
別表３

大阪府
市町村名 大字名 番地

2472 東大阪市 足代１丁目
2473 東大阪市 足代２丁目
2474 東大阪市 足代３丁目
2475 東大阪市 足代北１丁目
2476 東大阪市 足代北２丁目
2477 東大阪市 足代新町
2478 東大阪市 足代南１丁目
2479 東大阪市 足代南２丁目
2480 東大阪市 荒川１丁目
2481 東大阪市 荒川２丁目
2482 東大阪市 荒川３丁目
2483 東大阪市 永和１丁目
2484 東大阪市 永和２丁目 1,2,3,7,8,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
2485 東大阪市 永和３丁目 10,11,12,14,15,18
2486 東大阪市 近江堂２丁目 6,9,10
2487 東大阪市 大蓮東１丁目 7,17,18,23
2488 東大阪市 大蓮東２丁目 1,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21
2489 東大阪市 柏田西１丁目
2490 東大阪市 柏田西２丁目
2491 東大阪市 柏田西３丁目
2492 東大阪市 柏田東町
2493 東大阪市 柏田本町
2494 東大阪市 金岡１丁目 14,15,16,17,18,19
2495 東大阪市 金岡２丁目 1,2,3,4,12,13,14,15,16
2496 東大阪市 金岡３丁目 28
2497 東大阪市 金岡４丁目 4,5,6,9,10,11,12,13,14,15
2498 東大阪市 上小阪１丁目 1
2499 東大阪市 上小阪２丁目
2500 東大阪市 上小阪３丁目
2501 東大阪市 上小阪４丁目
2502 東大阪市 岸田堂北町
2503 東大阪市 岸田堂西１丁目
2504 東大阪市 岸田堂西２丁目
2505 東大阪市 岸田堂南町
2506 東大阪市 衣摺１丁目 4,5,6,7,10,11
2507 東大阪市 衣摺２丁目
2508 東大阪市 小阪１丁目
2509 東大阪市 小阪２丁目
2510 東大阪市 小阪本町１丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13
2511 東大阪市 小阪本町２丁目 2,3,7,8,11,12
2512 東大阪市 寿町１丁目
2513 東大阪市 寿町２丁目
2514 東大阪市 寿町３丁目
2515 東大阪市 小若江１丁目 1,2,3,4,5,6,9
2516 東大阪市 小若江２丁目 5,6,7,8,9,12,13,14,15,16
2517 東大阪市 小若江３丁目 2,3,4,6,7,10,11,18,20
2518 東大阪市 小若江４丁目 10,11,12,13
2519 東大阪市 三ノ瀬１丁目
2520 東大阪市 三ノ瀬２丁目
2521 東大阪市 三ノ瀬３丁目
2522 東大阪市 新喜多１丁目
2523 東大阪市 渋川町１丁目
2524 東大阪市 渋川町２丁目
2525 東大阪市 渋川町３丁目
2526 東大阪市 下小阪１丁目
2527 東大阪市 下小阪２丁目
2528 東大阪市 下小阪３丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
2529 東大阪市 俊徳町１丁目
2530 東大阪市 俊徳町２丁目
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2531 東大阪市 俊徳町３丁目
2532 東大阪市 俊徳町４丁目
2533 東大阪市 俊徳町５丁目
2534 東大阪市 太平寺１丁目
2535 東大阪市 太平寺２丁目
2536 東大阪市 高井田
2537 東大阪市 高井田中１丁目
2538 東大阪市 高井田中２丁目
2539 東大阪市 高井田中３丁目
2540 東大阪市 高井田中４丁目
2541 東大阪市 高井田中５丁目
2542 東大阪市 高井田西１丁目
2543 東大阪市 高井田西２丁目
2544 東大阪市 高井田西３丁目
2545 東大阪市 高井田西４丁目
2546 東大阪市 高井田西５丁目
2547 東大阪市 高井田西６丁目
2548 東大阪市 高井田本通１丁目
2549 東大阪市 高井田本通２丁目
2550 東大阪市 高井田本通３丁目
2551 東大阪市 高井田本通４丁目
2552 東大阪市 高井田本通５丁目
2553 東大阪市 高井田本通６丁目
2554 東大阪市 高井田本通７丁目
2555 東大阪市 高井田元町１丁目
2556 東大阪市 高井田元町２丁目
2557 東大阪市 長栄寺
2558 東大阪市 長堂１丁目
2559 東大阪市 長堂２丁目
2560 東大阪市 長堂３丁目
2561 東大阪市 寺前町１丁目
2562 東大阪市 寺前町２丁目
2563 東大阪市 友井１丁目 3,4,11
2564 東大阪市 友井２丁目
2565 東大阪市 友井３丁目 1,2,3,4,5,6,7,8
2566 東大阪市 友井４丁目
2567 東大阪市 中小阪１丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23
2568 東大阪市 中小阪２丁目 1,2,3,4,5,6,7,12,13,17
2569 東大阪市 中小阪３丁目 5,17
2570 東大阪市 長瀬町１丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
2571 東大阪市 長瀬町２丁目 6,7,8,9,10,11,12,13
2572 東大阪市 長瀬町３丁目
2573 東大阪市 西上小阪
2574 東大阪市 菱屋西１丁目 1,2,3,17,18,19,20,23,24
2575 東大阪市 菱屋西２丁目 8
2576 東大阪市 菱屋西３丁目 13,14
2577 東大阪市 菱屋西４丁目 11
2578 東大阪市 菱屋西５丁目
2579 東大阪市 菱屋西６丁目
2580 東大阪市 宝持１丁目 1,2,3,4,5,6,9
2581 東大阪市 宝持２丁目
2582 東大阪市 御厨栄町１丁目
2583 東大阪市 御厨栄町２丁目
2584 東大阪市 御厨栄町３丁目
2585 東大阪市 御厨栄町４丁目
2586 東大阪市 御厨中１丁目
2587 東大阪市 御厨南１丁目
2588 東大阪市 森河内西１丁目
2589 東大阪市 森河内西２丁目 23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
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2590 東大阪市 森河内東１丁目
2591 東大阪市 森河内東２丁目
2592 東大阪市 横沼町１丁目 1,5,6,7,10,11,15
2593 東大阪市 横沼町２丁目 1,2,3,4,5,6,7,14,15
2594 東大阪市 横沼町３丁目 1,2,3,10,11,12,13,14,15,16
2595 東大阪市 吉松２丁目 1,2,3,4


