
東近江市　認可地縁団体一覧表 令和2年6月22日現在

No 地区 自治会名 認可年月日

1 平田 下羽田町自治会 平成13年1月10日

2 平田 中羽田町自治会 平成17年3月7日

3 平田 上羽田平石自治会 平成18年1月5日

4 平田 上平木町自治会 平成21年7月13日

5 平田 上羽田町西方自治会 平成22年2月17日

6 市辺 布施町自治会 平成10年3月25日

7 市辺 蛇溝町自治会 平成10年11月16日

8 市辺 三津屋自治会 平成28年12月20日

9 市辺 長谷野自治会 平成29年12月20日

10 市辺 西市辺町自治会 平成31年3月27日

11 玉緒 宮の平自治会 平成5年8月6日

12 玉緒 芝原町自治会 平成8年3月14日

13 玉緒 尻無町自治会 平成17年3月31日

14 玉緒 土器町自治会 平成24年2月14日

15 玉緒 葵町自治会 平成28年6月3日

16 御園 中小路南自治会 平成6年8月1日

17 御園 神田町自治会 平成14年2月1日

18 御園 中小路町自治会 平成15年12月24日

19 御園 五智町自治会 平成17年6月23日

20 御園 東近江市野村沖自治会 平成20年6月26日

21 御園 野村町自治会 平成28年10月7日

22 御園 外町自治会 平成29年4月6日

23 建部 建部上中南町自治会 平成9年2月17日

24 建部 建部東総自治会 平成11年3月8日

25 建部 建部瓦屋寺町自治会 平成15年9月29日

26 建部 建部上中北自治会 平成23年2月1日

27 建部 建部日吉町自治会 平成25年3月13日

28 中野 緑ヶ丘自治会 平成6年6月22日

29 中野 宿自治会 平成14年2月21日

30 中野 未来ヶ丘自治会 平成17年1月24日

31 中野 栄町自治会 平成30年1月9日

32 中野 今里自治会 平成31年3月11日

33 中野 脇・四ツ辻自治会 令和2年6月22日

34 八日市 金屋総自治会 平成20年6月10日

35 南部 旭町自治会 平成6年7月11日

36 南部 聖徳町自治会 平成10年4月17日

37 南部 総沖野自治会 平成24年3月26日

38 永源寺 上二俣自治会 平成9年9月8日

39 永源寺 山上町自治会 平成16年11月10日

40 永源寺 箕川町自治会 平成16年12月27日

41 永源寺 蛭谷報恩会 平成12年12月15日

42 永源寺 甲津畑町自治会 平成18年9月1日
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43 永源寺 市原野町自治会 平成19年7月4日

