
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】
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施設
150111-00002 菅北集会所 北区 池田町 134.29 北区役所

062507-00122 菅北福祉会館老人憩の家 北区 池田町 435.25 133.49 福祉局

062507-00005 シルバー人材センター北部支部 北区 池田町 302.88 福祉局

121601-12739 浮田公園 北区 浮田２丁目 847.54 建設局

540109-00037 浮田児童遊園 北区 浮田２丁目 259.74 1 こども青少年局

460108-00113 北消防署浮田出張所 北区 浮田２丁目 353.08 224.78 消防局

420410-00022 総合生涯学習センター 北区 梅田１丁目 348.51 3102.99 教育委員会事務局

050601-00063 大学と連携した人材育成中核拠点 北区 梅田１丁目 47.05 418.08 経済戦略局

121001-10097 大阪駅前地下駐車場 北区 梅田１丁目 13100 建設局

540103-10003 若者自立支援事業事務室 北区 梅田１丁目 16.62 148.53 こども青少年局

040401-00006 市税事務所（梅田） 北区 梅田１丁目 275.81 財政局

040401-10005 税務部分室 北区 梅田１丁目 50.39 447.73 財政局

040401-00001 市税事務所（梅田） 北区 梅田１丁目 2770.6 財政局

460108-00112 北消防署梅田出張所 北区 梅田１丁目 83.81 262.56 消防局

610002-00003 職員相談室 北区 梅田１丁目 20.55 157.25 人事室

560102-10021 大阪駅前第2ビル内事務所 北区 梅田１丁目 8.93 74.79 都市整備局

560102-10022 大阪駅前第3ビル内事務所 北区 梅田１丁目 4.26 51.2 都市整備局

560102-10025 大阪駅前第3ビル内駐車場21区画 北区 梅田１丁目 110.03 2456.66 都市整備局

560102-10026 大阪駅前第3ビル内駐車場15区画 北区 梅田１丁目 63.9 1260.51 都市整備局

560102-10027 大阪駅前第3ビル内詰所等22区画 北区 梅田１丁目 14.25 368.2 都市整備局

560102-10028 大阪駅前第4ビル内駐車場13区画 北区 梅田１丁目 157.41 1464.56 都市整備局

560102-10029 大阪駅前第4ビル内駐車場7区画 北区 梅田１丁目 104.84 976.2 都市整備局

560102-10030 大阪駅前第4ビル内詰所等24区画 北区 梅田１丁目 17.61 445.19 都市整備局

560306-00001 梅田住宅管理センター 北区 梅田１丁目 59.51 529.06 都市整備局

560306-10007 都市整備局分室 北区 梅田１丁目 21.54 265.3 都市整備局

560601-00001 都市整備局倉庫 北区 梅田１丁目 14.2 377.69 都市整備局

121601-12420 西梅田公園 北区 梅田２丁目 6400.44 建設局

120907-00392 道路（北）（管財課） 北区 梅田３丁目 1403995.96 建設局

120907-00395 南北線（北）（管財課） 北区 梅田３丁目 622.68 建設局

620701-00201 扇町プール 北区 扇町１丁目 4356.24 経済戦略局

120907-00341 大阪高槻京都線（北）（管財課） 北区 扇町１丁目 2673.76 建設局

121601-12445 扇町公園 北区 扇町１丁目 73665.87 建設局

121001-10095 扇町通地下駐車場 北区 扇町１丁目 9947 建設局

121602-00449 扇町公園 北区 扇町１丁目 8280.39 建設局

150106-00001 北区役所 北区 扇町２丁目 604.1 7838.58 北区役所

150106-00000 北区保健福祉センター 北区 扇町２丁目 2011.99 北区役所

150111-00009 北区民センター 北区 扇町２丁目 2748.24 北区役所

420210-00270 扇町小学校 北区 扇町２丁目 8618.91 6124.91 教育委員会事務局

030404-00013 北区（合同）総合庁舎 北区 扇町２丁目 4886.99 市民局

560307-00208 扇町住宅 北区 扇町２丁目 4493.95 8902.15 都市整備局

120907-00283 九条梅田線（北）（管財課） 北区 大深町 503.98 建設局

