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ガス提供エリア 
関電ガス「なっトクプランＯ」は、びわ湖ブルーエナジーの 

都市ガス供給エリアでご利用になれます。 
 
 （読み方） （町名） 

ア アオヤマ 青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、青山七丁目、青山八丁目 

アカオチョウ 赤尾町 

アカネチョウ あかね町 

アキバダイ 秋葉台 

アサヒ 朝日一丁目、朝日二丁目 

アサヒガオカ 朝日が丘一丁目、朝日が丘二丁目 

アノウ 穴太一丁目、穴太二丁目、穴太三丁目 

アラカワ 荒川 

アワヅチョウ 粟津町 

イ イカダチカミザイジチョウ 伊香立上在地町 

イカダチカミリュウゲチョウ 伊香立上龍華町 

イカダチキタザイジチョウ 伊香立北在地町 

イカダチシモザイジチョウ 伊香立下在地町 

イカダチシモリュウゲチョウ 伊香立下龍華町 

イカダチトチュウチョウ 伊香立途中町 

イカダチナマヅチョウ 伊香立生津町 

イカダチミナミシヨウチョウ 伊香立南庄町 

イカダチムカイザイジチョウ 伊香立向在地町 

イケノサト 池の里 

イシズエ 石居一丁目、石居二丁目、石居三丁目 

イシバ 石場 

イシヤマウチハタチョウ 石山内畑町 

イシヤマセンチョウ 石山千町 

イシヤマソトハタチョウ 石山外畑町 

イシヤマデラ 石山寺一丁目、石山寺二丁目、石山寺三丁目、石山寺四丁目、石山寺五丁目 

イシヤマテラベチョウ 石山寺辺町 

イシヤマナンゴウチョウ 石山南郷町 

イシヤマヒラツチョウ 石山平津町 

イチリヤマ 
一里山一丁目、一里山二丁目、一里山三丁目、一里山四丁目、一里山五丁目、一里山六丁目、 

一里山七丁目 

イナヅ 稲津一丁目、稲津二丁目、稲津三丁目、稲津四丁目、稲津五丁目 

イナバダイ 稲葉台 

イマカタタ 今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目 
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 （読み方） （町名） 

ウ ウチデハマ 打出浜 

ウメバヤシ 梅林一丁目、梅林二丁目 

エ エダ 枝一丁目、枝二丁目、枝三丁目、枝四丁目 

オ オイワケチョウ 追分町 

オウサカ 逢坂一丁目、逢坂二丁目 

オウジガオカ 皇子が丘一丁目、皇子が丘二丁目、皇子が丘三丁目 

オオイシオダワラ 大石小田原一丁目、大石小田原二丁目、大石小田原町 

オオイシソツカ 大石曽束一丁目、大石曽束二丁目、大石曽束三丁目、大石曽束四丁目、大石曽束五丁目、 

オオイシツカチョウ 大石曽束町 

オオイシトミカワ 大石富川一丁目、大石富川二丁目、大石富川三丁目、大石富川四丁目、大石富川町 

オオイシナカ 
大石中一丁目、大石中二丁目、大石中三丁目、大石中四丁目、大石中五丁目、大石中六丁目、 

大石中七丁目、大石中町 

オオイシヒガシ 
大石東一丁目、大石東二丁目、大石東三丁目、大石東四丁目、大石東五丁目、大石東六丁目、 

大石東七丁目 

オオイシヒガシチョウ 大石東町 

オオイシヨド 大石淀一丁目、大石淀二丁目、大石淀三丁目 

オオイシヨドチョウ 大石淀町 

オオイシリユウモン 
大石龍門一丁目、大石龍門二丁目、大石龍門三丁目、大石龍門四丁目、大石龍門五丁目、 

大石龍門六丁目 

オオイシリユウモンチョウ 大石龍門町 

オオエ 
大江一丁目、大江二丁目、大江三丁目、大江四丁目、大江五丁目、大江六丁目、大江七丁目、 

大江八丁目 

オオガヤ 大萱一丁目、大萱二丁目、大萱三丁目、大萱四丁目、大萱五丁目、大萱六丁目、大萱七丁目 

オオギ 仰木一丁目、仰木二丁目、仰木三丁目、仰木四丁目、仰木五丁目、仰木六丁目、仰木七丁目、 

オオギチョウ 仰木町 

オオギノサト 
仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目、仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、 

