
番号 名　称 位　置 面　積 備　考
説明図
参照番号

1 宮原二丁目１号 大阪市淀川区宮原二丁目地内 約 0.05 ha (3)

2 大桐四丁目１号 大阪市東淀川区大桐四丁目地内 約 0.06 ha (2)

3 大桐五丁目７号 大阪市東淀川区大桐五丁目地内 約 0.06 ha 一部指定 (2)

4 東部第１工区２号 大阪市東淀川区大道南一丁目地内 約 0.15 ha (5)

5 東部第１工区５号 大阪市東淀川区大道南一丁目地内 約 0.06 ha (2)

6 豊里一丁目１号 大阪市東淀川区豊里一丁目地内 約 0.07 ha 一部指定 (4)

7 豊里二丁目１号 大阪市東淀川区豊里二丁目地内 約 0.09 ha (4)

8 豊里六丁目４号 大阪市東淀川区豊里六丁目地内 約 0.11 ha (1)

9 豊里六丁目６号 大阪市東淀川区豊里六丁目地内 約 0.05 ha (1)

10 巽中二丁目１号 大阪市生野区巽中二丁目地内 約 0.06 ha 一部指定 (11)

11 巽中二丁目３号 大阪市生野区巽中二丁目地内 約 0.05 ha 一部指定 (11)

12 巽東三丁目２号 大阪市生野区巽東三丁目地内 約 0.10 ha (11)

13 巽東三丁目４号 大阪市生野区巽東三丁目地内 約 0.09 ha (11)

14 巽南二丁目２号 大阪市生野区巽南二丁目地内 約 0.18 ha (12)

15 巽南五丁目１号 大阪市生野区巽南五丁目地内 約 0.09 ha (12)

16 巽南五丁目２号 大阪市生野区巽南五丁目地内 約 0.19 ha (12)・(14)

17 緑一丁目１号 大阪市鶴見区緑一丁目地内 約 0.10 ha 一部指定 (7)

18 諸口二丁目１号 大阪市鶴見区諸口二丁目地内 約 0.15 ha (10)

19 諸口三丁目１号 大阪市鶴見区諸口三丁目地内 約 0.08 ha (8)

20 諸口四丁目１号 大阪市鶴見区諸口四丁目地内 約 0.04 ha 一部指定 (8)

21 諸口五丁目１号 大阪市鶴見区諸口五丁目地内 約 0.16 ha (8)

22 諸口五丁目２号 大阪市鶴見区諸口五丁目地内 約 0.11 ha (8)

23 諸口六丁目２号 大阪市鶴見区諸口六丁目地内 約 0.07 ha 一部指定 (8)

24 中茶屋二丁目１号 大阪市鶴見区中茶屋二丁目地内 約 0.20 ha (9)

25 浜二丁目２号 大阪市鶴見区浜二丁目地内 約 0.06 ha 一部指定 (8)

26 浜五丁目１号 大阪市鶴見区浜五丁目地内 約 0.26 ha 一部指定 (6)

27 茨田大宮一丁目２号 大阪市鶴見区茨田大宮一丁目地内 約 0.23 ha 一部指定 (9)

28 茨田大宮一丁目３号 大阪市鶴見区茨田大宮一丁目地内 約 0.18 ha (9)

29 茨田大宮一丁目８号 大阪市鶴見区茨田大宮一丁目地内 約 0.18 ha 一部指定 (9)

30 播磨町三丁目１号 大阪市阿倍野区播磨町三丁目地内 約 0.08 ha (16)

31 大領三丁目２号 大阪市住吉区大領三丁目地内 約 0.12 ha 一部指定 (16)

32 大領三丁目３号 大阪市住吉区大領三丁目地内 約 0.07 ha (16)

33 大領四丁目２号 大阪市住吉区大領四丁目地内 約 0.09 ha (16)

34 沢之町一丁目１号 大阪市住吉区沢之町一丁目地内 約 0.07 ha (20)

35 沢之町二丁目３号 大阪市住吉区沢之町二丁目地内 約 0.13 ha 一部指定 (20)

36 長居東一丁目１号 大阪市住吉区長居東一丁目地内 約 0.06 ha (17)

37 長居東一丁目２号 大阪市住吉区長居東一丁目地内 約 0.14 ha (17)

38 長居東三丁目１号 大阪市住吉区長居東三丁目地内 約 0.19 ha 一部指定 (21)

39 長居東三丁目４号 大阪市住吉区長居東三丁目地内 約 0.11 ha (21)

