
＜別表＞団地別事業実施計画（案）
〔凡例〕

集約建替
(非現地建替
え含む)

集約廃止

大阪市 東三国２丁目【借上】 中層・高層 H6 〜 H14 -
大阪市 ⽠破⻄ 高層 H10 〜 H27 移管予定
豊中市 庄内⻄ 中層 S50 〜 S55 再編・整備 継続
豊中市 庄内北 中層 S51 〜 S51 再編・整備 継続
豊中市 新千里北 中層 S40 〜 S41 再編・整備 ○ 継続
豊中市 新千里東 中層 S40 〜 S40 再編・整備 継続
豊中市 新千里南 中層 S42 〜 S43 再編・整備 継続
豊中市 桜塚 中層 S44 〜 S47 再編・整備 ○
豊中市 庄内 中層 S46 〜 S47 再編・整備
豊中市 ⻄緑丘 中層 S48 〜 S48 再編・整備 ○
豊中市 豊中豊南 中層 S55 〜 S57 再編・整備
豊中市 豊中島江 中層・高層 S56 〜 S60 機能向上 継続
豊中市 豊中上津島 中層 S57 〜 S60 機能向上 継続
豊中市 豊中春日 中層 S56 〜 S62 機能向上 継続
豊中市 豊中服部本町 高層 H6 〜 H6 維持保全
豊中市 豊中上新田 高層 H7 〜 H7 維持保全
豊中市 豊中新千里東 高層 H20 〜 維持保全
豊中市 豊中新千里南 高層 H29 〜 維持保全
豊中市 豊中新千里北 高層 H28 〜 維持保全
池田市 池田伏尾台 中層 S56 〜 S56 移管予定
池田市 池田城南 高層 H23 〜 H23 移管予定
箕面市 箕面 中層 S28 〜 S28 再編・整備 ○
箕面市 箕面桜 中層 S62 〜 S62 機能向上
吹田市 岸部第１ 高層 S44 〜 S44 再編・整備
吹田市 吹⽥⼭⽥⻄ 中層・高層 S54 〜 S55 再編・整備
吹田市 吹⽥⼭⽥⻄第２ 中層 S59 〜 S59 再編・整備
吹田市 吹田岸部 中層 S61 〜 S61 機能向上
吹田市 吹田川園 中層・高層 H2 〜 H6 機能向上
吹田市 千里佐竹台 中層 H2 〜 H4 機能向上 継続
吹田市 千里高野台 中層・高層 S62 〜 H5 機能向上
吹田市 千里古江台 中層・高層 S38 〜 H15 再編・整備 ○
吹田市 千⾥⻘⼭台 中層 S39 〜 S39 再編・整備
吹田市 千里桃山台 中層 S41 〜 S42 再編・整備 ○ 継続
吹田市 吹田佐竹台 中層・高層 H19 〜 R1 維持保全
吹田市 吹田高野台 高層 H25 〜 H29 維持保全
吹田市 吹田藤白台 高層 H21 〜 H27 維持保全
吹田市 吹田古江台 高層 H20 〜 H29 維持保全
吹田市 吹田竹見台 高層 H22 〜 H25 維持保全
茨木市 茨木郡山 中層 S45 〜 S45 再編・整備 ○
茨木市 茨木安威 中層 S47 〜 S48 再編・整備 ○
茨木市 茨木松ケ本 高層 S55 〜 S55 再編・整備
茨木市 茨木玉水 中層 S60 〜 H2 機能向上 継続

建設年度
事業方針
類型

○ ：本計画において新たに事業候補に位置付ける団地
継続：前計画以前に事業候補に位置付けた団地で、引き続き、事業を実施する団地
〔注〕
「集約建替」にあたっては、現地での建替えのほか、周辺の他団地との統廃合等による非現地での建替えを行う場合があります。

再編・整備
耐震化等の
ための建替

え
中層EV設置

本計画期間（R3〜R12）内の事業

市町村 団地名 構造



集約建替
(非現地建替
え含む)

