
　　付録１　　　分割されている公称町（うち分割町）の一覧

北区 ☆ 大宮釈迦谷 06 鷹峯 07 大宮
☆ 上賀茂朝露ケ原町 08 柊野 09 上賀茂
☆ 上賀茂本山 08 柊野 09 上賀茂
☆ 小山上花ノ木町 10 元町 12 出雲路
☆ 小山花ノ木町 10 元町 12 出雲路
☆ 鷹峯旧土居町 05 楽只 06 鷹峯
☆ 紫野上若草町 04 紫野 05 楽只

上京区 ☆ 下清蔵口町 09 成逸 10 室町

左京区 ☆ 粟田口如意ケ嶽町 14 北白川 16 錦林東山
☆ 一乗寺赤ノ宮町 13 修学院第二 23 養徳
☆ 岩倉大鷺町 02 明徳 03 岩倉南
☆ 岩倉上蔵町 02 明徳 04 静市
☆ 岩倉木野町 03 岩倉南 04 静市
☆ 岩倉南三宅町 03 岩倉南 11 上高野
☆ 岩倉三宅町 02 明徳 03 岩倉南 11 上高野
☆ 北白川瓜生山町 12 修学院第一 14 北白川
☆ 修学院千万田町 11 上高野 12 修学院第一
☆ 浄土寺真如町 15 浄楽 16 錦林東山
☆ 八瀬野瀬町 10 八瀬 11 上高野
☆ 聖護院円頓美町 17 岡崎 20 聖護院
☆ 岩倉中在地町 01 岩倉北 02 明徳
☆ 岩倉忠在地町 01 岩倉北 02 明徳 03 岩倉南
☆ 岩倉西河原町 02 明徳 03 岩倉南
☆ 岩倉花園町 02 明徳 03 岩倉南
☆ 岩倉長谷町 01 岩倉北 02 明徳

中京区 ☆ 壬生天池町 07 朱雀第一 10 朱雀第五
☆ 壬生上大竹町 10 朱雀第五 11 朱雀第四
☆ 壬生花井町 07 朱雀第一 10 朱雀第五

東山区 ☆ 今熊野阿弥陀ケ峯町 01 修道 04 今熊野
☆ 今熊野泉山町 04 今熊野 06 一橋
☆ 五条橋東六丁目 01 修道 02 六原
☆ 清水四丁目 02 六原 03 清水

山科区 ☆ 音羽稲芝 06 音羽川 08 大塚
☆ 音羽草田町 07 音羽 08 大塚
☆ 音羽山等地 07 音羽 08 大塚
☆ 音羽野田町 05 山階 06 音羽川
☆ 音羽八ノ坪 07 音羽 08 大塚
☆ 音羽前田町 06 音羽川 07 音羽 08 大塚
☆ 音羽森廻り町 06 音羽川 07 音羽
☆ 音羽役出町 05 山階 06 音羽川
☆ 上花山久保町 03 鏡山 11 百々
☆ 上花山花ノ岡町 03 鏡山 11 百々
☆ 勧修寺冷尻 10 小野 11 百々
☆ 北花山大林町 03 鏡山 11 百々
☆ 北花山大峰町 03 鏡山 12 陵ヶ岡
☆ 北花山寺内町 03 鏡山 12 陵ヶ岡
☆ 北花山六反田町 03 鏡山 12 陵ヶ岡
☆ 小山中ノ川町 06 音羽川 08 大塚
☆ 小山南溝町 06 音羽川 08 大塚
☆ 四ノ宮神田町 06 音羽川 07 音羽
☆ 厨子奥長通 03 鏡山 12 陵ヶ岡
☆ 厨子奥若林町 03 鏡山 05 山階
☆ 竹鼻竹ノ街道町 05 山階 13 安朱
☆ 椥辻草海道町 01 勧修 09 大宅
☆ 椥辻中在家町 01 勧修 09 大宅
☆ 椥辻東浦町 01 勧修 09 大宅
☆ 椥辻東潰 01 勧修 09 大宅
☆ 西野阿芸沢町 04 西野 05 山階
☆ 西野今屋敷町 03 鏡山 04 西野 05 山階
☆ 西野楳本町 03 鏡山 11 百々
☆ 西野岸ノ下町 03 鏡山 04 西野
☆ 西野小柳町 02 山階南 04 西野
☆ 西野山階町 02 山階南 04 西野 05 山階
☆ 西野野色町 03 鏡山 04 西野
☆ 西野櫃川町 02 山階南 03 鏡山 04 西野
☆ 西野広見町 02 山階南 04 西野
☆ 西野様子見町 04 西野 05 山階
☆ 西野離宮町 02 山階南 05 山階
☆ 西野山中臣町 01 勧修 11 百々
☆ 西野山中鳥井町 01 勧修 11 百々
☆ 東野片下リ町 02 山階南 05 山階 09 大宅
☆ 東野門口町 02 山階南 09 大宅
☆ 東野狐薮町 02 山階南 05 山階
☆ 東野竹田 02 山階南 11 百々
☆ 東野八反畑町 02 山階南 09 大宅
☆ 東野百拍子町 02 山階南 09 大宅
☆ 日ノ岡石塚町 03 鏡山 12 陵ヶ岡
☆ 御陵岡ノ西町 03 鏡山 12 陵ヶ岡
☆ 御陵大津畑町 05 山階 13 安朱
☆ 御陵久保町 03 鏡山 12 陵ヶ岡
☆ 御陵進藤町 03 鏡山 12 陵ヶ岡
☆ 御陵天徳町 03 鏡山 12 陵ヶ岡 13 安朱
☆ 御陵鳥ノ向町 03 鏡山 13 安朱

