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2570 和泉市 府中町
2571 和泉市 府中町一丁目
2572 和泉市 府中町二丁目
2573 和泉市 府中町三丁目
2574 和泉市 府中町四丁目
2575 和泉市 府中町五丁目
2576 和泉市 府中町六丁目
2577 和泉市 府中町七丁目
2578 和泉市 府中町八丁目
2579 和泉市 肥子町一丁目
2580 和泉市 肥子町二丁目
2581 和泉市 井ノ口町
2582 和泉市 和気町一丁目
2583 和泉市 和気町二丁目
2584 和泉市 和気町三丁目
2585 和泉市 和気町四丁目
2586 和泉市 小田町
2587 和泉市 小田町一丁目
2588 和泉市 小田町二丁目
2589 和泉市 小田町三丁目
2590 和泉市 繁和町
2591 和泉市 寺門町
2592 和泉市 今福町一丁目
2593 和泉市 今福町二丁目
2594 和泉市 寺門町一丁目
2595 和泉市 寺門町二丁目
2596 和泉市 観音寺町
2597 和泉市 芦部町
2598 和泉市 桑原町
2599 和泉市 一条院町
2600 和泉市 阪本町
2601 和泉市 山荘町
2602 和泉市 弥生町一丁目
2603 和泉市 弥生町二丁目
2604 和泉市 弥生町三丁目
2605 和泉市 弥生町四丁目
2606 和泉市 黒鳥町
2607 和泉市 黒鳥町一丁目
2608 和泉市 黒鳥町二丁目
2609 和泉市 黒鳥町三丁目
2610 和泉市 黒鳥町四丁目
2611 和泉市 伯太町
2612 和泉市 伯太町一丁目
2613 和泉市 伯太町二丁目
2614 和泉市 伯太町三丁目
2615 和泉市 伯太町四丁目
2616 和泉市 伯太町五丁目
2617 和泉市 伯太町六丁目
2618 和泉市 池上町
2619 和泉市 池上町一丁目
2620 和泉市 池上町二丁目
2621 和泉市 池上町三丁目
2622 和泉市 池上町四丁目
2623 和泉市 池田下町
2624 和泉市 東阪本町
2625 和泉市 伏屋町
2626 和泉市 伏屋町一丁目
2627 和泉市 伏屋町二丁目

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

1 / 3 ページ



大阪府
市町村名 大字名 番地

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

2628 和泉市 伏屋町三丁目
2629 和泉市 伏屋町四丁目
2630 和泉市 伏屋町五丁目
2631 和泉市 室堂町
2632 和泉市 いぶき野一丁目
2633 和泉市 いぶき野二丁目
2634 和泉市 いぶき野三丁目
2635 和泉市 いぶき野四丁目
2636 和泉市 いぶき野五丁目
2637 和泉市 平井町
2638 和泉市 納花町
2639 和泉市 三林町
2640 和泉市 和田町
2641 和泉市 鍛治屋町
2642 和泉市 浦田町
2643 和泉市 万町
2644 和泉市 のぞみ野一丁目
2645 和泉市 のぞみ野二丁目
2646 和泉市 のぞみ野三丁目
2647 和泉市 青葉台一丁目
2648 和泉市 青葉台二丁目
2649 和泉市 青葉台三丁目
2650 和泉市 はつが野一丁目
2651 和泉市 はつが野二丁目
2652 和泉市 内田町
2653 和泉市 内田町一丁目
2654 和泉市 内田町二丁目
2655 和泉市 内田町三丁目
2656 和泉市 内田町四丁目
2657 和泉市 唐国町
2658 和泉市 唐国町一丁目
2659 和泉市 唐国町二丁目
2660 和泉市 唐国町三丁目
2661 和泉市 唐国町四丁目
2662 和泉市 箕形町一丁目
2663 和泉市 箕形町二丁目
2664 和泉市 箕形町三丁目
2665 和泉市 箕形町四丁目
2666 和泉市 箕形町五丁目
2667 和泉市 箕形町六丁目
2668 和泉市 寺田町一丁目
2669 和泉市 寺田町二丁目
2670 和泉市 寺田町三丁目
2671 和泉市 緑ケ丘一丁目
2672 和泉市 緑ケ丘二丁目
2673 和泉市 緑ケ丘三丁目
2674 和泉市 まなび野
2675 和泉市 あゆみ野一丁目
2676 和泉市 あゆみ野二丁目
2677 和泉市 あゆみ野三丁目
2678 和泉市 あゆみ野四丁目
2679 和泉市 若樫町
2680 和泉市 久井町
2681 和泉市 春木町
2682 和泉市 松尾寺町
2683 和泉市 テクノステージ一丁目
2684 和泉市 テクノステージ二丁目
2685 和泉市 テクノステージ三丁目
2686 和泉市 幸一丁目
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2687 和泉市 幸二丁目
2688 和泉市 幸三丁目
2689 和泉市 舞町
2690 和泉市 尾井町
2691 和泉市 尾井町一丁目
2692 和泉市 尾井町二丁目
2693 和泉市 太町
2694 和泉市 富秋町二丁目
2695 和泉市 上町
2696 和泉市 葛の葉町
2697 和泉市 葛の葉町一丁目
2698 和泉市 葛の葉町二丁目
2699 和泉市 葛の葉町三丁目
2700 和泉市 上代町
2701 和泉市 王子町
2702 和泉市 王子町一丁目
2703 和泉市 王子町二丁目
2704 和泉市 王子町三丁目
2705 和泉市 小野町
2706 和泉市 鶴山台一丁目
2707 和泉市 鶴山台二丁目
2708 和泉市 鶴山台三丁目
2709 和泉市 鶴山台四丁目
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