集約廃止
建設年度

事業方針
類型

再編・整備
耐震化等の
ための建替

え
中層EV設置

本計画期間（R3〜R12）内の事業

市町村 団地名 構造

茨木市 茨木東奈良 中層 S61 〜 H10 機能向上 継続
茨木市 茨木玉櫛 中層・高層 H3 〜 H18 機能向上 継続
茨木市 茨木三島丘 中層・高層 H7 〜 H14 機能向上
茨木市 茨⽊⻄福井 高層 H13 〜 H20 維持保全
摂津市 摂津南別府 高層 S46 〜 S47 再編・整備
摂津市 摂津味生 中層 S50 〜 S50 再編・整備
摂津市 摂津正雀 中層・高層 S62 〜 H1 機能向上 継続
摂津市 摂津⿃飼⻄ 中層・高層 H6 〜 H6 機能向上
高槻市 高槻芝生 中層・高層 S63 〜 H19 機能向上 継続
高槻市 高槻下田部 中層 S43 〜 S44 再編・整備 ○
高槻市 高槻柱本 中層 S46 〜 S46 再編・整備 ○
高槻市 高槻氷室 中層 S48 〜 S48 再編・整備 ○
高槻市 高槻赤大路 中層 S54 〜 S57 再編・整備
高槻市 高槻五領 中層 S58 〜 S62 機能向上 継続
高槻市 高槻沢良木 中層 S61 〜 H2 機能向上 継続
高槻市 高槻栄町 中層 S61 〜 S61 機能向上
高槻市 高槻城東 中層 H1 〜 H3 機能向上
高槻市 高槻天川 中層・高層 H4 〜 H10 機能向上
高槻市 高槻津之江 中層 H5 〜 H7 機能向上
高槻市 高槻深沢 中層・高層 H14 〜 H21 維持保全
高槻市 高槻八丁畷 中層 H23 〜 H23 維持保全
島本町 島本江川 中層 S59 〜 H2 機能向上 継続
東大阪市 東鴻池 中層 S48 〜 S48 再編・整備 継続
東大阪市 東鴻池第２ 高層 S51 〜 S51 再編・整備
東大阪市 東大阪加納 中層 S57 〜 S58 再編・整備
東大阪市 大東朋来 中層 S57 〜 S57 再編・整備 継続
東大阪市 東大阪稲田 中層 S61 〜 H5 機能向上 継続
東大阪市 東大阪鴻池 中層・高層 S61 〜 H5 機能向上 継続
東大阪市 東大阪吉田 中層・高層 S63 〜 H1 機能向上
東大阪市 東大阪春宮 高層 H3 〜 H7 維持保全
東大阪市 東大阪島之内 中層・高層 H9 〜 H18 維持保全
東大阪市 東大阪玉串 中層・高層 H11 〜 H13 維持保全
東大阪市 東大阪中鴻池 高層 H14 〜 H25 維持保全
東大阪市 東大阪新上小阪 高層 H13 〜 H19 維持保全
枚方市 牧野北 中層 S43 〜 S43 再編・整備 ○
枚方市 村野 中層 S43 〜 S43 再編・整備 ○
枚方市 枚方田ノ口 中層 S43 〜 S49 再編・整備 ○
枚方市 枚方招提 中層 S46 〜 S56 再編・整備 ○
枚方市 枚方高田 中層 S48 〜 S55 再編・整備 ○
枚方市 枚方招提第２ 中層・高層 S50 〜 S50 再編・整備 継続
枚方市 枚方津田第２ 中層 S49 〜 S50 再編・整備 継続
枚方市 枚方樋之上 高層 S51 〜 S51 再編・整備
枚方市 枚方藤阪中 中層 S63 〜 H2 機能向上 継続
枚方市 枚方交北 高層 H3 〜 H3 維持保全
枚方市 枚方三栗 中層・高層 H5 〜 H18 機能向上
枚方市 枚方船橋 中層・高層 H6 〜 H11 機能向上
枚方市 枚方上之町 中層 H12 〜 H12 維持保全
枚方市 枚方東牧野 中層・高層 H11 〜 H23 維持保全



集約建替
(非現地建替
え含む)

