
地域活動協議会 広報板番号 設置場所 所　　　在

東井高野 3 東井高野小学校 井高野２丁目８番

東井高野 7 井高野中学校 井高野２丁目８番

東井高野 80 寺内宅モータープール入口側溝 井高野２丁目５番

東井高野 6 市営井高野第４住宅１号館南 井高野４丁目４番

いたかの 1 井高野小学校 井高野１丁目28番

いたかの 85 北江口第２住宅２号館東バス停北江口１丁目付近北江口１丁目３番

いたかの 86 北江口第２住宅18号館東南角 北江口３丁目１番

いたかの 5 市営北江口第２住宅15号館前 北江口３丁目２番

いたかの 84 北江口第２住宅10号館西側バス停北江口 北江口３丁目５番

いたかの 4 北江口宅地造成事業用地（緑地帯東側） 北江口４丁目14番

大隅東 18 市営南江口第１住宅２号棟北東 南江口２丁目６番

大隅東 19 南江口公園　北西 南江口３丁目13番

大隅東 16 大隅東小学校 瑞光５丁目８番

大隅西 17 瑞光中学校　東 瑞光４丁目９番

大隅西 20 大隅西小学校　南側 大隅２丁目３番

大桐 87 市営西大道第３住宅２号棟　南東側 大桐２丁目８番

大桐 10 大桐公園　南東側 大桐３丁目８番

大桐 9 大桐小学校 大桐４丁目１番

大桐 15 大桐中学校　北側 大桐４丁目５番

大桐 12 市営北大桐住宅　北側　緑地帯 大桐５丁目７番

大桐 13 大隅公園　西側 大桐５丁目14番

大道南 14 大道南小学校　北西角 大道南１丁目17番

大道南 23 能條公園　南西側 大道南３丁目２番

豊里 90 北淀公園　南側 豊里１丁目８番

豊里 27 新東淀中学校 豊里１丁目10番

豊里 25 豊里三角公園 豊里２丁目23番

豊里 21 豊里小学校 豊里５丁目14番

豊里 28 豊里中央公園北側 豊里５丁目14番

豊里 22 東淀中学校 豊里６丁目25番19

豊里 24 豊里さつき公園 豊里７丁目25番

豊里南 26 三番公園 豊里２丁目４番

豊里南 91 野村公園　北東側 豊里３丁目４番

豊里南 92 野村集会所　南側 豊里５丁目４番

豊里南 29 豊里南小学校　北東角 豊里５丁目12番

豊里南 89 豊里南小学校　西側 豊里５丁目12番

豊新 79 多幸公園 豊新２丁目８番

豊新 94 多幸公園　東側 豊新２丁目８番

豊新 77 東淀川区役所 豊新２丁目14番

豊新 78 六原公園　北東側 豊新３丁目２番

別表（第２条関係）　　



豊新 75 豊新小学校　 豊新４丁目17番

小松 32 小松公園 小松２丁目12番

小松 30 小松小学校 小松３丁目18番

新庄 38 瑞光寺公園　南側 瑞光２丁目２番

下新庄 41 下新庄北公園　西側 下新庄４丁目14番

下新庄 42 下新庄北公園　東側 下新庄４丁目14番

下新庄 39 下新庄小学校 下新庄５丁目２番８

下新庄 95 下新庄保育所 下新庄５丁目３番

下新庄 43 下新庄公園 下新庄５丁目17番

菅原 52 歌島豊里線南側植樹部（菅原１丁目交差点） 菅原１丁目13番20

菅原 45 菅原東公園　北東角 菅原３丁目６番

菅原 49 菅原東公園　南西角 菅原３丁目６番

菅原 44 菅原小学校 菅原６丁目３番25

菅原 51 菅原小学校　西角 菅原６丁目３番25

菅原 50 菅原小学校　東南角 菅原６丁目３番25

菅原 47 菅原北公園 菅原７丁目９番

東淡路・柴島 96 もと男女共同参画センター北部館　北側 東淡路１丁目４番

東淡路・柴島 97 東淀川スポーツセンター　北西通路 東淡路１丁目４番

東淡路・柴島 66 環境局　もと東淡路詰所 東淡路２丁目10番

東淡路・柴島 61 東淡路小学校 東淡路３丁目３番32

東淡路・柴島 64 市営東淡路住宅集会所前 東淡路３丁目４番

東淡路・柴島 63 東淀川区役所出張所 東淡路４丁目15番

東淡路・柴島 62 柴島中学校　東側 柴島２丁目８番36

淡路 69 淡路４公園 淡路４丁目15番

淡路 55 淡路公園　南西 淡路５丁目14番

淡路 59 淡路公園　北東 淡路５丁目14番

淡路 54 淡路中学校 西淡路４丁目25番

淡路 53 淡路小学校 西淡路５丁目５番32

西淡路 67 西淡路小学校　東南角 西淡路３丁目14番11

西淡路 57 北後宅 西淡路４丁目18番28

啓発 93 山口本町公園　東側 東中島１丁目14番

啓発 72 東淀川特別支援学校　北側 東中島３丁目５番22

啓発 73 東淀川特別支援学校　東南角 東中島３丁目５番22

啓発 71 啓発小学校　東側 東中島４丁目８番38

啓発 74 啓発小学校　北側 東中島４丁目９番


