
今までの表示 今までの表示 今までの表示 今までの表示 今までの表示 今までの表示 今までの表示 今までの表示

 青葉町  青葉町 あおばちょう  建部北町  建部北町 たてべきたちょう  大字相谷  永源寺相谷町 えいげんじあいだにちょう  大字石川  五個荘石川町 ごかしょういしかわちょう　  大字青山  青山町 あおやまちょう  大字池庄  池庄町 いけしょうちょう 　大字阿弥陀堂 　阿弥陀堂町 あみだどうちょう 　大字石塔 　石塔町 いしどうちょう

 池田町  池田町 いけだちょう  建部堺町  建部堺町 たてべさかいちょう  大字池之脇  池之脇町 いけのわきちょう  大字石塚  五個荘石塚町 ごかしょういしづかちょう  大字池之尻  池之尻町 いけのしりちょう  大字今在家  今在家町 いまざいけちょう 　大字猪子 　猪子町 いのこちょう 　大字市子沖 　市子沖町 いちこおきちょう

 市辺町  市辺町 いちのべちょう  建部下野町  建部下野町 たてべしものちょう  大字石谷  石谷町 いしだにちょう  大字石馬寺  五個荘石馬寺町 ごかしょういしばじちょう  大字市ヶ原  市ヶ原町 いちがはらちょう  大字大沢  大沢町 おおざわちょう 　大字伊庭 　伊庭町 いばちょう 　大字市子川原 　市子川原町 いちこかわらちょう

 今崎町  今崎町 いまさきちょう  建部日吉町  建部日吉町 たてべひよしちょう  大字市原野  市原野町 いちはらのちょう  大字伊野部  五個荘伊野部町 ごかしょういのべちょう  大字妹  妹町 いもとちょう  大字大清水  大清水町 おおしゅうずちょう 　大字今 　今町 いまちょう 　大字市子殿 　市子殿町 いちことのちょう

 今代町  今代町 いまだいちょう  建部南町  建部南町 たてべみなみちょう  大字一式  一式町 いっしきちょう  大字奥  五個荘奥町 ごかしょうおくちょう  大字上中野  上中野町 うえなかのちょう  大字長  長町 おさちょう 　大字小川 　小川町 おがわちょう 　大字市子松井 　市子松井町 いちこまついちょう

 今堀町  今堀町 いまぼりちょう  寺町  寺町 てらちょう  大字茨川  茨川町 いばらかわちょう  大字小幡  五個荘小幡町 ごかしょうおばたちょう  大字梅林  梅林町 うめばやしちょう  大字園 園町 ぎおんちょう 　大字乙女浜 　乙女浜町 おとめはまちょう 　大字稲垂 　稲垂町 いなたりちょう

 瓜生津町  瓜生津町 うりうづちょう　  土器町  土器町 どきちょう  大字上二俣  上二俣町 かみふたまたちょう  大字河曲  五個荘河曲町 ごかしょうかまがりちょう  大字大萩  大萩町 おおはぎちょう  大字北清水  北清水町 きたしゅうずちょう 　大字垣見 　垣見町 かきみちょう 　大字鋳物師 　鋳物師町 いものしちょう

 大森町  大森町 おおもりちょう  外町  外町 とのちょう  大字萱尾  萱尾町 かやおちょう  大字川並  五個荘川並町 ごかしょうかわなみちょう  大字大林  大林町 おおばやしちょう  大字北花沢  北花沢町 きたはなざわちょう 　大字川南 　川南町 かわみなみちょう 　大字大塚 　大塚町 おおつかちょう

 岡田町  岡田町 おかだちょう  中野町  中野町 なかのちょう  大字君ヶ畑  君ヶ畑町 きみがはたちょう  大字北町屋  五個荘北町屋町 ごかしょうきたまちやちょう  大字小倉  小倉町 おぐらちょう  大字北菩提寺  北菩提寺町 きたぼだいじちょう 　大字北須田 　北須田町 きたすだちょう 　大字巻 　巻町 かずらまきちょう

 沖野一丁目  沖野一丁目 おきのいっちょうめ  中羽田町  中羽田町 なかはねだちょう  大字黄和田  黄和田町 きわだちょう  大字木流  五個荘木流町 ごかしょうきながせちょう  大字上岸本  上岸本町 かみぎしもとちょう  大字小池  小池町 こいけちょう 　大字きぬがさ 　きぬがさ町 きぬがさちょう 　大字綺田 　綺田町 かばたちょう

 沖野二丁目  沖野二丁目 おきのにちょうめ　  中小路町  中小路町 なこおじちょう  大字九居瀬  九居瀬町 くいぜちょう  大字五位田  五個荘五位田町 ごかしょうごいでちょう  大字下中野  下中野町 しもなかのちょう  大字小田苅  小田苅町 こたかりちょう 　大字栗見新田 　栗見新田町 くりみしんでんちょう 　大字上麻生 　上麻生町 かみあそうちょう