仰木の里六丁目、仰木の里七丁目 

オオギノサトヒガシ 
仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目、 

仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目 

オオタニチョウ 大谷町 

オオドリイ 大鳥居 

オオヒラ 大平一丁目、大平二丁目 

オゴト 雄琴一丁目、雄琴二丁目、雄琴三丁目、雄琴四丁目、雄琴五丁目、雄琴六丁目 

オゴトキタ 雄琴北一丁目、雄琴北二丁目 

オトワダイ 音羽台 

オノ 小野 

オバナガワ 尾花川 

オンジョウジチョウ 園城寺町 
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 （読み方） （町名） 

カ カガミガハマ 鏡が浜 

カスガチョウ 春日町 

カタタ 堅田一丁目、堅田二丁目 

カツラガワメノキ 葛川梅ノ木町 

カツラガワキドグチ 葛川木戸口町 

カツラガワサカシタ 葛川坂下町 

カツラガワナカムラ 葛川中村町 

カツラガワヌクイ 葛川貫井町 

カツラガワボウムラ 葛川坊村町 

カツラガワホソカワ 葛川細川町 

カツラガワマチイ 葛川町居町 

カミタナカミオオドリイ 上田上大鳥居町 

カミタナカキリュウ 上田上桐生町 

カミタナカミシバハラ 上田上芝原町 

カミタナカミシンメ 上田上新免町 

カミタナカミドウ 上田上堂町 

カミタナカミナカノ 上田上中野町 

カミタナヒラノ 上田上平野町 

カミタナマキ 上田上牧町 

カミデヒラキマチ 神出開町 

カヤノウラ 萱野浦 

カラサキ 唐崎一丁目、唐崎二丁目、唐崎三丁目、唐崎四丁目 

カラハシチョウ 唐橋町 

カンガク 勧学一丁目、勧学二丁目 

カンノンジ 観音寺 

キ キタオオジ 北大路一丁目、北大路二丁目、北大路三丁目 

キタコマツ 北小松 

キタヒラ 北比良 

キド 木戸 

キヌガワ 衣川一丁目、衣川二丁目、衣川三丁目 

キノシタチョウ 木下町 

キョウマチ 京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、京町四丁目 

キリュウ 桐生一丁目、桐生二丁目、桐生三丁目 

ク クリバヤシチョウ 栗林町 

クリハラ 栗原 

クロヅ 黒津一丁目、黒津二丁目、黒津三丁目、黒津四丁目、黒津五丁目 

コ コウヨウチョウ 向陽町 

コクブ 国分一丁目、国分二丁目 

コジョウガオカ 湖城が丘 



 （読み方） （町名） 

コ コセイ 湖青一丁目、湖青二丁目 

コゼキチョウ 小関町 

ゴテンハマ 御殿浜 

コノオカチョウ 木の岡町 

ゴリョウチョウ 御陵町 

サ サイガワ 際川一丁目、際川二丁目、際川三丁目、際川四丁目 

サカエマチ 栄町 

サガミチョウ 相模町 

サカモト 
坂本一丁目、坂本二丁目、坂本三丁目、坂本四丁目、坂本五丁目、坂本六丁目、坂本七丁目、 

坂本八丁目 

サカモトアノウ 坂本穴太町 

サカモトホンマチ 坂本本町 

サクラノチョウ 桜野町一丁目、桜野町二丁目 

サト 里一丁目、里二丁目、里三丁目、里四丁目、里五丁目、里六丁目、里七丁目 

サンダイジ 三大寺 

