
大字 No 集会所名 集会所所在地 大字 No 集会所名 集会所所在地

69 六地蔵南集会所 六地蔵柿ノ木町27 68 折居台南集会所 折居台一丁目4-207

5 六地蔵公会堂 六地蔵奈良町35-10 73 折居台東集会所 折居台四丁目1-228

131 木幡北畠集会所 木幡北畠45-8 58 折居台北集会所 折居台二丁目1-122

129 平尾東集会所 木幡平尾27-53 天神台 82 天神台集会所 天神台一丁目1-8

126 平尾北集会所 木幡平尾28-821 107 宮西集会所 神明宮西46-1

124 平尾南集会所 木幡平尾67-2 47 城南荘集会所 神明宮東88

55 平尾集会所 木幡平尾16-4 44 神明集会所 神明石塚92-2

53 登り集会所 木幡花揃13-3 羽拍子 61 羽拍子集会所 羽拍子町27-48

26 西木幡集会所 木幡熊小路19-144 14 南陵集会所 南陵町一丁目1-353

45 木幡熊小路集会所 木幡熊小路38-115 70 南陵南集会所 南陵町三丁目1-74

121 御園集会所 木幡御園20－109 75 槇島十一集会所 槇島町十一113-16

122 御蔵山南集会所 木幡御蔵山39-1638 101 槇島三軒家集会所 槇島町一ノ坪158

77 須留集会所 木幡須留5-75 111 吹前集会所 槇島町吹前37

6 御蔵山集会所 木幡赤塚49-4 98 東目川集会所 槇島町清水17-1

12 南山集会所 木幡南山13-99 92 下村集会所 槇島町大幡48-4

4 南木幡集会所 木幡南山4-54 99 紫ケ丘集会所 槇島町南落合56-20

89 南山南集会所 木幡南山54-11 100 槇島集会所 槇島町北内24-2

38 東木幡集会所 木幡南山68-3 80 西目川集会所 槇島町落合230

36 中木幡集会所 木幡北畠10-10 54 落合集会所 槇島町落合97-7

85 木幡檜尾集会所 木幡檜尾47-7 76 老ノ木集会所 小倉町老ノ木53-4

96 平尾台西集会所 平尾台一丁目19-11 104 春日森集会所 小倉町春日森44-3

103 平尾台東集会所 平尾台三丁目13-6 106 中畑集会所 小倉町中畑49-3

56 一番割集会所 五ケ庄一番割64 17 西山集会所 小倉町西山19-12

94 五ケ庄南集会所 五ケ庄岡本1-4 46 蓮池集会所 小倉町蓮池102-12

110 広岡谷集会所 五ケ庄広岡谷2-506 11 蓮池中集会所 小倉町蓮池151-25

130 三番割集会所 五ケ庄三番割37 119 東堀池集会所 小倉町堀池23－18

2 西岡屋会館 五ケ庄寺界道69-1 33 堀池集会所 小倉町堀池39-42

81 五ケ庄東集会所 五ケ庄芝ノ東17-25 87 南小倉集会所 小倉町南浦71-138

91 広芝集会所 五ケ庄芝ノ東40-4 7 西小倉集会所 小倉町南堀池52-3

123 大和田西集会所 五ケ庄新開14-51 90 南堀池集会所 小倉町南堀池85-7

1 大和田集会所 五ケ庄西浦22-6 97 伊勢田集会所 伊勢田町毛語60

59 西川原集会所 五ケ庄西川原21-29 108 砂田北集会所 伊勢田町砂田40-6

117 大林集会所 五ケ庄大林21－6 15 砂田集会所 伊勢田町砂田6-132

64 福角集会所 五ケ庄福角1-1 22 中ノ田集会所 伊勢田町中ノ田37-178

42 南部福角集会所 五ケ庄福角35-20 21 名木集会所 伊勢田町名木一丁目1-280

67 30 名木西集会所 伊勢田町名木二丁目１-59

128 78 伊勢田南集会所 伊勢田町南山42-16

95 莵道南集会所 32 南遊田集会所 伊勢田町南遊田13-13

18 三室戸集会所 34 伊勢田北集会所 伊勢田町若林21-3

43 車田集会所 安田町 25 安田町集会所 安田町大納言1

115 三室戸北集会所 開町 118 開集会所 開町63－4

83 莵道北集会所 40 小根尾集会所 広野町小根尾138-227

114 平町集会所 65 北広野集会所 広野町桐生谷46-59

羽戸山 72 羽戸山集会所 羽戸山二丁目1-178 3 緑ケ原集会所 広野町新成田26-1

志津川 112 志津川集会所 志津川南組16－3 29 南広野集会所 広野町寺山45-15

炭山 48 笠取南部集会所 炭山直谷31-12 60 広野寺山集会所 広野町寺山58-118

東笠取 35 笠取集会所 東笠取稲出23-4 20 奥広野集会所 広野町尖山2-21

明星町 10 明星集会所 明星町一丁目9-87 109 広野友が丘東集会所 広野町尖山34-1

16 若宮集会所 宇治壱番103 93 尖山集会所 広野町尖山4-657

63 宇治橋通集会所 宇治壱番65-5 120 広野成田集会所 広野町成田1－48

49 上権現集会所 宇治大谷5-16 88 西広野集会所 広野町西裏50-3

113 蔭山東集会所 宇治蔭山30－10 8 広野集会所 広野町丸山1-1

51 蔭山集会所 宇治蔭山68-98 28 広野丸山集会所 広野町丸山52-11

116 米阪集会所 宇治米阪5－67 52 広野宮谷集会所 広野町宮谷106-8

127 里尻集会所 宇治里尻6-4 125 大開西集会所 広野町大開9-129

66 市役所前集会所 宇治下居10-3 41 広野三軒家集会所 広野町大開177-3

71 戸ノ内集会所 宇治戸ノ内64-5 86 大開集会所 広野町大開51-4

37 半白集会所 宇治半白20-42 寺山台 105 寺山台集会所 寺山台二丁目10-1

23 新半白集会所 宇治半白76-3 13 西大久保集会所 大久保町旦椋28-3

19 妙楽集会所 宇治妙楽13-11 84 南大久保集会所 大久保町上ノ山53-53

9 矢落集会所 宇治矢落71 102 平盛集会所 大久保町平盛15-14

74 御廟集会所 宇治御廟29-12 62 宇治野神集会所 琵琶台三丁目12-3

50 川東集会所 宇治東内21乙 57 琵琶台集会所 琵琶台三丁目9-6
琵琶台

宇治

槇島町

小倉町

伊勢田町

広野町

大久保町

宇治市公立集会所　地域別一覧　(令和4年４月現在)

六地蔵

木幡

平尾台

五ケ庄

折居台

神明

南陵町