40 苅田一丁目４号 大阪市住吉区苅田一丁目地内 約 0.08 ha (22)

41 苅田三丁目１号 大阪市住吉区苅田三丁目地内 約 0.06 ha 一部指定 (21)

42 苅田三丁目６号 大阪市住吉区苅田三丁目地内 約 0.06 ha (21)

（案）
特定生産緑地に指定する生産緑地地区一覧



番号 名　称 位　置 面　積 備　考
説明図
参照番号

43 庭井二丁目２号 大阪市住吉区庭井二丁目地内 約 0.21 ha (21)

44 公園南矢田一丁目１号 大阪市東住吉区公園南矢田一丁目地内 約 0.05 ha 一部指定 (17)・(22)

45 公園南矢田一丁目３号 大阪市東住吉区公園南矢田一丁目地内 約 0.11 ha (17)

46 公園南矢田一丁目10号 大阪市東住吉区公園南矢田一丁目地内 約 0.09 ha (22)

47 公園南矢田一丁目12号 大阪市東住吉区公園南矢田一丁目地内 約 0.10 ha (17)

48 公園南矢田二丁目１号 大阪市東住吉区公園南矢田二丁目地内 約 0.07 ha (22)

49 公園南矢田二丁目４号 大阪市東住吉区公園南矢田二丁目地内 約 0.07 ha 一部指定 (22)

50 公園南矢田二丁目５号 大阪市東住吉区公園南矢田二丁目地内 約 0.16 ha 一部指定 (22)

51 公園南矢田二丁目７号 大阪市東住吉区公園南矢田二丁目地内 約 0.03 ha 一部指定 (22)

52 矢田一丁目７号 大阪市東住吉区矢田一丁目地内 約 0.10 ha (17)

53 矢田一丁目８号 大阪市東住吉区矢田一丁目地内 約 0.14 ha 一部指定 (17)

54 矢田三丁目３号 大阪市東住吉区矢田三丁目地内 約 0.03 ha 一部指定 (22)

55 矢田七丁目１号 大阪市東住吉区矢田七丁目地内 約 0.18 ha 一部指定 (22)

56 矢田七丁目２号 大阪市東住吉区矢田七丁目地内 約 0.10 ha 一部指定 (22)

57 住道矢田二丁目１号 大阪市東住吉区住道矢田二丁目地内 約 0.10 ha 一部指定 (22)

58 住道矢田三丁目３号 大阪市東住吉区住道矢田三丁目地内 約 0.10 ha 一部指定 (22)

59 住道矢田五丁目３号 大阪市東住吉区住道矢田五丁目地内 約 0.08 ha 一部指定 (17)

60 住道矢田五丁目４号 大阪市東住吉区住道矢田五丁目地内 約 0.02 ha 一部指定 (17)

61 住道矢田七丁目１号 大阪市東住吉区住道矢田七丁目地内 約 0.06 ha 一部指定 (22)

62 住道矢田七丁目４号 大阪市東住吉区住道矢田七丁目地内 約 0.05 ha 一部指定 (23)

63 住道矢田七丁目10号 大阪市東住吉区住道矢田七丁目地内 約 0.11 ha 一部指定 (22)

64 住道矢田七丁目12号 大阪市東住吉区住道矢田七丁目地内 約 0.06 ha (23)

65 住道矢田八丁目１号 大阪市東住吉区住道矢田八丁目地内 約 0.07 ha (22)

66 住道矢田八丁目２号 大阪市東住吉区住道矢田八丁目地内 約 0.08 ha (22)

67 住道矢田八丁目５号 大阪市東住吉区住道矢田八丁目地内 約 0.10 ha (22)

68 住道矢田八丁目７号 大阪市東住吉区住道矢田八丁目地内 約 0.02 ha 一部指定 (22)

69 住道矢田八丁目８号 大阪市東住吉区住道矢田八丁目地内 約 0.08 ha (22)

70 住道矢田八丁目10号 大阪市東住吉区住道矢田八丁目地内 約 0.07 ha (23)

71 住道矢田八丁目11号 大阪市東住吉区住道矢田八丁目地内 約 0.05 ha 一部指定 (22)

72 住道矢田九丁目10号 大阪市東住吉区住道矢田九丁目地内 約 0.14 ha (22)

73 平野北一丁目１号 大阪市平野区平野北一丁目地内 約 0.05 ha (14)

74 西脇二丁目１号 大阪市平野区西脇二丁目地内 約 0.07 ha (14)

75 背戸口一丁目２号 大阪市平野区背戸口一丁目地内 約 0.07 ha (13)・(14)

