■対象エリア
対策地区（下線部分は、重点対策地区）の区域
区 名
町
丁
目
淀川区
新高 1 丁目(3 番、4 番(歌島豊里線以北、服部十三線(国道 176 号線)以東))、
新高 3 丁目、西三国 1～3 丁目、西三国 4 丁目(3 番の一部、4～10 番)、
西宮原 2 丁目(2～6 番)、西宮原 3 丁目、三国本町 2～3 丁目
旭区
今市 1～2 丁目、大宮 1 丁目(2～7 番、14～19 番(市道(柳通)以北))、
大宮 2～4 丁目、清水 1～3 丁目、新森 1～5 丁目、千林 1～2 丁目、高殿 7 丁目、
中宮 1 丁目(12～14 番(阪神高速守口線以東,市道(柳通)以北))、
中宮 2 丁目(20～25 番(阪神高速守口線以東))、中宮 3 丁目(13～17 番(阪神高速守口線以東))、
中宮4 丁目(13～15 番(阪神高速守口線以東))、森小路 1～2 丁目
都島区
東野田町 5 丁目、都島中通 1～3 丁目、都島本通 3～5 丁目、
都島南通 1 丁目(21 番、22 番(都島東野田線以東))、都島南通 2 丁目
福島区
海老江 2～8 丁目、大開 1～2 丁目、玉川 3 丁目(3～11 番(中央卸売市場北側市道以北))、
玉川 4 丁目、野田 2 丁目(2～24 番(中央卸売市場北側市道以北))、野田 3 丁目、
野田 5 丁目、野田 6 丁目(1～4 番)、吉野 2～4 丁目
鶴見区
今津中 1 丁目(6 番、9 番(片町徳庵線以南、今津中学校西側市道以西))、
今津南 1 丁目(1 番、3 番、5 番、7 番、8 番(今津中学校西側市道以西))、
放出東 2 丁目(4～8 番、17～21 番(片町徳庵線以南))、
放出東 3 丁目(2 番、3 番、6～33 番(JR 片町線（学研都市線）以北))
今福西1～2 丁目、今福南1～2 丁目、蒲生3～4 丁目、新喜多2 丁目(4～6 番(JR おおさか東線以東))、
城東区
鴫野東 3 丁目、成育 1 丁目(1～3 番(京阪本線以西))、成育 3～5 丁目、天王田、
中浜 1～3 丁目、野江 1 丁目(１～11 番、12 番の一部、13、14 番(京阪本線以西))、
野江 2～4 丁目、東中浜 1～9 丁目
東成区
大今里 1～4 丁目、大今里西 1～2 丁目、大今里西 3 丁目、大今里南 1～5 丁目、
大今里南6 丁目(1～3 番、6～8 番、10～13 番、15～18 番、20～27 番(新庄大和川線(内環状線)以西))、
神路 1 丁目(7～15 番(築港深江線(中央大通)以南))、神路 2～4 丁目、玉津 1～2 丁目、
玉津 3 丁目、中道 2・4 丁目、中本 1～5 丁目、東今里 1～3 丁目、
東小橋 3 丁目(15～20 番(岩崎橋今里線(千日前通)以南))、東中本 1～3 丁目、
深江北 1 丁目(2～17 番(築港深江線(中央大通)以南))、深江南 1 丁目
生野区
生野西 1～4 丁目、生野東 1～4 丁目、勝山北 1～5 丁目、勝山南 1～4 丁目、
舎利寺 1～3 丁目、小路 1～3 丁目、小路東 1～6 丁目、新今里 1～7 丁目、
田島 1～5 丁目、巽北 1～4 丁目、巽西 1～4 丁目、鶴橋 1～5 丁目、中川 1～6 丁目、
中川西 1～3 丁目、中川東 1～2 丁目、林寺 1 丁目、
林寺 2 丁目(1～16 番、17 番の一部、18 番(生野線以北))、
林寺 2 丁目(17 番の一部、19～27 番(生野線以南))、林寺 3 丁目、林寺 4 丁目、
林寺 5 丁目、林寺 6 丁目、桃谷 1～5 丁目
天王寺区
上之宮町、上本町 7 丁目(1 番、4 番(東野田河堀口線（上町筋）以東))、
上本町 8 丁目（1 番、4 番、5 番、9 番(野田河堀口線（上町筋）以東)）、
上本町 9 丁目 (1 番、4 番、5 番(東野田河堀口線（上町筋）以東))、
勝山 4 丁目(2 番、3 番、5 番、6 番(勝山通線(勝山通)以北))、烏ヶ辻 1 丁目、
烏ヶ辻 2 丁目、北河堀町(4～10 番(東野田河堀口線(上町筋)以西))、北山町、小宮町、
細工谷 1 丁目(4～10 番(生玉片江線以南))、細工谷 2 丁目、下味原町、真法院町、
大道 1 丁目(6～14 番(芦原杭全線以南))、堂ヶ芝 1 丁目、堂ヶ芝 2 丁目(2～18 番
(生玉片江線以南))、東上町、
悲田院町(1～7 番(玉造筋以北))、堀越町、松ヶ鼻町
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三軒家西 1 丁目(5～27 番(JR 環状線以南))、三軒家西 2～3 丁目
旭町 1 丁目(2～6 番(尼崎平野線以南、金塚南北線以西))、阿倍野筋 4 丁目(1～17 番)、
阿倍野筋 4 丁目(18～24 番)、阿倍野筋 5 丁目(1～9 番)、阿倍野筋 5 丁目(10～13 番)、
