脇町、大塚元屋敷町、大塚高岩、大塚森町、大塚西浦町、
大塚大岩、大塚丹田、大塚檀ノ浦、大塚中溝、大塚南溝町、大塚北溝町、
大塚野溝町、竹鼻サイカシ町、竹鼻外田町、竹鼻四丁野町、竹鼻西ノ口
町、竹鼻扇町、竹鼻地蔵寺南町、竹鼻竹ノ街道町、竹鼻堂ノ前町、東野井
ノ上町、東野狐薮町、東野竹田、東野中井ノ上町、東野南井ノ上町、東野
八反畑町、東野百拍子町、東野舞台町、東野片下リ町、東野北井ノ上町、
東野門口町、南西野後藤、南西野広見町、南西野左義長町、南西野山階
町、南西野小柳町、南西野大鳥井町、南西野離宮町、南西野櫃川町、南
東野狐薮町、南東野森野町、南東野竹田、南東野八代、南東野八反畑
町、南東野百拍子町、南東野舞台町、南東野片下リ町、南東野門口町、
日ノ岡夷谷町、日ノ岡一切経谷町、日ノ岡鴨土町、日ノ岡朝田町、日ノ岡
堤谷町、八軒屋敷町、髭茶屋屋敷町、髭茶屋桃燈町、北花山横田町、北
花山河原町、北花山山田町、北花山寺内町、北花山西ノ野町、北花山大
峰町、北花山中道町、北花山大林町、椥辻西浦町、椥辻西潰、椥辻草海
道町、椥辻池尻町、椥辻中在



右京区

山科区

京都市

南区

西京区

下津林水掛町、下津林前泓町、下津林大般若町、下津林津森、下津林
佃、下津林東大般若町、下津林南大般若町、下津林南中島町、下津林八
島、下津林番条町、下津林六反田、樫原井戸、樫原芋峠、樫原宇治井西
町、樫原宇治井町、樫原下池田町、樫原久保町、樫原口戸、樫原江ノ本
町、樫原山ノ上町、樫原鴫谷、樫原上池田町、樫原水築町、樫原杉原町、
樫原石畑町、樫原蛸田町、樫原茶ノ木本町、樫原中垣外、樫原塚ノ本町、
樫原佃、樫原秤谷町、樫原硲町、樫原畔ノ海道、樫原比恵田町、樫原百々
ケ池、樫原分田、樫原平田町、樫原盆山、樫原里ノ垣外町、牛ケ瀬奥ノ防
町、牛ケ瀬山柿町、牛ケ瀬堂田町、牛ケ瀬林ノ本町、京都大学桂、桂稲荷
山町、桂下豆田町、桂河田町、桂乾町、桂久方町、桂御園、桂坤町、桂市
ノ前町、桂春日町、桂上野今井町、桂上野西町、桂上野中町、桂上野東
町、桂上野南町、桂上野北町、桂西滝川町、桂千代原町、桂浅原町、桂大
縄町、桂池尻町、桂朝日町、桂徳大寺町、桂徳大寺南町、桂徳大寺北町、
桂南巽町、桂畑ケ田町、桂木ノ下町、桂野里町、御陵御茶屋山、御陵溝浦
町、御陵鴫谷、御陵大原、

吉祥院井ノ口町、吉祥院稲葉町、吉祥院観音堂町、吉祥院観音堂南町、
吉祥院九条町、吉祥院御池町、吉祥院高畑町、吉祥院砂ノ町、吉祥院三
ノ宮西町、吉祥院三ノ宮町、吉祥院蒔絵町、吉祥院蒔絵南町、吉祥院車
道町、吉祥院新田下ノ向町、吉祥院新田参ノ段町、吉祥院新田弐ノ段町、
吉祥院仁木ノ森町、吉祥院菅原町、吉祥院政所町、吉祥院清水町、吉祥
院西ノ庄猪之馬場町、吉祥院西ノ庄門口町、吉祥院西ノ茶屋町、吉祥院
西ノ内町、吉祥院西浦町、吉祥院石原開町、吉祥院石原割畑、吉祥院石