集約廃止
建設年度

事業方針
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枚方市 枚方牧野 高層 H13 〜 H13 維持保全
枚方市 枚方津田山手 中層 H14 〜 H14 維持保全
枚方市 枚方禁野本町 高層 H16 〜 H16 維持保全
枚方市 枚方交北第２ 高層 H25 〜 H25 維持保全
枚方市 枚方牧野北 高層 H25 〜 H28 維持保全
枚方市 枚方片鉾 中層 H1 〜 H2 機能向上
寝屋川市 寝屋川三井 中層 S45 〜 S45 再編・整備
寝屋川市 寝屋川秦 中層 S45 〜 S45 再編・整備 継続
寝屋川市 寝屋川打上 低層・中層・高層 S48 〜 S48 再編・整備 ○
寝屋川市 寝屋川点野 中層 S48 〜 S49 再編・整備 継続
寝屋川市 寝屋川仁和寺 中層 S48 〜 S50 再編・整備 継続
寝屋川市 寝屋川中木田 高層 S48 〜 S48 再編・整備
寝屋川市 寝屋川寝屋 中層 S52 〜 S53 再編・整備
寝屋川市 寝屋川河北 中層・高層 S52 〜 S52 再編・整備
寝屋川市 寝屋川大利 中層 S58 〜 S58 再編・整備
寝屋川市 寝屋川香里 中層 S58 〜 S60 機能向上
寝屋川市 寝屋川成田東 中層 S58 〜 S61 機能向上
寝屋川市 寝屋川春日 中層・高層 S63 〜 H6 機能向上
寝屋川市 寝屋川池田 中層・高層 S63 〜 H8 機能向上
寝屋川市 寝屋川高柳 中層・高層 H1 〜 H5 機能向上 継続
寝屋川市 寝屋川御幸⻄ 中層・高層 H4 〜 H14 機能向上
寝屋川市 寝屋川萱島東 高層 H8 〜 H12 維持保全
交野市 交野梅ヶ枝 中層 S42 〜 S42 再編・整備 ○
交野市 交野松塚 中層 S43 〜 S44 再編・整備 ○
交野市 交野藤ヶ尾 中層 S46 〜 S46 再編・整備 ○
交野市 交野星田 中層・高層 H4 〜 H4 機能向上
交野市 交野梅が枝第２ 高層 H14 〜 H16 維持保全
守口市 守口佐太中 高層 S46 〜 S46 再編・整備
守口市 守口錦通 高層 S49 〜 S49 再編・整備
守口市 守口淀江 中層 S54 〜 S57 再編・整備
守口市 守口金田南 中層 S55 〜 S60 機能向上 継続
守口市 守口藤田 中層 S58 〜 S60 機能向上 継続
守口市 守口八雲北 中層 S59 〜 S62 機能向上
守口市 守口金田北 中層 S60 〜 S62 機能向上
守口市 守口佐太東 高層 H12 〜 H12 維持保全
守口市 守口寺方 高層 H23 〜 H23 維持保全
門真市 門真下馬伏 中層・高層 S49 〜 S49 移管予定 継続
門真市 門真北岸和田 中層 S52 〜 S52 移管予定 継続
門真市 門真三ツ島 中層・高層 S52 〜 S53 移管予定 継続
門真市 門真北島 中層 S54 〜 S54 移管予定 継続
門真市 門真古川橋 中層 S57 〜 S57 移管予定
門真市 門真御堂 中層・高層 H8 〜 H11 移管予定
門真市 門真上島 高層 H12 〜 H12 移管予定
四條畷市 清滝 中層 S45 〜 S45 再編・整備 継続
大東市 大東寺川 高層 S48 〜 S48 移管予定
大東市 大東朋来 中層・高層 S50 〜 S63 移管予定 継続
大東市 ペア大東朋来 中層 S60 〜 S60 移管予定
大東市 大東南郷 中層 S62 〜 S63 移管予定
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大東市 大東北新町 中層・高層 S60 〜 H8 移管予定
大東市 大東末広 中層・高層 H7 〜 H10 移管予定
八尾市 八尾高砂 中層 S40 〜 S41 再編・整備 ○
八尾市 北山本 中層 S44 〜 S44 再編・整備 継続
八尾市 久宝寺 中層・高層 S45 〜 S46 再編・整備
