
○小学校区一覧(注)　　　大阪市全域：295小学校区

北 都　島 福　島 此　花 中　央 西 港 大　正 天王寺 浪　速 西淀川 淀　川
区数 11 9 9 8 7 8 11 10 8 9 14 17
1 西天満 桜宮 鷺州 西九条 玉造 西船場 市岡 三軒家西 天王寺 難波元町 大和田 西中島
2 滝川 東都島 海老江東 梅香 南大江 明治 磯路 三軒家東 大江 大国 川北 木川
3 堀川 高倉 海老江西 春日出 中大江 本田 弁天 泉尾北 聖和 敷津 出来島 木川南
4 扇町 内代 上福島 四貫島 開平 堀江 波除 中泉尾 五条 塩草立葉 佃 十三
5 菅北 都島 福島 酉島 中央 日吉 南市岡 小林 桃陽 栄 佃西 野中
6 中津 中野 玉川 島屋 南 九条東 田中 平尾 生魂 恵美 佃南 神津
7 大淀 淀川 野田 伝法 高津 九条南 三先 北恩加島 味原 日東 姫島 田川
8 豊崎本庄 大東 吉野 高見 九条北 池島 泉尾東 真田山 日本橋 姫里 塚本
9 豊崎 友渕 大開 八幡屋 南恩加島 日吉 福 三津屋
10 豊崎東 港晴 鶴町 柏里 加島
11 豊仁 築港 歌島 新高
12 香簑 三国
13 御幣島 西三国
14 野里 東三国
15 新東三国
16 北中島
17 宮原
18
19
20
21
22

東淀川 東　成 生　野 旭 城　東 鶴　見 阿倍野 住之江 住　吉 東住吉 平　野 西　成

区数 16 11 19 10 16 13 10 15 14 14 22 14
1 東井高野 宝栄 御幸森 大宮 今福 鶴見 常盤 粉浜 東粉浜 桑津 平野南 橘
2 井高野 深江 中川 高殿 放出 鶴見南 高松 北粉浜 住吉 北田辺 喜連西 天下茶屋
3 大桐 今里 舎利寺 高殿南 榎並 みどり 苗代 加賀屋 大領 田辺 喜連 新今宮
4 大道南 中本 勝山 大宮西 成育 榎本 長池 加賀屋東 墨江 南田辺 喜連北 岸里
5 豊里 東中本 東桃谷 生江 聖賢 今津 金塚 住吉川 清水丘 東田辺 喜連東 千本
6 豊里南 中道 生野 城北 鴫野 茨田南 丸山 住之江 南住吉 南百済 平野西 長橋
7 豊新 北中道 西生野 清水 中浜 茨田西 晴明丘 安立 遠里小野 鷹合 新平野西 北津守
8 大隅西 東小橋 林寺 新森小路 森之宮 横堤 晴明丘南 敷津浦 山之内 湯里 平野 玉出
9 大隅東 大成 生野南 古市 城東 茨田東 阪南 新北島 長居 育和 加美北 南津守
10 小松 神路 田島 太子橋 関目 茨田北 阿倍野 平林 依羅 今川 加美 松之宮
11 新庄 片江 東中川 すみれ 茨田 南港光 苅田 矢田 加美南部 梅南津守
12 下新庄 小路 関目東 焼野 南港桜 苅田北 矢田東 加美東 金塚
13 菅原 巽 鯰江 新森小路 南港緑 苅田南 矢田北 瓜破 晴明丘
14 東淡路 北巽 鯰江東 南港渚 南住吉大空 矢田西 瓜破東 晴明丘南
15 西淡路 巽南 東中浜 清江 瓜破北
16 啓発 東小路 諏訪 瓜破西
17 巽東 長吉出戸
18 北鶴橋 長吉
19 鶴橋 川辺
20 長原
21 長吉南
22 長吉東

23
（注）一部の小学校区は、行政区の境界線をまたがっている。