原京道町、吉祥院石原橋上、吉祥院石原橋裏、吉祥院石原上川原町、吉
祥院石原西ノ開町、吉祥院石原西町、吉祥院石原町、吉祥院石原長田
町、吉祥院石原東之口、吉祥院石原堂ノ後西町、吉祥院石原堂ノ後町、
吉祥院石原南町、吉祥院石原野上町、吉祥院船戸町、吉祥院前田町、吉
祥院池ノ内町、吉祥院池田町、吉祥院池田南町、吉祥院中河原里南町、
吉祥院中島町、吉祥院長田町、吉祥院堤外町、吉祥院嶋笠井町、吉祥院
嶋樫山、吉祥院嶋高町、吉祥院嶋出在家町、吉祥院嶋西浦、吉祥院嶋川
原田町、吉祥院嶋中ノ島、吉祥院嶋堤外、吉祥院嶋野間詰町、吉祥院東
浦町、吉祥院東砂ノ町、吉祥院東前田町、吉祥院南落合町、吉祥院這登
西町、吉祥院這登中町、吉祥院這登東町、吉祥院里ノ内町、久世高田町、
久世上久世町、久世川原町、久世大築町、久世大藪町、久世築山町、久
世中久世町一丁目、久世中久世町五丁目、久世中久世町三丁目、久世中
久世町四丁目、久世中久世町二丁目、久世中久町、久世殿城町、久世東
土川町、弘道西九条仏現寺町、弘道西九条柳ノ内町、上鳥羽卯ノ花、上
鳥羽火打形町、上鳥羽花名、上鳥羽戒光、上鳥羽戒光町、上鳥羽角田
町、上鳥羽鴨田、上鳥羽勧進橋町、上鳥羽岩ノ本町、上鳥羽金仏、上鳥羽
高畠町、上鳥羽山ノ本町、上鳥羽上調子町、上鳥羽城ケ前町、上鳥羽尻
切町、上鳥羽菅田町、上鳥羽清井町、上鳥羽西浦町、上鳥羽石橋町、上
鳥羽川端町、上鳥羽大溝、上鳥羽大物町、上鳥羽大柳町、上鳥羽中河
原、上鳥羽町田、上鳥羽塔ノ森下河原、上鳥羽塔ノ森下開ノ内、上鳥羽塔
ノ森江川、上鳥羽塔ノ森四ツ谷町、上鳥羽塔ノ森柴東町、上鳥羽塔ノ森洲
崎町、上鳥羽塔ノ森上河原、上鳥羽塔ノ森上開ノ内、上鳥羽塔ノ森西河原
町、上鳥羽塔ノ森東向町、上鳥羽塔ノ森梅ノ木、上鳥羽塔ノ森柳原、上鳥
羽塔ノ本、上鳥羽奈須野町、上鳥羽鍋ケ淵町、上鳥羽南花名町、上鳥羽
南村山町、上鳥羽南中ノ坪町、上鳥羽南唐戸町、上鳥羽南塔ノ本町、上
鳥羽南島田町、上鳥羽南苗代町、上鳥羽南鉾立町、上鳥羽馬廻、上鳥羽
八王神町、上鳥羽仏現寺町、上鳥羽苗代町、上鳥羽鉾立町、上鳥羽北花
名町、上鳥羽北戒光町、上鳥羽北村山町、上鳥羽北中ノ坪町、上鳥羽北
塔ノ本町、上鳥羽北島田町、上鳥羽堀子町、上鳥羽麻ノ本、上鳥羽藁田、
唐橋西平垣町、塔南西九条森本町、東九条南河辺町、東九条南松田町、
東九条南石田町、東九条柳下町

宇多野御屋敷町、宇多野柴橋町、宇多野芝町、宇多野長尾町、宇多野馬
場町、宇多野福王子町、京北井崎町、京北下弓削町、京北下中町、京北
下町、京北五本松町、京北周山町、京北上中町、京北鳥居町、京北辻町、
京北塔町、京北比賀江町、御室岡ノ裾町、御室芝橋町、御室住吉山町、御
室小松野町、御室双岡町、御室大内、御室竪町、嵯峨亀ノ尾町、嵯峨天龍
寺芒ノ馬場町、常盤古御所町、常盤御池町、梅ケ畑奥殿町、梅ケ畑久保