公称町名 国勢統計区

 



　　付録１　　　分割されている公称町（うち分割町）の一覧（続き）

☆ 御陵別所町 03 鏡山 12 陵ヶ岡

南区 ☆ 吉祥院九条町 13 吉祥院 14 祥豊
☆ 吉祥院清水町 13 吉祥院 14 祥豊
☆ 西九条小寺町 04 東梅逕 05 九条
☆ 西九条西蔵王町 05 九条 06 九条弘道
☆ 西九条東島町 06 九条弘道 09 東和
☆ 東九条下殿田町 07 山王 09 東和

右京区 ☆ 太秦荒木町 01 太秦 02 南太秦
☆ 太秦和泉式部町 01 太秦 04 常磐野
☆ 太秦京ノ道町 04 常磐野 21 宇多野
☆ 太秦蜂岡町 01 太秦 04 常磐野
☆ 太秦東蜂岡町 01 太秦 04 常磐野
☆ 梅津北浦町 13 梅津 14 北梅津
☆ 梅津後藤町 13 梅津 14 北梅津
☆ 梅津南広町 12 葛野 13 梅津
☆ 御室岡ノ裾町 04 常磐野 22 御室
☆ 西院北矢掛町 08 西院第一 09 西院第二
☆ 西院高山寺町 08 西院第一 09 西院第二
☆ 西院東貝川町 08 西院第一 12 葛野
☆ 西院日照町 07 山ノ内 09 西院第二
☆ 西院松井町 08 西院第一 09 西院第二
☆ 西院溝崎町 09 西院第二 10 西京極
☆ 西院安塚町 07 山ノ内 09 西院第二
☆ 嵯峨一本木町 16 広沢 17 嵯峨
☆ 嵯峨折戸町 15 嵐山 16 広沢
☆ 嵯峨釣殿町 16 広沢 17 嵯峨
☆ 嵯峨天龍寺油掛町 15 嵐山 16 広沢
☆ 嵯峨天龍寺今堀町 15 嵐山 17 嵯峨
☆ 嵯峨中又町 15 嵐山 16 広沢
☆ 常盤柏ノ木町 04 常磐野 21 宇多野
☆ 常盤神田町 04 常磐野 21 宇多野
☆ 常盤古御所町 04 常磐野 22 御室
☆ 常盤森町 01 太秦 04 常磐野
☆ 西京極郡醍醐田町 10 西京極 11 西京極西
☆ 西京極堤外町 10 西京極 11 西京極西
☆ 西京極橋詰町 10 西京極 11 西京極西
☆ 西京極古浜町 11 西京極西 12 葛野
☆ 花園内畑町 05 花園 22 御室
☆ 花園扇野町 05 花園 22 御室
☆ 山越東町 04 常磐野 21 宇多野
☆ 山越中町 16 広沢 21 宇多野
☆ 山ノ内赤山町 07 山ノ内 08 西院第一