76 平野西四丁目２号 大阪市平野区平野西四丁目地内 約 0.05 ha (18)

77 流町三丁目１号 大阪市平野区流町三丁目地内 約 0.15 ha (18)

78 流町四丁目１号 大阪市平野区流町四丁目地内 約 0.26 ha (18)

79 喜連一丁目２号 大阪市平野区喜連一丁目地内 約 0.03 ha 一部指定 (18)

80 喜連二丁目１号 大阪市平野区喜連二丁目地内 約 0.11 ha 一部指定 (18)

81 瓜破西三丁目１号 大阪市平野区瓜破西三丁目地内 約 0.06 ha (23)

82 瓜破一丁目３号 大阪市平野区瓜破一丁目地内 約 0.06 ha (23)

83 瓜破三丁目２号 大阪市平野区瓜破三丁目地内 約 0.15 ha 一部指定 (23)

84 瓜破六丁目２号 大阪市平野区瓜破六丁目地内 約 0.06 ha (23)

85 瓜破七丁目１号 大阪市平野区瓜破七丁目地内 約 0.17 ha (23)

86 瓜破東一丁目１号 大阪市平野区瓜破東一丁目地内 約 0.10 ha (18)



番号 名　称 位　置 面　積 備　考
説明図
参照番号

87 瓜破東二丁目１号 大阪市平野区瓜破東二丁目地内 約 0.10 ha (18)

88 瓜破東二丁目３号 大阪市平野区瓜破東二丁目地内 約 0.06 ha 一部指定 (18)

89 瓜破東四丁目４号 大阪市平野区瓜破東四丁目地内 約 0.21 ha 一部指定 (23)

90 瓜破南一丁目１号 大阪市平野区瓜破南一丁目地内 約 0.64 ha 一部指定 (23)

91 瓜破南一丁目２号 大阪市平野区瓜破南一丁目地内 約 0.39 ha 一部指定 (23)

92 瓜破南二丁目１号 大阪市平野区瓜破南二丁目地内 約 0.10 ha (23)

93 瓜破南二丁目３号 大阪市平野区瓜破南二丁目地内 約 0.18 ha 一部指定 (23)

94 加美北三丁目２号 大阪市平野区加美北三丁目地内 約 0.13 ha (12)

95 加美北五丁目１号 大阪市平野区加美北五丁目地内 約 0.07 ha (12)

96 加美北六丁目４号 大阪市平野区加美北六丁目地内 約 0.08 ha 一部指定 (12)

97 加美正覚寺四丁目１号 大阪市平野区加美正覚寺四丁目地内 約 0.20 ha (14)

98 加美東一丁目１号 大阪市平野区加美東一丁目地内 約 0.06 ha (15)

99 加美東一丁目２号 大阪市平野区加美東一丁目地内 約 0.05 ha (15)

100 加美東一丁目３号 大阪市平野区加美東一丁目地内 約 0.07 ha 一部指定 (15)

101 加美東二丁目１号 大阪市平野区加美東二丁目地内 約 0.13 ha (15)

102 加美東五丁目１号 大阪市平野区加美東五丁目地内 約 0.06 ha (15)

103 加美東五丁目２号 大阪市平野区加美東五丁目地内 約 0.05 ha (15)

104 加美東五丁目４号 大阪市平野区加美東五丁目地内 約 0.15 ha 一部指定 (15)

105 加美南一丁目２号 大阪市平野区加美南一丁目地内 約 0.27 ha (15)

106 加美南一丁目３号 大阪市平野区加美南一丁目地内 約 0.10 ha (15)

107 長吉出戸三丁目１号 大阪市平野区長吉出戸三丁目地内 約 0.21 ha (19)

108 長吉長原二丁目１号 大阪市平野区長吉長原二丁目地内 約 0.04 ha 一部指定 (24)

109 長吉瓜破工区３号 大阪市平野区長吉長原西二丁目地内 約 0.12 ha 一部指定 (24)

110 長吉瓜破工区６号 大阪市平野区長吉長原西二丁目地内 約 0.11 ha (24)

111 長吉瓜破工区８号 大阪市平野区長吉長原西三丁目地内 約 0.07 ha (24)

112 長吉瓜破工区11号 大阪市平野区長吉長原西三丁目地内 約 0.18 ha (24)

113 長吉瓜破工区14号 大阪市平野区長吉長原西三丁目地内 約 0.12 ha 一部指定 (24)

114 長吉瓜破工区16号 大阪市平野区瓜破東八丁目地内 約 0.20 ha (23)