 沖野三丁目  沖野三丁目 おきのさんちょうめ  西中野町  西中野町 にしなかのちょう  大字甲津畑  甲津畑町 こうづはたちょう  大字金堂  五個荘金堂町 ごかしょうこんどうちょう  大字曽根  曽根町 そねちょう  大字小八木  小八木町 こやぎちょう 　大字栗見出在家 　栗見出在家町 くりみでざいけちょう 　大字上南 　上南町 かみなちょう

 沖野四丁目  沖野四丁目 おきのよんちょうめ  糠塚町  糠塚町 ぬかづかちょう  大字佐目  佐目町 さめちょう  大字七里  五個荘七里町 ごかしょうしちりちょう  大字園  園町 そのちょう  大字下一色  下一色町 しもいしきちょう 　大字佐生 　佐生町 さそちょう 　大字大森 　蒲生大森町 がもうおおもりちょう

 沖野五丁目  沖野五丁目 おきのごちょうめ  布引台一丁目  布引台一丁目 ぬのびきだいいっちょうめ  大字新出  新出町 しんでちょう  大字清水鼻  五個荘清水鼻町 ごかしょうしみずはなちょう  大字大覚寺  大覚寺町 だいかくじちょう  大字下岸本  下岸本町 しもぎしもとちょう 　大字佐野 　佐野町 さのちょう 　大字岡本 　蒲生岡本町 がもうおかもとちょう

 小脇町  小脇町 おわきちょう  布引台二丁目  布引台二丁目 ぬのびきだいにちょうめ  大字高木  高木町 たかぎちょう  大字下日吉  五個荘日吉町 ごかしょうひよしちょう  大字外  愛東外町 あいとうとのちょう  大字下里  下里町 しもざとちょう 　大字新宮 　新宮町 しんぐうちょう 　大字寺 　蒲生寺町 がもうてらまち

 柏木町  柏木町 かしわぎちょう  野口町  野口町 のぐちちょう  大字高野  永源寺高野町 えいげんじたかのちょう  大字新堂  五個荘新堂町 ごかしょうしんどうちょう  大字中戸  中戸町 なかとちょう  大字清水中  清水中町 しゅうずなかちょう 　大字神郷 　神郷町 じんごうちょう 　大字蒲生堂 　蒲生堂町 かもうどうちょう

 春日町  春日町 かすがちょう　  野々宮町  八日市野々宮町 ようかいちののみやちょう  大字蓼畑  蓼畑町 たてはたちょう  大字竜田  五個荘竜田町 ごかしょうたつたちょう  大字江 江町 なまずえちょう  大字勝堂  勝堂町 しょうどうちょう 　大字躰光寺 　躰光寺町 たいこうじちょう 　大字川合 　川合町 かわいちょう

 金屋一丁目  八日市金屋一丁目 ようかいちかなやいっちょうめ  野村町  野村町 のむらちょう  大字蛭谷  蛭谷町 ひるたにちょう  大字塚本  五個荘塚本町 ごかしょうつかもとちょう  大字百済寺甲  百済寺甲町 ひゃくさいじこうちょう  大字僧坊  僧坊町 そうぼうちょう 　大字大中 　大中町 だいなかちょう 　大字木村 　木村町 きむらちょう

 金屋二丁目  八日市金屋二丁目 ようかいちかなやにちょうめ  浜野町  八日市浜野町 ようかいちはまのちょう  大字政所  政所町 まんどころちょう  大字中  五個荘中町 ごかしょうなかちょう  大字百済寺乙  上山町 かみやまちょう  大字中一色  中一色町 なかいしきちょう   大字種   種町 たねちょう 　大字合戸 　合戸町 ごうどちょう

 金屋三丁目  八日市金屋三丁目 ようかいちかなやさんちょうめ  林田町  林田町 はやしだちょう  大字箕川  箕川町 みのがわちょう  大字平阪  五個荘平阪町 ごかしょうひらさかちょう  大字百済寺丙  百済寺本町 ひゃくさいじほんまち  大字中岸本  中岸本町 なかぎしもとちょう 　大字長勝寺 　長勝寺町 ちょうしょうじちょう 　大字桜川西 　桜川西町 さくらがわにしちょう

 上大森町  上大森町 かみおおもりちょう  東今崎町  東今崎町 ひがしいまさきちょう  山上町 やまかみちょう  大字三俣  五個荘三俣町 ごかしょうみつまたちょう  大字百済寺丁  百済寺町 ひゃくさいじちょう  大字中里  中里町 なかざとちょう 　大字能登川 　能登川町 のとがわちょう 　大字桜川東 　桜川東町 さくらがわひがしちょう

 上之町  八日市上之町 ようかいちかみのちょう  東沖野一丁目  東沖野一丁目 ひがしおきのいっちょうめ
 青野町
 （合併時は山上町）

あおのちょう  大字宮荘  宮荘町 みやしょうちょう  大字百済寺戊  北坂町 きたさかちょう  大字西菩提寺  西菩提寺町 にしぼだいじちょう 　大字林 　林町 はやしちょう 　大字下麻生 　下麻生町 しもあそうちょう