西京区 ☆ 桂艮町 05 桂徳 06 桂
☆ 桂大縄町 04 桂川 05 桂徳
☆ 桂上豆田町 05 桂徳 06 桂 07 桂東
☆ 桂後水町 05 桂徳 07 桂東
☆ 桂下豆田町 05 桂徳 06 桂 07 桂東
☆ 桂久方町 05 桂徳 07 桂東
☆ 上桂三ノ宮町 04 桂川 06 桂
☆ 上桂前田町 04 桂川 05 桂徳 06 桂
☆ 上桂御正町 04 桂川 05 桂徳
☆ 川島北裏町 07 桂東 08 川岡
☆ 川島五反長町 08 川岡 10 樫原
☆ 川島莚田町 08 川岡 10 樫原
☆ 川島六ノ坪町 08 川岡 10 樫原
☆ 御陵溝浦町 03 松陽 06 桂
☆ 御陵南荒木町 03 松陽 10 樫原
☆ 山田大吉見町 03 松陽 06 桂
☆ 山田中吉見町 03 松陽 06 桂

伏見区 ☆ 石田大受町 29 池田 30 池田東 33 石田 35 春日野
☆ 石田川向 29 池田 31 小栗栖 33 石田
☆ 石田森東町 33 石田 35 春日野
☆ 石田森南町 33 石田 35 春日野
☆ 小栗栖牛ケ淵町 29 池田 32 小栗栖宮山
☆ 小栗栖小阪町 29 池田 32 小栗栖宮山
☆ 小栗栖中山田町 31 小栗栖 32 小栗栖宮山
☆ 小栗栖南後藤町 29 池田 32 小栗栖宮山
☆ 小栗栖森本町 31 小栗栖 32 小栗栖宮山
☆ 北寝小屋町 03 板橋 04 下鳥羽
☆ 久我東町 05 久我 06 久我の杜
☆ 久我西出町 05 久我 06 久我の杜 07 羽束師
☆ 久我森の宮町 05 久我 06 久我の杜
☆ 醍醐池田町 29 池田 30 池田東
☆ 醍醐上ノ山町 26 北醍醐 27 醍醐西 28 醍醐
☆ 醍醐江奈志町 29 池田 30 池田東
☆ 醍醐大構町 29 池田 30 池田東
☆ 醍醐鍵尾町 29 池田 30 池田東
☆ 醍醐構口町 28 醍醐 35 春日野
☆ 醍醐新町裏町 26 北醍醐 28 醍醐
☆ 醍醐外山街道町 34 日野 35 春日野
☆ 醍醐高畑町 27 醍醐西 29 池田
☆ 醍醐多近田町 28 醍醐 30 池田東
☆ 醍醐中山町 27 醍醐西 28 醍醐
☆ 醍醐西大路町 27 醍醐西 28 醍醐

公称町名 国勢統計区

 