121002-00214 梅北西ポンプ場 北区 大深町 8.9 建設局

050513-00002 大阪北口広場 北区 大深町 9917.87 都市計画局

121601-12488 大淀北1開発公園 北区 大淀北１丁目 180.28 建設局

121601-12489 大淀北公園 北区 大淀北１丁目 2469.36 建設局

460108-00110 北消防署大淀町出張所 北区 大淀北１丁目 244.71 205.84 消防局

560307-00229 大淀北住宅 北区 大淀北１丁目 3471.49 7898.14 都市整備局

121601-12484 大淀西公園 北区 大淀北２丁目 2237.6 建設局

121601-12486 大淀中公園 北区 大淀中１丁目 5391.3 建設局

420210-00298 大淀中学校 北区 大淀中２丁目 8224.74 6279.1 教育委員会事務局

150111-00004 大淀地域集会所 北区 大淀中３丁目 166.74 北区役所

620601-00093 大淀小売市場民営活性化事業施設 北区 大淀中３丁目 1287.8 経済戦略局

062507-00163 大淀老人憩の家 北区 大淀中３丁目 347.9 福祉局

420210-00297 大淀小学校 北区 大淀中４丁目 7264.32 4602.8 教育委員会事務局

540201-10156 中大淀幼稚園 北区 大淀中４丁目 1329 674 こども青少年局

540502-00066 大淀保育所 北区 大淀中４丁目 846.64 771.92 こども青少年局

121601-12485 大淀中5公園 北区 大淀中５丁目 732.06 建設局

460108-00106 防火水槽用地（北） 北区 大淀中５丁目 87.74 消防局

121601-12487 大淀南公園 北区 大淀南１丁目 2552.09 建設局

12ZZZZ-01519 北野抽水所 北区 大淀南１丁目 4917.13 3698.13 建設局

121601-12055 浦江公園 北区 大淀南３丁目 20497.55 建設局

121602-00055 浦江公園 北区 大淀南３丁目 19.2 建設局

420210-00359 天満中学校 北区 神山町 12072.78 8808 教育委員会事務局

530201-00045 もと建設局分室 北区 神山町 11.61 契約管財局

530201-00296 廃道（北） 北区 神山町 28.57 契約管財局

120907-00406 廃道（北） 北区 神山町 0.9 建設局

121005-10027 本庄西天満線外１（基金） 北区 神山町 0.69 建設局

062506-00124 特別養護老人ホーム北野よろこび苑・北野老人憩の家 北区 神山町 788.76 福祉局

062506-00131 北区在宅サービスセンター 北区 神山町 663.86 福祉局

420210-00236 菅北小学校 北区 菅栄町 6851.59 5887.07 教育委員会事務局

121601-12369 菅北公園 北区 菅栄町 1833.23 建設局

121601-12200 黒崎町公園 北区 黒崎町 1800.16 建設局

500199-00106 災害対策用職員住宅（北2） 北区 国分寺１丁目 81.56 167.52 危機管理室

120907-00329 大阪環状線（北）（管財課） 北区 国分寺１丁目 320.72 建設局

121601-12199 国分寺公園 北区 国分寺１丁目 1319.47 建設局

12ZZZZ-00331 下水道用地（北） 北区 芝田２丁目 33517.53 建設局

120907-00287 恵美須南森町線（北）（管財課） 北区 菅原町 3974.36 建設局

12ZZZZ-00150 もと下水道用地（北） 北区 菅原町 124.47 建設局

540201-10147 菅南幼稚園 北区 菅原町 1092.79 792.15 こども青少年局

062507-00001 もといきいきエイジングセンター 北区 菅原町 4582.67 3964.98 ○ 福祉局

150111-00000 （仮称）曽根崎地域集会所 北区 曽根崎１丁目 150.03 3 北区役所

530201-00113 もと北区役所 北区 曽根崎１丁目 30.76 契約管財局

620601-00016
もと小売市場施設（北区曽根崎）
もと曽根崎小売市場民営化事業施設

北区 曽根崎２丁目 1233.04 1360 経済戦略局

530201-00198 曽根崎警察署 北区 曽根崎２丁目 2016.47 契約管財局

420210-00033 もと梅田東小学校 北区 茶屋町 1735.38 4-1 1180.23 ○ 教育委員会事務局
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460108-00108 北消防署 北区 茶屋町 1432.27 1933.7 消防局

