
草津市町内会一覧表

学区 町内会名 世帯数

志津 馬場町 170

志津 山寺町 132

志津 山寺新田 39

志津 笠井町 69

志津 山寺大空 182

志津 岡本町 272

志津 青地第一 1,071

志津 青地第二 612

志津 エメラルドマンション草津青地自治会 102

志津 追分町 1,477

志津 上尾 102

志津 ロクハタウン自治会 107

学区計 4,335

志津南 追分鴨田 55

志津南 コージーガーデン自治会 132

志津南 かがやきの丘 347

志津南 追分南 750

志津南 追分南八丁目 34

志津南 若草１丁目 199

志津南 若草２丁目 106

志津南 若草３丁目 99

志津南 若草４丁目 108

志津南 若草５丁目 91

志津南 若草６丁目 125

志津南 若草７丁目 95

志津南 若草８丁目 87

志津南 岡本町西 155

学区計 2,383

草津 高樋町 199

草津 上砂原町自治会 38

草津 砂原町 451

草津 上東町 104

草津 東草津 66

草津 東元町 86

草津 元一 44

草津 元二 125

草津 元三 39

(令和４年４月２０日時点）



草津 元四 37

草津 元五 37

草津 本一 50

草津 川端町 45

草津 本二 267

草津 本三 184

草津 本四 93

草津 本五 69

草津 本六 173

草津 宮町 229

草津 西一 405

草津 草津団地 139

草津 湖都町 99

草津 グリーンピア草津 165

草津 ベルヴィ草津 95

草津 エルシティ草津 127

草津 パールタウン 98

草津 高樋単身者寮 114

学区計 3,578

大路 南町 105

大路 中之町 205

大路 北中町 30

大路 北町 2

大路 大宮町 244

大路 新屋敷町 260

大路 世基町 75

大路 神楽町 27

大路 生栄町 287

大路 栄二 7

大路 新屋敷第二 323

大路 エルティ 140

大路 デリード草津駅前 62

大路 マーメイドシティ草津 207

大路 伽羅コート 75

大路 ＴＯＷＥＲ・１１１自治会 261

大路 アウルコート大路自治会 25

大路 伽羅ガーデンスクエア 279

大路 西大路第一 545

大路 西大路第三 500

大路 シャルマンコーポ草津 292



大路 ファミールハイツ草津 440

大路 ユニハイム草津ユトリオ自治会 290

大路 若竹本町 330

大路 プレサンスロジェ草津 239

学区計 5,250

渋川 渋川南 359

渋川 渋川中町 111

渋川 北町第一 151

渋川 北町第二 110

渋川 北町第三 270

渋川 北町第四 245

渋川 北町第五 270

渋川 ユニハイム草津 78

渋川 みらいまち草津 217

渋川 中出第一 607

渋川 中出第二 143

渋川 中出第三 401

渋川 中出第四 238

渋川 中出第五 341

渋川 渋川中町第二 125

渋川 渋川南三 240

渋川 渋川南二 325

学区計 4,231

矢倉 矢倉町 1,802

矢倉 室木町 198

矢倉 東室木町 274

矢倉 中尾町 19

矢倉 玄甫町 275

矢倉 玄甫団地 30

矢倉 馬池町自治会 660

矢倉 大塚団地 393

矢倉 矢倉団地 88

矢倉 グランドール南草津 138

矢倉 草津みらい町 30

矢倉 南草津ピースタウン 116

矢倉 医大宿舎 60

矢倉 教職員住宅 17

学区計 4,100

老上 野路町川ノ下 1,250

老上 野路下北池 250



老上 アメニティ南草津Ⅱ 48

老上 南草津西 68

老上 南笠町 260

老上 湖州平自治会 378

老上 南草津団地自治会 262

老上 大町 31

学区計 2,547

老上西 鳩が森町 173

老上西 新浜町 296

老上西 東新浜町 105

老上西 ベルヴィタウン新浜 48

老上西 南新浜自治会 45

老上西 リバーサイド新浜町 20

老上西 新浜町四ノ坪 40

老上西 ベルヴィ東新浜町 33

老上西 ヴァンデュール南草津・新浜自治会 38

老上西 矢橋東 77

老上西 矢橋町自治会 463

老上西 よし池町 100

老上西 花ノ木 24

老上西 ヴィア・プレッソ自治会 207

老上西 ベルヴィ矢橋 75

老上西 矢橋殿坪 28

老上西 橋岡町自治会 721

老上西 中林自治会 115

老上西 開華 234

学区計 2,842

玉川 野路町 10,446

玉川 野路小林町 235

玉川 桜ヶ丘 730

玉川 ローレルコート南草津 170

学区計 11,581

南笠東 新南笠町 210

南笠東 滋賀医科大学南笠 55

南笠東 東南笠 236

南笠東 笠山町 3,949

南笠東 狼川町 691

南笠東 南笠ニュータウン 137

南笠東 滋賀医科大学看護師宿舎 150

学区計 5,428



山田 北山田町 383

山田 五条 112

山田 山田町 142

山田 南山田町 214

山田 南山田町岡 58

山田 南山田町不動浜 94

山田 南山田団地 55

山田 木川町 320

山田 木川町出屋敷 217

山田 木川町新田 375

山田 陽ノ丘団地 125

山田 三ツ池町 80

山田 出屋敷団地 153

山田 御倉町 58

学区計 2,386

笠縫 上笠町第一 226

笠縫 上笠町第二 175

笠縫 上笠町第三 505

笠縫 上笠町第四 465

笠縫 上笠町第五 152

笠縫 上笠町第六 163

笠縫 野村・上笠ＮＴ 61

笠縫 野村西町 283

笠縫 野村南町 325

笠縫 丸ノ内町 112

笠縫 野村中央町 205

笠縫 下笠町馬場 45

笠縫 下笠町下出 104

笠縫 下笠町井之元 44

笠縫 下笠町市場 47

笠縫 下笠町北出 63

笠縫 下笠町南出 63

笠縫 下笠町小屋場 112

笠縫 下笠町浜 36

笠縫 下笠町松原 206

笠縫 下笠町寺内 38

笠縫 松陽台 91

笠縫 ０・Ｈプラザ草津 194

笠縫 笠縫団地 130

笠縫 下笠ニュータウン 45



笠縫 ユートピアタウン下笠 27

学区計 3,917

笠縫東 野村町 1,107

笠縫東 草津グリーンハイツ北 188

笠縫東 草津グリーンハイツ南 194

笠縫東 平井東町 265

笠縫東 平井南 308

笠縫東 平井中町 266

笠縫東 平井西町自治会 223

笠縫東 平井元町 160

笠縫東 平井北町 200

笠縫東 ディオフェルティ草津 128

笠縫東 川原町自治会 282

笠縫東 駒井沢町自治会 338

笠縫東 新堂町 77

笠縫東 集町 99

笠縫東 野村町むつみ 6

笠縫東 疋田マンション 37

学区計 3,878

常盤 片岡町 121

常盤 下寺町 54

常盤 下寺町津田江 46

常盤 下物町 140

常盤 芦浦町東 63

常盤 芦浦町自治会 101

常盤 長束町 43

常盤 上寺町 65

常盤 穴村町 136

常盤 北大萱町 73

常盤 志那町 125

常盤 志那町吉田 92

常盤 志那中町自治会 160

常盤 常盤団地自治会 42

常盤 片岡東自治会 47

常盤 ホープタウン芦浦 54

学区計 1,362

合計 57,818