　　付録１　　　分割されている公称町（うち分割町）の一覧（続き）

☆ 治部町 02 住吉 03 板橋
☆ 島津町 02 住吉 03 板橋
☆ 下鳥羽葭田町 03 板橋 04 下鳥羽
☆ 羽束師鴨川町 05 久我 06 久我の杜
☆ 日野田中町 34 日野 35 春日野
☆ 日野西川頬 34 日野 35 春日野
☆ 深草相深町 21 稲荷 22 砂川
☆ 深草一ノ坪町 21 稲荷 22 砂川
☆ 深草大亀谷大谷町 24 藤ノ森 25 藤城
☆ 深草大亀谷大山町 24 藤ノ森 25 藤城
☆ 深草大亀谷西久宝寺町 23 深草 24 藤ノ森
☆ 深草大亀谷西寺町 24 藤ノ森 25 藤城
☆ 深草大亀谷東久宝寺町 23 深草 24 藤ノ森
☆ 深草大亀谷東寺町 24 藤ノ森 25 藤城
☆ 深草大亀谷万帖敷町 24 藤ノ森 25 藤城
☆ 深草大亀谷六躰町 24 藤ノ森 25 藤城
☆ 深草上横縄町 21 稲荷 22 砂川
☆ 深草下高松町 21 稲荷 22 砂川
☆ 深草下横縄町 21 稲荷 22 砂川
☆ 深草新門丈町 23 深草 24 藤ノ森
☆ 深草ス丶ハキ町 21 稲荷 22 砂川
☆ 深草大門町 21 稲荷 22 砂川
☆ 深草野手町 21 稲荷 22 砂川
☆ 深草宝塔寺山町 21 稲荷 23 深草
☆ 深草森吉町 21 稲荷 22 砂川
☆ 南寝小屋町 03 板橋 04 下鳥羽
☆ 向島庚申町 13 向島 14 向島南
☆ 向島清水町 13 向島 17 向島藤ノ木
☆ 向島善阿弥町 13 向島 14 向島南
☆ 向島鷹場町 13 向島 17 向島藤ノ木
☆ 向島西堤町 13 向島 14 向島南
☆ 向島二ノ丸町 14 向島南 15 向島二ノ丸 16 向島二ノ丸北
☆ 向島藤ノ木町 13 向島 17 向島藤ノ木
☆ 向島本丸町 13 向島 14 向島南
☆ 向島丸町 13 向島 17 向島藤ノ木
☆ 向島四ツ谷池 14 向島南 15 向島二ノ丸
☆ 桃山最上町 02 住吉 18 桃山
☆ 桃山町大島 19 桃山東 20 桃山南
☆ 桃山町金森出雲 03 板橋 18 桃山
☆ 桃山町丹後 19 桃山東 20 桃山南
☆ 桃山町養斉 19 桃山東 20 桃山南
☆ 横大路三栖泥町跡町 04 下鳥羽 12 南浜

公称町名 国勢統計区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　付録１　　　分割されている公称町（うち重複町）の一覧

北区 ★ 小山上初音町 02 紫竹 03 鳳徳 10 元町
★ 小山北大野町 03 鳳徳 11 紫明
★ 小山下初音町 03 鳳徳 11 紫明
★ 小山西大野町 03 鳳徳 04 紫野 11 紫明
★ 小山初音町 03 鳳徳 10 元町
★ 紫竹下緑町 01 待鳳 02 紫竹
★ 紫竹西高縄町 01 待鳳 03 鳳徳
★ 紫野雲林院町 03 鳳徳 04 紫野
★ 紫野大徳寺町 01 待鳳 04 紫野
★ 紫野西御所田町 03 鳳徳 04 紫野

上京区 ★ 京都御苑 11 京極 13 滋野

左京区 ★ 下鴨蓼倉町 24 下鴨 25 葵

中京区 ★ 聚楽廻西町 13 朱雀第二 14 朱雀第六
★ 西ノ京車坂町 13 朱雀第二 14 朱雀第六
★ 西ノ京下合町 11 朱雀第四 12 朱雀第八
★ 西ノ京東中合町 11 朱雀第四 12 朱雀第八
★ 西ノ京南上合町 11 朱雀第四 12 朱雀第八
★ 壬生仙念町 09 朱雀第七 10 朱雀第五

東山区 ★ 今熊野池田町 04 今熊野 06 一橋
★ 今熊野椥ノ森町 04 今熊野 06 一橋
★ 泉涌寺東林町 05 月輪 06 一橋
★ 泉涌寺山内町 04 今熊野 06 一橋
★ 本町十五丁目 05 月輪 06 一橋

下京区 ★ 七条御所ノ内北町 08 七条 09 西大路
★ 七条御所ノ内中町 08 七条 09 西大路
★ 七条御所ノ内本町 08 七条 09 西大路
★ 七条御所ノ内南町 08 七条 09 西大路
★ 西七条南衣田町 08 七条 09 西大路
★ 八条坊門町 06 梅逕 07 大内

公称町名 国勢統計区

 

 

 

 

 

 