阿倍野元町(1～2 番(木津川平野線(松虫通)以北))、王子町 1 丁目、
王子町 2 丁目(1 番、3 番(木津川平野線(松虫通)以北))、
王子町 2 丁目(2 番、4～17 番(木津川平野線(松虫通)以南))、王子町 3～4 丁目、
共立通 1～2 丁目、三明町 1～2 丁目、昭和町 1 丁目、昭和町 2～5 丁目、
天王寺町北 1 丁目(1～5 番、6 番の一部、7～10 番(天王寺吾彦線以東))、
天王寺町北 2～3 丁目、天王寺町南 1 丁目（2～7 番）、天王寺町南1 丁目（1 番）、
天王寺町南 2 丁目（8～26 番）、天王寺町南 2 丁目（1 番、2 番、5 番、6 番）、
天王寺町南 3 丁目（4～12 番）、天王寺町南 3 丁目（1 番）、長池町、
播磨町 1 丁目(1～22 番(柴谷平野線(南港通)以北)、阪南町 1 丁目、阪南町 2～4 丁目、
阪南町 5 丁目(1～22 番(柴谷平野線(南港通)以北))、美章園 1～3 丁目、文の里 1～4 丁目、
松虫通1 丁目(1～12 番(木津川平野線(松虫通)以北))、松虫通 2 丁目、
松虫通 3 丁目(1～4 番、8 番(木津川平野線(松虫通)以北))、
丸山通 1～2 丁目、桃ヶ池町 1～2 丁目
旭 1～3 丁目、岸里 1 丁目、岸里 2～3 丁目、岸里東 1～2 丁目、
北津守 3 丁目(1 番の一部(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、
北津守 4 丁目(1～2 番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、
山王 1 丁目(2～8 番、10～16 番 (尼崎平野線以南))、山王 2～3 丁目、
潮路1～2 丁目、聖天下1～2 丁目、千本北1～2 丁目、千本中1～2 丁目、千本南1～2 丁目、
太子 1 丁目(2 番、3 番、6～13 番、15 番 (尼崎平野線以南、堺筋線以東))、
太子2 丁目(2～4 番(堺筋線以東))、橘1～3 丁目、玉出中1～2 丁目、玉出西 1～2 丁目、
玉出東 1 丁目(1～11 番(堺筋線(阪堺線)以西))、
玉出東 2 丁目(2～5 番、10～15 番(堺筋線(阪堺線)以西))、
津守 1 丁目(1～6 番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、
津守 2 丁目(1～6 番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、
津守 3 丁目(1～3 番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、鶴見橋 1～3 丁目、出城 3 丁目、
天下茶屋 1～3 丁目、天下茶屋北 1 丁目(1～3 番、5～6 番(堺筋線以東))、
天下茶屋東 1～2 丁目、長橋 1～3 丁目、中開 3 丁目、梅南 1～3 丁目、
花園北 1 丁目(2～10 番(尼崎平野線以南))、花園北 2 丁目、花園南 1～2 丁目、
松 1～3 丁目、南津守 1 丁目、南開 2 丁目
平野上町 1～2 丁目、平野東 1～3 丁目、平野本町 1～5 丁目
今川1 丁目、今川 4 丁目、今川7 丁目、今林1 丁目(1 番(森小路大和川線(今里筋)以西))、
北田辺 1 丁目、北田辺 2 丁目、北田辺 3 丁目、北田辺 4～6 丁目、杭全 1～5 丁目、
桑津 1～5 丁目、駒川 1～5 丁目、住道矢田 1～4 丁目、鷹合 1～4 丁目、田辺 1～6 丁目、
照ヶ丘矢田 1～4 丁目、中野 1 丁目、中野 3 丁目、西今川 1～4 丁目、針中野 1～4 丁目、
東田辺 1～3 丁目、南田辺 1 丁目、山坂 1～3 丁目、湯里 1～2 丁目、湯里 4～5 丁目
上住吉 1～2 丁目、沢之町 1 丁目(10 番、11 番(長柄堺線(あべの筋)以西))、
清水丘 1～3 丁目、墨江 1～4 丁目、住吉 1～2 丁目、千躰 2 丁目、帝塚山中 1～5 丁目、
帝塚山西1 丁目(1 番の一部、2～14 番(柴谷平野線(南港通)以南))、帝塚山西2～4 丁目、
帝塚山東 1～5 丁目、殿辻 2 丁目、長峡町、万代 2～6 丁目、東粉浜 1～3 丁目
安立 1～4 丁目、粉浜 1～3 丁目、粉浜西 1～3 丁目、住之江 1～3 丁目、中加賀屋 1～3 丁目、
中加賀屋 4 丁目(1 番、2 番、5 番、6 番(市道(住吉川小学校南側)以北))、西加賀屋 1～3 丁目、
西加賀屋4 丁目(1～3 番、5～7 番(市道(住吉川小学校南側)以北))、西住之江1～2 丁目、
浜口西 1～2 丁目、浜口東 1～3 丁目、東加賀屋 1～4 丁目、御崎 1 丁目、御崎 3 丁目