44 永源寺 新出町自治会 平成20年3月27日

45 永源寺 一式町自治会 平成20年9月18日

46 永源寺 高木町自治会 平成21年1月7日

47 永源寺 石谷町自治会 平成21年4月15日

48 永源寺 杠葉尾町自治会 平成24年3月21日

49 永源寺 永源寺高野町自治会 平成24年3月26日

50 永源寺 池之脇町自治会 平成27年10月30日

51 永源寺 永源寺相谷町自治会 平成30年5月28日

52 五個荘 五個荘五位田町 平成7年8月1日

53 五個荘 五個荘石馬寺町 平成8年5月16日

54 五個荘 五個荘簗瀬町 平成9年3月14日

55 五個荘 五個荘小幡町 平成9年12月22日

56 五個荘 五個荘和田町 平成10年7月1日

57 五個荘 五個荘三俣町 平成12年4月1日

58 五個荘 五個荘山本町 平成13年3月1日

59 五個荘 五個荘北町屋町 平成13年8月15日

60 五個荘 五個荘奧町 平成13年12月21日

61 五個荘 五個荘川並町 平成14年7月1日

62 五個荘 五個荘新堂町 平成14年11月1日

63 五個荘 五個荘金堂町 平成15年3月20日

64 五個荘 五個荘河曲 平成15年5月15日

65 五個荘 宮荘町 平成16年3月5日

66 五個荘 五個荘木流町 平成16年9月10日

67 五個荘 五個荘清水鼻町 平成23年2月1日

68 五個荘 五個荘竜田町 平成19年8月14日

69 五個荘 五個荘石塚町 平成25年2月26日

70 五個荘 五個荘七里町自治会 平成26年4月3日

71 五個荘 五個荘石川町自治会 平成27年10月28日

72 五個荘 五個荘平阪町自治会 平成31年2月6日

73 愛東 平尾区 平成12年1月7日

74 愛東 小倉区 平成13年12月28日

75 愛東 市ヶ原区自治会 平成15年1月22日

76 愛東 園町自治会 平成15年2月10日

77 愛東 愛東外区 平成15年12月26日

78 愛東 上岸本町自治会 平成16年2月27日

79 愛東 鯰江町自治会 平成16年8月13日

80 愛東 下中野自治会 平成17年1月19日

81 愛東 曽根町自治会 平成17年3月9日

82 愛東 北坂町自治会 平成17年10月17日

83 愛東 青山町自治会 平成19年4月18日

84 愛東 上中野町自治会 平成20年4月1日

85 愛東 大萩町自治会 平成27年3月4日

86 愛東 池之尻町自治会 平成28年10月14日
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87 愛東 大林自治会 平成30年5月23日

88 湖東 長自治会 平成16年12月7日

89 湖東 小田苅町自治会 平成16年12月16日

90 湖東 平松自治会 平成17年5月23日

91 湖東 平柳町自治会 平成17年12月5日

92 湖東 読合堂自治会 平成18年2月2日

93 湖東 北花沢町自治会 平成23年4月1日

94 湖東 大沢町自治会 平成21年4月20日

95 湖東 中一色町自治会 平成24年5月14日

96 湖東 北清水町自治会 平成25年2月7日

97 湖東 メイタウン湖東 平成25年3月13日

98 湖東 今在家町自治会 平成25年6月21日

99 能登川 本町自治会 平成15年5月23日

100 能登川 栗見出在家自治会 平成17年3月3日

101 能登川 能登川自治会 平成17年9月27日

102 能登川 能登川栄町自治会 平成18年3月8日

103 能登川 伊庭町自治会 平成18年9月20日

104 能登川 神郷自治会 平成20年3月21日

105 能登川 長勝寺自治会 平成23年1月1日

106 能登川 きぬがさ城東自治会 平成24年5月2日

107 能登川 山路町自治会 平成27年3月4日

108 能登川 福堂町自治会 平成27年3月23日

109 能登川 イーストロード自治会 平成27年10月28日

110 能登川 泉台自治会 平成28年1月29日

111 能登川 栗見新田町自治会 平成29年12月28日

112 能登川 大中町自治会 令和元年11月19日

113 能登川 小川自治会 令和元年12月13日

114 能登川 佐野自治会 令和2年3月31日

115 蒲生 蒲生大森自治会 平成8年7月31日

116 蒲生 大塚町自治会 平成9年4月1日

117 蒲生 鋳物師町自治会 平成10年3月20日

118 蒲生 長峰連合自治会 平成11年4月5日

119 蒲生 綺田町自治会 平成11年4月19日

120 蒲生 宮川自治会 平成11年12月6日

121 蒲生 横山町自治会 平成12年6月1日

122 蒲生 桜川西町自治会 平成12年8月3日

123 蒲生 蒲生岡本町自治会 平成13年5月2日

124 蒲生 石塔二区自治会 平成14年1月24日

125 蒲生 川合町川合東出自治会 平成14年3月28日

126 蒲生 平林自治会 平成14年6月25日

127 蒲生 桜川東自治会 平成14年7月30日

128 蒲生 鈴区自治会 平成15年2月18日

129 蒲生 上麻生町自治会 平成15年5月1日

130 蒲生 稲垂町自治会 平成15年9月8日
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131 蒲生 木村町自治会 平成15年12月3日

132 蒲生 蒲生寺町自治会 平成16年2月12日

133 蒲生 田井町自治会 平成16年6月29日

134 蒲生 川合本郷自治会 平成17年2月28日

135 蒲生 下麻生自治会 平成17年7月1日

136 蒲生 川合西出自治会 平成17年7月19日

137 蒲生 合戸区自治会 平成17年9月5日

138 蒲生 蒲生堂町自治会 平成17年11月1日

139 蒲生 市子川原町自治会 平成17年11月14日

140 蒲生 市子殿町自治会 平成19年2月23日

141 蒲生 石塔一区自治会 平成22年5月20日

142 蒲生 川合畑田自治会 平成22年12月3日

143 蒲生 葛巻町自治会 平成23年4月1日

144 蒲生 川合町上本郷自治会 平成24年3月1日

145 蒲生 市子松井町自治会 平成28年3月23日

146 蒲生 上南町自治会 平成30年6月8日