115 長吉瓜破工区21号 大阪市平野区長吉長原二丁目地内 約 0.30 ha 一部指定 (24)

116 長吉瓜破工区23号 大阪市平野区長吉長原三丁目地内 約 0.13 ha 一部指定 (24)

117 長吉瓜破工区25号 大阪市平野区長吉長原三丁目地内 約 0.19 ha 一部指定 (24)

118 長吉瓜破工区32号 大阪市平野区長吉長原四丁目地内 約 0.19 ha 一部指定 (24)

119 長吉瓜破工区36号 大阪市平野区長吉川辺二丁目地内 約 0.06 ha 一部指定 (24)

120 長吉瓜破工区37号 大阪市平野区長吉川辺二丁目地内 約 0.08 ha (24)

121 長吉瓜破工区59号 大阪市平野区長吉川辺三丁目地内 約 0.09 ha (24)

122 長吉瓜破工区61号 大阪市平野区長吉川辺三丁目地内 約 0.10 ha (24)

123 長吉瓜破工区64号 大阪市平野区長吉川辺三丁目地内 約 0.10 ha (24)

124 長吉瓜破工区71号 大阪市平野区長吉長原西二丁目地内 約 0.07 ha (24)

125 長吉瓜破工区74号 大阪市平野区長吉長原西二丁目地内 約 0.08 ha (24)

126 長吉瓜破工区77号 大阪市平野区長吉川辺三丁目地内 約 0.06 ha 一部指定 (24)

127 長吉東部工区１号 大阪市平野区長吉出戸七丁目地内 約 0.06 ha (19)

128 長吉東部工区８号 大阪市平野区長吉六反一丁目地内 約 0.08 ha (19)

129 長吉東部工区９号 大阪市平野区長吉六反一丁目地内 約 0.13 ha 一部指定 (19)

合計 129地区 約 14.43 ha



1．指定内容

変更前 変更後 変更前 変更後 地区数 面積

－ 129地区 － 約14.43ha 129地区の増 約14.43haの増

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ 129地区 － 約14.43ha 129地区の増 約14.43haの増

2．指定に係る土地の区域

大阪市 淀川区

東淀川区

生野区

鶴見区

阿倍野区

住吉区

東住吉区

平野区

長吉川辺二丁目地内、長吉川辺三丁目地内、長吉六反一丁目地内

長吉長原西二丁目地内、長吉長原西三丁目地内、瓜破東八丁目地内、

宮原二丁目地内

加美北五丁目地内、加美北六丁目地内、加美正覚寺四丁目地内、

加美南一丁目地内、長吉出戸三丁目地内、長吉出戸七丁目地内、

長吉長原二丁目地内、長吉長原三丁目地内、長吉長原四丁目地内、

加美東一丁目地内、加美東二丁目地内、加美東五丁目地内、

瓜破南一丁目地内、瓜破南二丁目地内、加美北三丁目地内、

瓜破七丁目地内、瓜破東一丁目地内、瓜破東二丁目地内、瓜破東四丁目地内、

瓜破西三丁目地内、瓜破一丁目地内、瓜破三丁目地内、瓜破六丁目地内、

諸口五丁目地内、諸口六丁目地内、中茶屋二丁目地内、浜二丁目地内、

庭井二丁目地内

流町三丁目地内、流町四丁目地内、喜連一丁目地内、喜連二丁目地内、

平野北一丁目地内、西脇二丁目地内、背戸口一丁目地内、平野西四丁目地内、

住道矢田三丁目地内、住道矢田五丁目地内、住道矢田七丁目地内、

（参考）

公園南矢田一丁目地内、公園南矢田二丁目地内、矢田一丁目地内、

長居東一丁目地内、長居東三丁目地内、苅田一丁目地内、苅田三丁目地内、

大領三丁目地内、大領四丁目地内、沢之町一丁目地内、沢之町二丁目地内、

播磨町三丁目地内

緑一丁目地内、諸口二丁目地内、諸口三丁目地内、諸口四丁目地内、

巽中二丁目地内、巽東三丁目地内、巽南二丁目地内、巽南五丁目地内

大桐四丁目地内、大桐五丁目地内、大道南一丁目地内、豊里一丁目地内、

事由
地区数 面積 増減

住道矢田八丁目地内、住道矢田九丁目地内

矢田三丁目地内、矢田七丁目地内、住道矢田二丁目地内、

増となるもの

指定区域の変更

豊里二丁目地内、豊里六丁目地内

浜五丁目地内、茨田大宮一丁目地内

指定の解除

変更なし

計

減となるもの

今回指定