八尾市 八尾二俣 高層 S48 〜 S48 再編・整備
八尾市 八尾北久宝寺 高層 S50 〜 S50 再編・整備
八尾市 八尾緑ヶ丘 中層・高層 S56 〜 H5 機能向上 継続
八尾市 八尾志紀 中層・高層 S57 〜 H13 機能向上 継続
八尾市 ⼋尾⻄⼭本 中層 S63 〜 S63 機能向上 継続
八尾市 八尾山本 中層 H8 〜 H8 維持保全
八尾市 八尾植松 高層 H17 〜 H22 維持保全
藤井寺市 藤井寺道明寺 中層・高層 H1 〜 H8 機能向上 継続
藤井寺市 藤井寺⼩⼭⻄ 高層 H8 〜 H8 機能向上
藤井寺市 藤井寺川北 中層・高層 H8 〜 H9 維持保全
藤井寺市 藤井寺大井 高層 H9 〜 H9 維持保全
藤井寺市 藤井寺小山藤美 高層 H13 〜 H13 維持保全
松原市 松原一津屋 高層 S46 〜 H28 再編・整備 ○
松原市 松原立部 中層・高層 S45 〜 S48 再編・整備 ○
松原市 松原天美 中層 S57 〜 S60 機能向上 継続
松原市 松原岡 高層 H4 〜 H4 機能向上
松原市 松原上田 高層 H12 〜 H14 維持保全
羽曳野市 古市 低層 S40 〜 S40 再編・整備 継続
羽曳野市 羽曳野城山 中層 S61 〜 S61 機能向上
羽曳野市 羽曳野高鷲 中層・高層 H3 〜 H6 機能向上 継続
羽曳野市 羽曳野翠鳥園 中層 H5 〜 H7 機能向上
羽曳野市 羽曳野碓井 中層・高層 H5 〜 H7 機能向上
羽曳野市 羽曳野野々上 中層・高層 H8 〜 H12 維持保全
羽曳野市 羽曳野古市 中層 H28 〜 維持保全
富田林市 楠風台 中層 S44 〜 S44 再編・整備 継続
富田林市 富⽥林⻄ 中層 S51 〜 S51 再編・整備 ○
富田林市 富田林板持 中層 S61 〜 H3 機能向上 継続
富田林市 富田林双葉 中層 S62 〜 S62 機能向上
富田林市 富田林錦ヶ丘 中層・高層 H3 〜 H6 機能向上
富田林市 富田林清水 中層・高層 H6 〜 H13 機能向上
富田林市 富田林緑ヶ丘 高層 H7 〜 H11 機能向上
富田林市 富田林楠 高層 H15 〜 H22 維持保全
河内⻑野市 千代田台 中層 S41 〜 S41 再編・整備 ○
河内⻑野市 貴望ヶ丘 中層 S43 〜 S43 再編・整備 継続 継続
河内⻑野市 河内⻑野三⽇市 中層 S49 〜 S49 再編・整備 ○
河内⻑野市 河内⻑野⽊⼾ 中層・高層 S63 〜 H8 機能向上 継続
河内⻑野市 河内⻑野楠 中層・高層 H5 〜 H5 機能向上
河内⻑野市 河内⻑野千代⽥台 高層 H15 〜 H15 維持保全
柏原市 柏原河原 高層 S47 〜 S47 再編・整備
柏原市 柏原旭ヶ丘 中層 S49 〜 S49 再編・整備 ○
柏原市 柏原円明 中層 S54 〜 S54 再編・整備
柏原市 柏原芝山 中層 S55 〜 S55 再編・整備
大阪狭山市 狭山 中層 S44 〜 S45 再編・整備 ○
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堺市 浅香山 中層・高層 S51 〜 S62 機能向上 継続
堺市 八田荘 中層 S41 〜 S43 再編・整備 ○ 継続
堺市 金岡東第３ 中層 S40 〜 S41 再編・整備 ○
堺市 金岡東第５ 中層 S42 〜 S42 再編・整備 継続
堺市 金岡東第６ 中層 S43 〜 S43 再編・整備 ○
堺市 ⼋⽥⻄町 中層 S45 〜 S45 再編・整備 ○
堺市 深井沢町 中層 S45 〜 S45 再編・整備 ○
堺市 堺高松 中層 S45 〜 S45 再編・整備 ○
堺市 堺戎島 高層 S45 〜 S46 再編・整備
堺市 百舌鳥梅町 高層 S45 〜 S45 再編・整備
堺市 金岡南 高層 S46 〜 S46 再編・整備
堺市 深井中町 高層 S46 〜 S46 再編・整備