シ シガサト 滋賀里一丁目、滋賀里二丁目、滋賀里三丁目、滋賀里四丁目 

シガサトチョウ 滋賀里町 

シガサトチョウオツ 滋賀里町乙 

シガサトチョウコウ 滋賀里町甲 

シバハラ 芝原一丁目、芝原二丁目 

シマノセキ 島の関 

シモサカモト 下阪本一丁目、下阪本二丁目、下阪本三丁目、下阪本四丁目、下阪本五丁目、下阪本六丁目 

ショウヨウ 松陽一丁目、松陽二丁目、松陽三丁目、松陽四丁目 

ショウワチョウ 昭和町 

ジングウチョウ 神宮町 

シンメ 新免一丁目、新免二丁目 

ジンリョウ 神領一丁目、神領二丁目、神領三丁目、神領四丁目、神領五丁目 

ス スイメイ 水明一丁目、水明二丁目 

スエヒロチョウ 末広町 

スギウラチョウ 杉浦町 

セ セイフウチョウ 清風町 

セイラン 晴嵐一丁目、晴嵐二丁目 

セイワチョウ 清和町 

セキノツ 関津一丁目、関津二丁目、関津三丁目、関津四丁目、関津五丁目、関津六丁目 

ゼゼ 膳所一丁目、膳所二丁目 

ゼゼイケノウチチョウ 膳所池ノ内町 

ゼゼカミベッポチョウ 膳所上別保町 

ゼゼヒバリガオカチョウ 膳所雲雀丘町 
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 （読み方） （町名） 

セ ゼゼヒラオチョウ 膳所平尾町 

セタ 瀬田一丁目、瀬田二丁目、瀬田三丁目、瀬田四丁目、瀬田五丁目、瀬田六丁目 

セタオオエチョウ 瀬田大江町 

セタジンリョウチョウ 瀬田神領町 

セタツキノワチョウ 瀬田月輪町 

セタハシモトチョウ 瀬田橋本町 

セタミナミオオガヤチョウ 瀬田南大萱町 

センゴクダイ 千石台 

センチョウ 千町一丁目、千町二丁目、千町三丁目、千町四丁目 

ソ ソノヤマ 園山一丁目、園山二丁目、園山三丁目 

タ タイシ 太子一丁目、太子二丁目 

タイショウグン 大将軍一丁目、大将軍二丁目、大将軍三丁目 

ダイモツ 大物 

ダイモンドオリ 大門通 

タカサゴチョウ 高砂町 

タツガオカ 竜が丘 

タナカミイシズエ 田上石居町 

タナカミイナヅ 田上稲津町 

タナカミサト 田上里町 

タナカミセキツノ 田上関津町 

タナカミハグリ 田上羽栗町 

タナカミモリ 田上森町 

タナベチョウ 田辺町 

タマノウラ 玉野浦 

チ チノ 千野一丁目、千野二丁目、千野三丁目 

チャガサキ 茶が崎 

チャドマチ 茶戸町 

チュウオウ 中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目 

ツ ツキノワ 月輪一丁目、月輪二丁目、月輪三丁目、月輪四丁目、月輪五丁目 

ツルノサト 鶴の里 

ト ドウ 堂一丁目、堂二丁目 

トリイガワチョウ 鳥居川町 

ナ ナカショウ 中庄一丁目、中庄二丁目 

ナカノ 中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目 

ナガラ 長等一丁目、長等二丁目、長等三丁目 

ナンゴウ 南郷一丁目、南郷二丁目、南郷三丁目、南郷四丁目、南郷五丁目、南郷六丁目 

ナンゴウカミヤマチョウ 南郷上山町 
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 （読み方） （町名） 

