
番号 名称 位置 図面番号

1 島泉５ 羽曳野市島泉九丁目地内 約0.10 ha 1/11　2/11

2 島泉９ 羽曳野市島泉一丁目地内 約0.04 ha 1/11

3 島泉１８ 羽曳野市島泉一丁目地内 約0.09 ha 1/11

4 恵我之荘１ 羽曳野市恵我之荘五丁目地内 約0.12 ha 1/11

5 南恵我之荘４ 羽曳野市南恵我之荘五丁目地内 約0.16 ha 3/11

6 南恵我之荘５ 羽曳野市南恵我之荘五丁目地内 約0.07 ha 3/11

7 南恵我之荘１３ 羽曳野市南恵我之荘五丁目地内 約0.08 ha 3/11

8 南恵我之荘１５ 羽曳野市南恵我之荘五丁目地内 約0.06 ha 3/11

9 南恵我之荘１９ 羽曳野市南恵我之荘五丁目地内 約0.07 ha 3/11

10 南恵我之荘２１ 羽曳野市南恵我之荘五丁目地内 約0.04 ha 3/11

11 高鷲３ 羽曳野市高鷲八丁目地内 約0.11 ha 3/11

12 高鷲６ 羽曳野市高鷲一丁目地内 約0.06 ha 2/11

13 高鷲７ 羽曳野市高鷲七丁目地内 約0.19 ha 3/11

14 高鷲１１ 羽曳野市高鷲六丁目及び七丁目及び向野一丁目地内 約0.12 ha 3/11

15 高鷲１４ 羽曳野市高鷲五丁目及び六丁目及び伊賀一丁目地内 約0.39 ha 4/11

16 高鷲１８ 羽曳野市高鷲八丁目地内 約0.06 ha 3/11

17 伊賀３ 羽曳野市伊賀一丁目地内 約0.19 ha 4/11

18 伊賀４ 羽曳野市伊賀五丁目地内 約0.18 ha 4/11

19 伊賀６ 羽曳野市伊賀二丁目地内 約0.05 ha 4/11

20 伊賀７ 羽曳野市伊賀二丁目地内 約0.25 ha 4/11

21 伊賀９ 羽曳野市伊賀二丁目地内 約0.38 ha 4/11

22 伊賀１１ 羽曳野市伊賀四丁目地内 約0.11 ha 3/11

23 伊賀１３ 羽曳野市伊賀四丁目地内 約0.10 ha 4/11

24 野々上３ 羽曳野市野々上三丁目地内 約0.06 ha 4/11

25 樫山６ 羽曳野市樫山地内 約0.02 ha 3/11　6/11

26 樫山７ 羽曳野市樫山地内 約0.11 ha 3/11

27 誉田４ 羽曳野市誉田六丁目地内 約0.11 ha 5/11

28 誉田１０ 羽曳野市誉田三丁目及び六丁目地内 約0.11 ha 5/11

29 碓井３ 羽曳野市碓井一丁目地内 約0.14 ha 5/11

30 郡戸１ 羽曳野市郡戸地内 約0.13 ha 6/11

31 郡戸３ 羽曳野市郡戸地内 約0.18 ha 6/11

32 郡戸６ 羽曳野市郡戸地内 約0.08 ha 6/11

33 郡戸１０ 羽曳野市郡戸地内 約0.05 ha 6/11

34 郡戸１１ 羽曳野市郡戸地内 約0.17 ha 6/11

35 郡戸１２ 羽曳野市郡戸地内 約0.17 ha 6/11

36 郡戸１４ 羽曳野市郡戸地内 約0.17 ha 6/11

37 はびきの２ 羽曳野市はびきの五丁目地内 約0.06 ha 4/11

38 はびきの８ 羽曳野市はびきの七丁目地内 約0.05 ha 6/11

39 軽里４ 羽曳野市軽里三丁目地内 約0.12 ha 7/11

40 河原城１ 羽曳野市河原城地内 約0.11 ha 6/11

41 河原城２ 羽曳野市河原城地内 約0.13 ha 6/11

42 河原城４ 羽曳野市河原城地内 約0.16 ha 6/11

43 河原城７ 羽曳野市河原城地内 約0.56 ha 6/11

44 河原城８ 羽曳野市河原城地内 約0.10 ha 6/11

45 河原城１３ 羽曳野市河原城地内 約0.12 ha 6/11

46 桃山台４ 羽曳野市桃山台四丁目地内 約0.07 ha 6/11

47 西浦１ 羽曳野市西浦六丁目地内 約0.18 ha 7/11

48 西浦５ 羽曳野市西浦五丁目地内 約0.08 ha 7/11

49 西浦９ 羽曳野市西浦一丁目地内 約0.07 ha 7/11

50 西浦１３ 羽曳野市西浦三丁目地内 約0.05 ha 7/11

51 古市４ 羽曳野市古市三丁目地内 約0.08 ha 8/11

52 古市５ 羽曳野市古市三丁目地内 約0.09 ha 8/11

53 古市６ 羽曳野市古市五丁目地内 約0.04 ha 8/11

54 南古市３ 羽曳野市南古市一丁目地内 約0.22 ha 8/11

55 東阪田６ 羽曳野市東阪田地内 約0.05 ha 10/11

56 広瀬８ 羽曳野市広瀬地内 約0.05 ha 10/11

「区域は指定図表示のとおり」

特定生産緑地（羽曳野市）の指定

　生産緑地法第10条の２第１項の規定に基づき、特定生産緑地を次のように指定する。

特定生産緑地
面積