谷町、梅ケ畑宮ノ口町、梅ケ畑古田町、梅ケ畑向ノ地町、梅ケ畑広芝町、
梅ケ畑高鼻町、梅ケ畑山崎町、梅ケ畑上ノ町、梅ケ畑上砥町、梅ケ畑清水
町、梅ケ畑中田町、梅ケ畑中縄手町、梅ケ畑猪ノ尻町、梅ケ畑畑ノ下町、
梅ケ畑畑町、梅ケ畑蓮華谷、梅ケ畑篝町、梅ケ畑藪ノ下町、鳴滝宇多野
谷、鳴滝音戸山町、鳴滝松本町、鳴滝川西町、鳴滝泉殿町、鳴滝宅間町、
鳴滝白砂、鳴滝般若寺町、鳴滝本町、鳴滝蓮池町

安朱桟敷町、安朱中溝町、安朱中小路町、安朱東海道町、安朱南屋敷
町、安朱馬場ノ西町、安朱馬場ノ東町、安朱北屋敷町、音羽稲芝、音羽山
等地、音羽西林、音羽前田町、音羽草田町、音羽珍事町、音羽八ノ坪、音
羽平林町、音羽野田町、音羽役出町、勧修寺下ノ茶屋町、勧修寺閑林寺、
勧修寺仁王堂町、勧修寺瀬戸河原町、勧修寺西北出町、勧修寺泉玉町、
勧修寺東栗栖野町、勧修寺東出町、勧修寺東北出町、勧修寺南大日、勧
修寺南谷町、勧修寺福岡町、勧修寺平田町、勧修寺本堂山町、栗栖野華
ノ木町、栗栖野狐塚、栗栖野打越町、栗栖野中臣町、御陵岡ノ西町、御陵
下御廟野町、御陵鴨戸町、御陵久保町、御陵原西町、御陵四丁野町、御
陵上御廟野町、御陵進藤町、御陵大谷町、御陵大津畑町、御陵池堤町、
御陵中筋町、御陵中内町、御陵鳥ノ向町、御陵天徳町、御陵田山町、御陵
封ジ山町、御陵別所町、四ノ宮垣ノ内町、四ノ宮鎌手町、四ノ宮岩久保町、
四ノ宮山田町、四ノ宮芝畑町、四ノ宮神田町、四ノ宮川原町、四ノ宮泉水
町、四ノ宮大将軍町、四ノ宮中在寺町、四ノ宮堂ノ後町、四ノ宮奈良野町、
四ノ宮南河原町、四ノ宮柳山町、四ノ宮泓、小山一石畑、小山下ノ池、小
山向山、小山松原畑町、小山神無森町、小山西御所町、小山大石山、小
山谷田山、小山谷田町、小山中ノ川町、小山鎮守町、小山南溝町、小山姫
子町、小山北溝町、小山北林町、小野河原町、小野蚊ケ瀬町、小野葛篭
尻町、小野弓田町、小野御所ノ内町、小野御霊町、小野高芝町、小野鐘付
田町、小野西浦、小野荘司町、上花山旭山町、上花山花ノ岡町、上花山久
保町、上花山講田町、上花山坂尻上、花山桜谷、上野御所ノ内町、上野寺
井町、厨子奥花鳥町、厨子奥若林町、厨子奥尾上町、西野岸ノ下町、西野
後藤、西野広見町、西野今屋敷町、西野山階町、西野山岩ケ谷町、西野
山欠ノ上町、西野山桜ノ馬場町、西野山山田、西野山射庭ノ上町、西野山
中臣町、西野山中鳥井町、西野山南畑町、西野山百々町、西野小柳町、
西野楳本町、西野八幡田町、西野野色町、西野様子見町、西野離宮町、
西野櫃川町、川田岡ノ西、川田岩ケ谷、川田欠ノ上、川田御出町、川田御
輿塚町、川田山田、川田前畑町、川田清水焼団地町、川田土仏、川田南
山、川田菱尾田、川田百々、大宅烏田町、大宅関生町、大宅岩屋殿、大宅
古海道町、大宅五反畑町、大宅御供田町、大宅御所山、大宅御所田町、