 上羽田町  上羽田町 かみはねだちょう  東沖野二丁目  東沖野二丁目 ひがしおきのにちょうめ  大字杠葉尾  杠葉尾町 ゆずりおちょう  大字簗瀬  五個荘簗瀬町 ごかしょうやなぜちょう  大字平尾 　平尾町 ひらおちょう  大字平松  平松町 ひらまつちょう 　大字福堂 　福堂町 ふくどうちょう 　大字鈴 　鈴町 すずちょう

 上平木町  上平木町 かみひらぎちょう  東沖野三丁目  東沖野三丁目 ひがしおきのさんちょうめ  大字和南  和南町 わなみちょう  大字山本  五個荘山本町 ごかしょうやまもとちょう  大字平柳  平柳町 ひらやなぎちょう 　大字南須田 　南須田町 みなみすだちょう 　大字田井 　田井町 たいちょう

 川合寺町  川合寺町 かわいでらちょう  東沖野四丁目  東沖野四丁目 ひがしおきのよんちょうめ  大字和田  五個荘和田町 ごかしょうわだちょう  大字南清水  南清水町 みなみしゅうずちょう 　大字山路 　山路町 やまじちょう 　大字外原 　外原町 とのばらちょう

 小今町  小今町 こいまちょう  東沖野五丁目  東沖野五丁目 ひがしおきのごちょうめ  大字南花沢  南花沢町 みなみはなざわちょう 　大字平林 　平林町 ひらばやしちょう

 五智町  五智町 ごちちょう　  東中野町  東中野町 ひがしなかのちょう  大字南菩提寺  南菩提寺町 みなみぼだいじちょう 　大字宮井 　宮井町 みやいちょう

 幸町  幸町 さいわいちょう  東浜町  八日市東浜町 ようかいちひがしはまちょう  大字湯屋  湯屋町 ゆやちょう 　大字宮川 　宮川町 みやがわちょう

 栄町  栄町 さかえまち  東本町  八日市東本町 ようかいちひがしほんまち  大字横溝  横溝町 よこみぞちょう 　大字横山 　横山町 よこやまちょう

 尻無町  尻無町 しなしちょう  ひばり丘町  ひばり丘町 ひばりおかちょう  大字読合堂  読合堂町 よみあいどうちょう

 芝原町  芝原町 しばはらちょう  平田町  平田町 ひらたちょう

 柴原南町  柴原南町 しばはらみなみちょう  布施町  布施町 ふせちょう

 清水一丁目  八日市清水一丁目 ようかいちしみずいっちょうめ  札の辻一丁目  札の辻一丁目 ふだのつじいっちょうめ

 清水二丁目  八日市清水二丁目 ようかいちしみずにちょうめ  札の辻二丁目  札の辻二丁目 ふだのつじにちょうめ

 清水三丁目  八日市清水三丁目 ようかいちしみずさんちょうめ  蛇溝町  蛇溝町 へびみぞちょう

 下羽田町  下羽田町 しもはねだちょう  本町  八日市本町 ようかいちほんまち

 下二俣町  下二俣町 しもふたまたちょう  松尾町  八日市松尾町 ようかいちまつおちょう

 昭和町  昭和町 しょうわちょう  御園町  御園町 みそのちょう

 神田町  神田町 じんでんちょう  三津屋町  三津屋町 みつやちょう

 聖徳町  聖徳町 せいとくちょう  緑町  八日市緑町 ようかいちみどりまち

聖和町 聖和町 せいわちょう 妙法寺町 妙法寺町 みょうほうじちょう

新市における表示 新市における表示 新市における表示

平成１８年1月１日から適用

【町の数　２３】 【町の数　２５】 【町の数　２３】

東近江市の住所表示(町・丁目名)

【町の数　３０】

新市における表示

旧湖東町旧五個荘町旧八日市市 旧永源寺町 旧愛東町

【町および丁目の数　８５】

平成１７年２月１１日から適用

 大字山上

新市における表示 東近江市における表示 東近江市における表示

旧能登川町 旧蒲生町

【町の数　２５】 【町の数　２９】

新市における表示

○住民票などの住所の番地表示を次のとおり統一しました。

123番地の45 ⇒ 123番地45 ・・・ 『の』を省略

注：１

○平成１８年１２月４日より『山上町』の一部地域が『青野町』として新設されました。

この件に関する詳細につきましては、市役所総務課（℡0748-24-5600）までお問い

合わせいただきますようお願いいたします。

注：１

 聖和町  聖和町 せいわちょう  妙法寺町  妙法寺町 みょうほうじちょう

 建部上中町  建部上中町 たてべかみなかちょう  八日市町  八日市町 ようかいちちょう

 建部瓦屋寺町  建部瓦屋寺町 たてべかわらやじちょう