堺市 堺草部 中層 S48 〜 S48 再編・整備 ○
堺市 堺白鷺東 高層 S50 〜 S50 再編・整備
堺市 堺浜寺 中層 S60 〜 S61 機能向上
堺市 堺福田 中層 S62 〜 H5 機能向上
堺市 堺大美野 中層 H2 〜 H2 機能向上 継続
堺市 堺東陶器 中層 H2 〜 H4 機能向上 継続
堺市 堺寺地 高層 H9 〜 H9 維持保全
堺市 堺南⻑尾 高層 H22 〜 H24 維持保全
堺市 堺大浜南町 高層 H17 〜 H17 維持保全
堺市 堺新金岡２丁３番 高層 H22 〜 H28 維持保全
堺市 堺新金岡２丁６番 高層 H22 〜 H28 維持保全
堺市 堺新金岡３丁８番 高層 H22 〜 H26 維持保全
堺市 堺新金岡４丁５番 高層 H26 〜 維持保全
堺市 堺宮園 高層 H28 〜 維持保全
堺市 宮山台第１ 中層 S42 〜 S46 再編・整備 ○
堺市 宮山台第２ 中層 S42 〜 S42 再編・整備 継続
堺市 宮山台第４ 中層 S41 〜 S44 再編・整備 ○ 継続
堺市 高倉台第１ 高層 S47 〜 S47 再編・整備
堺市 高倉台第３ 中層・高層 S45 〜 S46 再編・整備 継続
堺市 高倉台第４ 中層 S45 〜 S45 再編・整備 継続 継続
堺市 高倉台センター 高層 S46 〜 S46 再編・整備 継続
堺市 竹城台第３ 中層 S42 〜 S42 再編・整備 ○
堺市 竹城台第４ 中層 S42 〜 S42 再編・整備 ○
堺市 若松台第１ 中層 S43 〜 S51 再編・整備 ○
堺市 若松台第２ 中層 S43 〜 S47 再編・整備 ○
堺市 三原台第１ 中層 S44 〜 S45 再編・整備 継続
堺市 晴美台第３ 中層 S46 〜 S46 再編・整備
堺市 晴美台第４ 中層・高層 S46 〜 S46 再編・整備 継続
堺市 槇塚台第１ 中層・高層 S46 〜 S46 再編・整備 ○ 継続 継続
堺市 桃山台１丁 中層 S46 〜 S46 再編・整備 ○
堺市 桃山台２丁 中層 S46 〜 S46 再編・整備 ○
堺市 桃山台３丁 高層 S46 〜 S49 再編・整備
堺市 原山台３丁 中層・高層 S47 〜 S47 再編・整備 継続
堺市 原山台５丁 中層・高層 S47 〜 S48 再編・整備 継続
堺市 原山台５丁第２ 高層 S49 〜 S49 再編・整備
堺市 庭代台２丁 中層 S47 〜 S47 再編・整備
堺市 赤坂台３丁 中層・高層 S47 〜 S48 再編・整備 ○
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堺市 城山台２丁 中層・高層 S51 〜 S52 再編・整備
堺市 新檜尾台３丁 中層 S52 〜 S52 再編・整備
堺市 御池台２丁 中層 S53 〜 S53 再編・整備 継続 継続
堺市 鴨谷台１丁 中層 S54 〜 S57 再編・整備
堺市 桃⼭台３丁⻄ 中層 S59 〜 S59 再編・整備
堺市 堺宮山台４丁 高層 H26 〜 維持保全
堺市 堺竹城台４丁 高層 H27 〜 R1 維持保全
堺市 堺若松台２丁 高層 H26 〜 H28 維持保全
堺市 堺三原台 高層 H29 〜 維持保全
堺市 美原南余部 高層 H6 〜 H10 機能向上
堺市 美原北余部 中層・高層 H7 〜 H13 機能向上
堺市 美原平尾 中層 H10 〜 H10 維持保全
高石市 富木 中層 S48 〜 S52 再編・整備 ○
高石市 富木南 中層 S55 〜 S56 再編・整備 ○
高石市 取石 中層 S44 〜 S44 再編・整備 ○
高石市 高石加茂 高層 S51 〜 S51 再編・整備
高石市 高石綾井 中層 S54 〜 S54 再編・整備 ○
高石市 高石綾園 中層・高層 H9 〜 H14 維持保全
泉大津市 泉大津要池 高層 S47 〜 S47 再編・整備