大宅向山、大宅甲ノ辻町、大宅細田町、大宅坂ノ辻町、大宅山田、大宅神
納町、大宅石郡町、大宅早稲ノ内町、大宅打明町、大宅中小路町、大宅鳥
井脇町、大宅辻脇町、大塚元屋敷町、大塚高岩、大塚森町、大塚西浦町、
大塚大岩、大塚丹田、大塚檀ノ浦、大塚中溝、大塚南溝町、大塚北溝町、
大塚野溝町、竹鼻サイカシ町、竹鼻外田町、竹鼻四丁野町、竹鼻西ノ口
町、竹鼻扇町、竹鼻地蔵寺南町、竹鼻竹ノ街道町、竹鼻堂ノ前町、東野井
ノ上町、東野狐薮町、東野竹田、東野中井ノ上町、東野南井ノ上町、東野
八反畑町、東野百拍子町、東野舞台町、東野片下リ町、東野北井ノ上町、
東野門口町、南西野後藤、南西野広見町、南西野左義長町、南西野山階
町、南西野小柳町、南西野大鳥井町、南西野離宮町、南西野櫃川町、南
東野狐薮町、南東野森野町、南東野竹田、南東野八代、南東野八反畑
町、南東野百拍子町、南東野舞台町、南東野片下リ町、南東野門口町、
日ノ岡夷谷町、日ノ岡一切経谷町、日ノ岡鴨土町、日ノ岡朝田町、日ノ岡
堤谷町、八軒屋敷町、髭茶屋屋敷町、髭茶屋桃燈町、北花山横田町、北
花山河原町、北花山山田町、北花山寺内町、北花山西ノ野町、北花山大
峰町、北花山中道町、北花山大林町、椥辻西浦町、椥辻西潰、椥辻草海
道町、椥辻池尻町、椥辻中在
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御陵大枝山町五丁目、御陵大枝山町四丁目、御陵谷町、御陵塚ノ越町、
御陵内町、御陵南荒木町、御陵南谷、御陵北山下町、山田久田町、山田
弦馳町、山田四ノ坪町、山田車塚町、山田庄田町、山田大吉見町、山田中
吉見町、山田畑田町、山田葉室町、山田六ノ坪町、松室河原町、松室荒堀
町、松室庄田町、松室扇田町、松室中溝町、松室追上ゲ町、松室田中町、
松室北河原町、松尾井戸町、松尾大利町、松尾万石町、松尾木ノ曽町、松
尾鈴川町、上桂宮ノ後町、上桂御正町、上桂三ノ宮町、上桂森下町、上桂
森上町、上桂西居町、上桂前田町、上桂大野町、上桂東ノ口町、上桂東居
町、上桂北村町、川島粟田町、川島滑樋町、川島玉頭町、川島権田町、川
島五反長町、川島桜園町、川島寺田町、川島松ノ木本町、川島松園町、川
島尻堀町、川島調子町、川島東代町、川島北裏町、川島野田町、川島六ノ
坪町、川島有栖川町、川島莚田町、大原野上里鳥見町、大原野上里南ノ
町、大原野上里北ノ町、大原野東境谷町一丁目、大原野東境谷町三丁
目、大原野東境谷町二丁目、大原野東野町、大枝沓掛町、大枝西新林町
一丁目、大枝西新林町二丁目、大枝中山町、大枝塚原町、大枝東新林町
一丁目、大枝東新林町二丁目、大枝東長町、大枝北沓掛町二丁目、東下
津林芝ノ宮町、東下津林中島町、東下津林東芝ノ宮町、東牛ケ瀬新田泓
町、東牛ケ瀬西柿町、東牛ケ瀬青柳町、東牛ケ瀬川原口町、東牛ケ瀬南
