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別紙１・別紙２ 

地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域住所一覧

及び地域再生法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業の対象となる地域住所一覧 

大阪府 

枚方市 新町１丁目        

枚方市 新町２丁目        

枚方市 大垣内町１丁目      

枚方市 大垣内町２丁目      

枚方市 大垣内町３丁目      

枚方市 川原町          

枚方市 岡本町          

枚方市 岡東町          

枚方市 岡南町          

枚方市 三矢町          

枚方市 堤町           

枚方市 桜町           

枚方市 枚方元町         

枚方市 枚方公園町   

枚方市 伊加賀本町        

枚方市 伊加賀栄町        

枚方市 伊加賀緑町        

枚方市 伊加賀東町        

枚方市 伊加賀南町        

枚方市 伊加賀西町        

枚方市 菊丘町          

枚方市 菊丘南町         

枚方市 朝日丘町         

枚方市 高塚町          

枚方市 田宮本町         

枚方市 東田宮１丁目       

枚方市 西田宮町         

枚方市 走谷１丁目        

枚方市 走谷２丁目        

枚方市 南中振１丁目       

枚方市 南中振２丁目       

枚方市 南中振３丁目       

枚方市 北中振１丁目       

枚方市 北中振２丁目       

枚方市 北中振３丁目       
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枚方市 北中振４丁目       

枚方市 香里園町         

枚方市 出口１丁目        

枚方市 出口２丁目        

枚方市 出口３丁目        

枚方市 出口４丁目        

枚方市 出口５丁目        

枚方市 村野本町         

枚方市 村野高見台        

枚方市 村野東町         

枚方市 桜丘町          

枚方市 星丘１丁目        

枚方市 星丘２丁目        

枚方市 星丘４丁目        

枚方市 山之上東町        

枚方市 山之上西町        

枚方市 山之上北町        

枚方市 山之上２丁目       

枚方市 山之上３丁目       

枚方市 山之上４丁目       

枚方市 宮之下町         

枚方市 藤田町          

枚方市 東香里元町        

枚方市 東香里南町        

枚方市 東香里１丁目       

枚方市 東香里２丁目       

枚方市 東香里３丁目       

枚方市 高田１丁目        

枚方市 高田２丁目        

枚方市 茄子作南町        

枚方市 茄子作４丁目       

枚方市 茄子作５丁目  

枚方市 香里ケ丘１丁目      

枚方市 香里ケ丘２丁目      

枚方市 香里ケ丘３丁目      

枚方市 香里ケ丘４丁目      

枚方市 香里ケ丘１０丁目     

枚方市 香里ケ丘１２丁目     

枚方市 中宮本町         

枚方市 中宮東之町        
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枚方市 中宮大池１丁目   