泉大津市 泉大津式内 中層 S50 〜 S50 再編・整備 継続
泉大津市 泉大津小松 中層 S60 〜 S62 機能向上 継続
泉大津市 泉大津東助松 中層 S63 〜 H2 機能向上 継続
泉大津市 泉大津助松 中層 H5 〜 H5 機能向上 継続
泉大津市 泉大津なぎさ 高層 H8 〜 H9 維持保全
和泉市 和泉今福 中層 S56 〜 S56 再編・整備
和泉市 和泉繁和 中層 S60 〜 H3 機能向上 継続
和泉市 和泉北信太 中層・高層 H5 〜 H7 機能向上 継続
和泉市 和泉伯太 中層・高層 H8 〜 H14 維持保全
和泉市 和泉寺田 高層 H16 〜 H23 維持保全
岸和田市 春木旭 高層 S45 〜 S45 再編・整備
岸和田市 岸和田田治米 中層 S45 〜 S46 再編・整備 ○
岸和田市 岸和田土生 高層 S47 〜 S47 再編・整備
岸和田市 岸和田天神山 中層 S53 〜 S55 再編・整備
岸和田市 岸和田春木 中層 H1 〜 H3 機能向上 継続
岸和田市 岸和田額原 中層 H4 〜 H5 機能向上
岸和田市 岸和田吉井 中層・高層 H5 〜 H16 機能向上
岸和田市 岸和田荒木 中層・高層 H6 〜 H12 機能向上
岸和田市 岸和田並松 中層 H12 〜 H12 維持保全
岸和田市 岸和田磯上 高層 H12 〜 H12 維持保全
岸和田市 岸和田額原第２ 中層 H14 〜 H18 維持保全
岸和田市 岸和田大町 高層 H15 〜 H24 維持保全
岸和田市 岸和田下池田 高層 H15 〜 H18 維持保全
貝塚市 貝塚三ツ松 中層 S44 〜 S44 再編・整備 継続 継続
貝塚市 貝塚久保 中層 S45 〜 S45 再編・整備 ○
貝塚市 貝塚三ツ松第２ 中層 S47 〜 S47 再編・整備 ○
貝塚市 貝塚王子 高層 H7 〜 H9 機能向上
貝塚市 貝塚半田 中層・高層 H9 〜 H11 維持保全
貝塚市 貝塚堀 高層 H13 〜 H13 維持保全
貝塚市 貝塚橋本第２ 高層 H17 〜 H24 維持保全
貝塚市 貝塚森 高層 H15 〜 H18 維持保全
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泉佐野市 羽倉崎 中層 S39 〜 S39 再編・整備 ○
泉佐野市 鶴原中央 中層 S44 〜 S44 再編・整備 ○
泉佐野市 泉佐野見出 中層 S46 〜 S46 再編・整備 継続
泉佐野市 ⻑滝第１ 中層 S46 〜 S46 再編・整備 ○
泉佐野市 佐野泉陽ケ丘 中層 S52 〜 S52 再編・整備
泉佐野市 泉佐野上町 中層 S53 〜 S53 再編・整備
泉佐野市 泉佐野泉ケ丘 中層 S62 〜 H3 機能向上
泉佐野市 泉佐野⻑滝 中層 S63 〜 H2 機能向上 継続
泉佐野市 泉佐野鶴原北 中層 H2 〜 H3 機能向上 継続
泉佐野市 泉佐野鶴原 中層 H6 〜 H8 機能向上
泉佐野市 泉佐野佐野台 中層 H15 〜 H27 維持保全
泉佐野市 泉佐野東羽倉崎 高層 H15 〜 H22 維持保全
泉南市 前畑 中層 S46 〜 S46 再編・整備 ○
泉南市 泉南樽井 中層・高層 H8 〜 H8 機能向上
泉南市 泉南りんくう 中層 H14 〜 H14 維持保全
泉南市 泉南岡田 高層 H15 〜 H17 維持保全
阪南市 尾崎鉄筋 中層 S44 〜 S44 再編・整備 ○
阪南市 東鳥取石田 中層 S44 〜 S48 再編・整備 継続 継続
阪南市 阪南尾崎 高層 H8 〜 H8 維持保全
忠岡町 忠岡東第１ 高層 H7 〜 H10 機能向上
忠岡町 忠岡東第２ 中層 H12 〜 H12 維持保全
熊取町 熊取朝代 中層 S47 〜 S48 再編・整備 ○
田尻町 田尻芦原 中層 S50 〜 S51 再編・整備
田尻町 田尻りんくう 高層 H14 〜 H15 維持保全
岬町 岬深日 中層 S47 〜 S47 再編・整備 継続