ノ口町、東牛ケ瀬弥生町、東牛ケ瀬葭ノ本、北沓掛町四丁目、嵐山宮ノ前
町、嵐山上河原町、嵐山上海道町、嵐山西一川町、嵐山谷ケ辻子町、嵐
山中尾下町、嵐山朝月町、嵐山内田町、嵐山薬師下町

阿波橋町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師志水町、羽束師菱川
町、横大路一本木、横大路下ノ坪、横大路下三栖梶原町、横大路下三栖
宮ノ後、横大路下三栖山殿、横大路下三栖城ノ前町、横大路下三栖辻堂
町、横大路下三栖東ノ口、横大路下三栖南郷、横大路下三栖里ノ内、横
大路下島、横大路柿ノ本町、横大路貴船、横大路橋本、横大路鍬ノ本、横
大路向ヒ、横大路三栖山城屋敷町、横大路三栖大黒町、横大路三栖池田
屋敷町、横大路三栖泥町跡町、横大路三栖泥町跡町、横大路三栖木下屋
敷町、横大路芝生、横大路朱雀、横大路松林、横大路上ノ浜町、横大路神
宮寺、横大路菅本、横大路西海道、横大路千両松町、横大路前川町、横
大路草津町、横大路中ノ庄町、横大路中ノ島町、横大路長畑町、横大路
天王後、横大路天王前、横大路東裏町、横大路南島、横大路畑中町、横
大路八反田、横大路畔ノ内、横大路富ノ森町、横大路北ノ口町、横大路竜
ケ池、横大路六反畑下中町、下鳥羽芹川町、下鳥羽広長町、下鳥羽小柳
町、下鳥羽上三栖町、下鳥羽城ノ越町、下鳥羽浄春ケ前町、下鳥羽西芹
川町、下鳥羽西柳長町、下鳥羽前田町、下鳥羽但馬町、下鳥羽中円面田
町、下鳥羽中三町、下鳥羽長田町、下鳥羽澱女町、下鳥羽渡瀬町、下鳥
羽東芹川町、下鳥羽東柳長町、下鳥羽南円面田町、下鳥羽南三町、下鳥
羽南寝小屋町、下鳥羽南町前町、下鳥羽南柳長町、下鳥羽南六反長町、
下鳥羽平塚町、下鳥羽北ノ口町、下鳥羽北円面田町、下鳥羽北三町、下
鳥羽六反長町、下鳥羽葭田町、下鳥羽葭田町、加賀屋町、過書町、柿木
浜町、革屋町、久我御旅町、久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久
我東町、久我本町、久米町、宮山小栗栖中山田町、京町一丁目、恵美酒
町、景勝町、向島丸町、向島橋詰町、向島庚申町、向島吹田河原町、向島
西堤町、向島善阿弥町、向島東泉寺町、向島本丸町、向島又兵衛、向島
立河原町、三栖向町、三栖町一丁目、三栖町五丁目、三栖町三丁目、三
栖町四丁目、三栖町二丁目、三栖半町、治部町、小栗栖森ケ淵町、小栗
栖森本町、松屋町、上中町、常盤町、新中町、深草鞍ケ谷、深草下川原
町、深草加賀屋敷町、深草瓦町、深草勧進橋町、深草向川原町、深草善
導寺町、深草中ノ郷山町、深草直違橋十一丁目、深草東伊達町、深草馬
谷町、深草東瓦町、深草藪之内町、杉本町、成町、西桶ノ井町、西堺町、
西小屋ノ内町、西大黒町、西大文字町、西醍醐高畑町、西醍醐西大路町、
西醍醐折戸町、西醍醐川久保町、西醍醐中山町、西醍醐北西裏町、西内