ニ ニオノハマ におの浜一丁目、におの浜二丁目、におの浜三丁目、におの浜四丁目 

ニシコオリ 錦織一丁目、錦織二丁目、錦織三丁目 

ニシコオリチョウ 錦織町 

ニシノショウ 西の庄 

ニホンマツ 二本松 

ノ ノウカ 苗鹿一丁目、苗鹿二丁目、苗鹿三丁目 

ノゴウハラ 野郷原一丁目、野郷原二丁目 

ハ ハグリ 羽栗一丁目、羽栗二丁目、羽栗三丁目 

ハスイケチョウ 蓮池町 

ハチヤド 八屋戸 

ハナゾノチョウ 花園町 

ハマオオツ 浜大津一丁目、浜大津二丁目、浜大津三丁目、浜大津四丁目、浜大津五丁目 

ハママチ 浜町 

バンバ 馬場一丁目、馬場二丁目、馬場三丁目 

バンバミナミ 馬場南町 

ヒ ヒエイダイラ 比叡平一丁目、比叡平二丁目、比叡平三丁目 

ヒエイツジ 比叡辻一丁目、比叡辻二丁目 

ヒカリガオカチョウ 光が丘町 

ヒヨシダイ 日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、日吉台四丁目 

ヒラツ 平津一丁目、平津二丁目 

ヒラノ 平野一丁目、平野二丁目、平野三丁目 

フ フジオオクマチ 藤尾奥町 

フジミダイ 富士見台 

フダノツジ 札の辻 

ヘ ベッポ 別保一丁目、別保二丁目、別保三丁目 

ホ ホタルダニ 螢谷 

ホンカタタ 本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目、本堅田六丁目 

ホンマルチョウ 本丸町 

マ マキ 牧一丁目、牧二丁目、牧三丁目 

マツガオカ 
松が丘一丁目、松が丘二丁目、松が丘三丁目、松が丘四丁目、松が丘五丁目、松が丘六丁目、 

松が丘七丁目 

マツバラチョウ 松原町 

マツモト 松本一丁目、松本二丁目 

マツモトモトミヤ 松本本宮町 

マツヤマチョウ 松山町 

マノ 真野一丁目、真野二丁目、真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目 

マノイエダチョウ 真野家田町 

マノオオノ 真野大野一丁目、真野大野二丁目 

マノサガワチョウ 真野佐川町 
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 （読み方） （町名） 

マ マノタニグチチョウ 真野谷口町 

マノフモン 真野普門一丁目、真野普門二丁目、真野普門三丁目 

マノフモンチョウ 真野普門町 

マルノウチチョウ 丸の内町 

ミ ミイデラチョウ 三井寺町 

ミサキチョウ 美崎町 

ミセ 見世一丁目、見世二丁目 

ミソラチョウ 美空町 

ミドリチョウ 緑町 

ミナミコマツ 南小松 

ミナミシガ 南志賀一丁目、南志賀二丁目、南志賀三丁目、南志賀四丁目 

ミナミシガチョウ 南滋賀町 

ミナミヒラ 南比良 

ミナミフナジ 南船路 

ミユキチョウ 御幸町 

モ モトミヤ 本宮一丁目、本宮二丁目 

モリ 森一丁目、森二丁目、森三丁目 

ヤ ヤナガサキ 柳が崎 

ヤナガワ 柳川一丁目、柳川二丁目 

ヤマガミチョウ 山上町 

ヤマナカ 山中町 

ヤマユリノオカ 山百合の丘 

ヤヨイチョウ 弥生町 

ユ ユミハマ 由美浜 

ヨ ヨウメイチョウ 陽明町 

ヨコギ 横木一丁目、横木二丁目 

ワ ワカバダイ 若葉台 

ワニイマジュク 和邇今宿 

ワニタカシロ 和邇春日一丁目、和邇春日二丁目、和邇春日三丁目 

ワニキタハマ 和邇北浜 

ワニタカシロ 和邇高城 

ワニナカ 和邇中 

ワニナカハマ 和邇中浜 

ワニミナミハマ 和邇南浜 

 