枚方市 中宮大池２丁目      

枚方市 中宮大池３丁目   

枚方市 中宮大池４丁目   

枚方市 新之栄町         

枚方市 都丘町          

枚方市 須山町          

枚方市 堂山２丁目        

枚方市 堂山３丁目        

枚方市 堂山東町         

枚方市 松丘町          

枚方市 池之宮１丁目       

枚方市 池之宮２丁目       

枚方市 池之宮３丁目       

枚方市 池之宮４丁目       

枚方市 甲斐田町         

枚方市 甲斐田新町        

枚方市 甲斐田東町        

枚方市 田口３丁目        

枚方市 田口４丁目        

枚方市 田口山１丁目       

枚方市 田口山２丁目       

枚方市 出屋敷元町１丁目     

枚方市 出屋敷元町２丁目     

枚方市 出屋敷西町１丁目     

枚方市 宮之阪１丁目       

枚方市 宮之阪２丁目       

枚方市 宮之阪３丁目       

枚方市 宮之阪４丁目       

枚方市 宮之阪５丁目       

枚方市 禁野本町１丁目      

枚方市 禁野本町２丁目      

枚方市 西禁野１丁目       

枚方市 西禁野２丁目       

枚方市 天之川町         

枚方市 磯島茶屋町        

枚方市 磯島南町         

枚方市 磯島北町         

枚方市 御殿山町         

枚方市 渚本町          
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枚方市 渚東町          

枚方市 渚南町          

枚方市 渚西１丁目        

枚方市 渚西２丁目        

枚方市 渚内野１丁目       

枚方市 三栗１丁目        

枚方市 三栗２丁目        

枚方市 上野２丁目        

枚方市 上野３丁目        

枚方市 車塚１丁目   

枚方市 車塚２丁目   

枚方市 牧野本町１丁目      

枚方市 牧野本町２丁目      

枚方市 牧野阪１丁目       

枚方市 牧野阪２丁目       

枚方市 牧野下島町        

枚方市 東牧野町         

枚方市 西牧野４丁目       

枚方市 牧野北町         

枚方市 養父元町         

枚方市 養父東町         

枚方市 養父西町         

枚方市 養父丘１丁目       

枚方市 養父丘２丁目       

枚方市 宇山町          

枚方市 宇山東町         

枚方市 上島町          

枚方市 招提元町１丁目      

枚方市 招提元町２丁目      

枚方市 招提元町４丁目      

枚方市 招提中町１丁目      

枚方市 招提中町２丁目      

枚方市 招提東町１丁目      

枚方市 招提南町３丁目      

枚方市 招提北町１丁目      

枚方市 招提平野町        

枚方市 招提田近１丁目        

枚方市 招提田近２丁目        

枚方市 招提田近３丁目        

枚方市 招提大谷１丁目      
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枚方市 招提大谷２丁目      

枚方市 招提大谷３丁目      

枚方市 高野道１丁目       

枚方市 高野道２丁目       

枚方市 船橋本町２丁目      

枚方市 東船橋１丁目       

枚方市 南船橋２丁目       

枚方市 西船橋２丁目       

枚方市 北船橋町         

枚方市 樋之上町         

枚方市 町楠葉１丁目       

枚方市 南楠葉１丁目       

枚方市 南楠葉２丁目       

枚方市 楠葉花園町        

枚方市 楠葉中之芝１丁目     

枚方市 楠葉中之芝２丁目     

枚方市 楠葉並木１丁目      

枚方市 楠葉並木２丁目      

枚方市 楠葉朝日１丁目      

枚方市 楠葉朝日２丁目      

枚方市 楠葉朝日３丁目      

枚方市 津田元町１丁目      

枚方市 津田元町２丁目      

枚方市 津田元町３丁目      

枚方市 津田元町４丁目      

枚方市 津田駅前１丁目      

枚方市 津田駅前２丁目      

枚方市 津田北町２丁目      

枚方市 大峰元町１丁目      

枚方市 大峰元町２丁目      

枚方市 大峰南町         

枚方市 大峰北町１丁目      

枚方市 春日西町２丁目      

枚方市 春日西町３丁目      

枚方市 春日北町１丁目      

枚方市 春日北町２丁目      

枚方市 春日北町３丁目      

枚方市 春日北町５丁目      

枚方市 春日野１丁目       

枚方市 春日野２丁目       
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枚方市 野村元町         

枚方市 野村中町         

枚方市 津田山手 2丁目      

枚方市 長尾元町１丁目      

枚方市 長尾元町２丁目      

枚方市 長尾元町４丁目      

枚方市 長尾元町５丁目      

枚方市 長尾西町１丁目      

枚方市 長尾北町１丁目      

枚方市 長尾荒阪２丁目      

枚方市 長尾家具町１丁目     

枚方市 長尾家具町２丁目     

枚方市 長尾家具町３丁目     

枚方市 長尾家具町４丁目     

枚方市 長尾谷町１丁目      

枚方市 長尾峠町         

枚方市 北山１丁目        

枚方市 王仁公園         

 

 

 

 

 

 