畑町、西尼崎町、西浜町、西柳町、石田桜木、石田森西、石田森東町、石
田森南町、石田西ノ坪、石田川向、石田大山町、石田大受町、石田内里
町、川東町村上町、帯屋町、大津町、醍醐下山口町、醍醐京道町、醍醐鍵
尾町、醍醐構口町、醍醐江奈志町、醍醐高畑町、醍醐合場町、醍醐上ノ山
町、醍醐新町裏町、醍醐西大路町、醍醐多近田町、醍醐大構町、醍醐辰
己町、醍醐池田町、醍醐中山町、醍醐東合場町、醍醐南里町、醍醐和泉
町、竹田桶ノ井町、竹田久保町、竹田向代町、竹田向代町川町、竹田三ツ
杭町、竹田北三ツ杭町、竹田七瀬川町、竹田狩賀町、竹田松林町、竹田
浄菩提院町、竹田真幡木町、竹田青池町、竹田醍醐田町、竹田段川原
町、竹田西段川原町、竹田中川原町、竹田中島町、竹田田中宮町、竹田
田中殿町、竹田内畑町、竹田流池町、竹田藁屋町、竹田泓ノ川町、中島河
原田町、中島外山町、中島宮ノ前町、中島御所ノ内町、中島秋ノ山町、中
島前山町、中島中道町、中島鳥羽離宮町、中島樋ノ上町、中島北ノ口町、
中島堀端町、中島流作町、中内畑町、鳥羽町、鳥羽殿町、島津町、島津
町、東小屋ノ内町、東醍醐鍵尾町、東醍醐御園尾町、東醍醐御霊ケ下町、
東醍醐江奈志町、東醍醐新開、東醍醐多近田町、東醍醐大構町、東醍醐
池田町、東醍醐南西裏町、東浜南町、東柳町、桃山町伊賀、桃山町伊庭、
桃山町因幡、桃山町遠山、桃山町金井戸島、桃山町見附町、桃山町根
来、桃山町山ノ下、桃山町駿河、桃山町松平筑前、桃山町新町、桃山町西
町、桃山町西尾、桃山町泰長老、桃山町泰長老（観月橋団地、桃山町大
津町、桃山町大島、桃山町丹後、桃山町弾正島、桃山町中島町、桃山町
町並、桃山町東町、桃山町鍋島、桃山町日向、桃山町板倉周防、桃山町
美濃、桃山町百軒長屋、桃山町本多上野、桃山町養斉、桃山町養斉、桃
山町立売、桃山町和泉、桃山与五郎町、藤ノ木向島丸町、藤ノ木向島清
水町、藤ノ木向島鷹場町、鍋島町、南向島下之町、南向島庚申町、南向島
四ツ谷池、
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南向島上林町、南向島西堤町、南向島善阿弥町、南向島中島町、南向島
中之町、南向島津田町、南向島東定請、南向島二ノ丸町、南向島本丸町、
南寝小屋町、南新地、二ノ丸向島四ツ谷池、二ノ丸向島二ノ丸町、二ノ丸
北、日野奥出、日野谷田町、日野野色町、納所下野、納所外島、納所岸ノ
下、納所星柳、納所大野、納所中河原、納所町、納所南城堀、納所妙徳
寺、納所薬師堂、納所和泉屋、八幡町、表町、舞台町、平戸町、豊後橋
町、北寝小屋町、北端町、北浜町、毛利町、問屋町、淀下津町、淀際目
町、淀新町、淀生津町、淀川顔町、淀池上町、淀樋爪町、淀美豆町、淀本
町、淀木津町、両替町一丁目、聚楽町、聚楽町一丁目、聚楽町二丁目、葭
島金井戸町、葭島渡場島町、葭島矢倉町