460108-00109 北災害待機宿舎 北区 茶屋町 97.86 消防局

530201-00127 河岸地（北） 北区 天神橋１丁目 74.31 契約管財局

530201-00209 天満署天神橋北交番 北区 天神橋１丁目 26.44 契約管財局

120907-00369 天神橋天王寺線（北）（管財課） 北区 天神橋１丁目 149.85 建設局

540109-00025 もと児童文化会館 北区 天神橋１丁目 137.38 1575 こども青少年局

420210-00024 もと天満幼稚園 北区 天神橋３丁目 1044.52 5 教育委員会事務局

560108-00013 肩替地（東天満） 北区 天神橋３丁目 7.66 都市整備局

121902-02320 扇町駅・天満駅自転車駐車場管理事務所 北区 天神橋４丁目 9.2 建設局

560108-00060 区画整理事業用地（東天満工区） 北区 天神橋４丁目 65.68 都市整備局

530201-00199 曽根崎署天神橋5丁目交番 北区 天神橋５丁目 26.44 契約管財局

540201-00046 男女共同参画センター子育て活動支援館 北区 天神橋６丁目 108.23 こども青少年局

030802-10001 男女共同参画センター子育て活動支援館 北区 天神橋６丁目 1606.99 市民局

560102-00018 住まい情報センター 北区 天神橋６丁目 2100.3 11271.68 都市整備局

530201-00082 もと疎開跡地（北） 北区 天神橋７丁目 11.8 契約管財局

420210-00304 滝川小学校 北区 天満１丁目 6837.13 4781.2 教育委員会事務局

540201-10154 滝川幼稚園 北区 天満１丁目 992 770 こども青少年局

121601-12689 南天満公園 北区 天満２丁目 19426.01 建設局

121602-00698 南天満公園 北区 天満２丁目 61.05 建設局

530201-00009 コミュニティ用地（北区天満） 北区 天満３丁目 56.18 契約管財局

121601-12496 滝川公園 北区 天満４丁目 5716.92 建設局

121602-00501 滝川公園 北区 天満４丁目 15.6 建設局

420210-00476 北稜中学校 北区 天満橋１丁目 9563.96 7709.95 教育委員会事務局

620401-00007 桜宮公会堂 北区 天満橋１丁目 6216.42 2447.4 経済戦略局

121601-12634 東天満公園 北区 天満橋１丁目 1796.21 建設局

550501-10001 もと北部環境事業センター 北区 天満橋３丁目 69.27 環境局

150111-00006 堂島地域集会所 北区 堂島２丁目 1210.11 6-1 176.17 北区役所

062507-00218 堂島・中之島老人憩の家 北区 堂島２丁目 322.54 145.06 福祉局

121601-12653 堂島公園 北区 堂島浜１丁目 1822.2 建設局

530201-00210 天満署渡辺橋交番 北区 堂島浜２丁目 20.17 契約管財局

出入橋抽水所 北区 堂島浜２丁目 718.06 建設局

540501-00051 同心保育園 北区 同心１丁目 1081.89 こども青少年局

460108-00115 北消防署与力出張所 北区 同心１丁目 506.77 516.17 消防局

062507-00257 北区北老人福祉センター 北区 同心１丁目 1674.91 790.87 福祉局

060106-00022 もと大阪ボランティア協会事務室 北区 同心１丁目 185.9 ○ 福祉局

062209-10014 医療助成費等償還事務センター 北区 同心１丁目 324.05 福祉局

062405-00023 障がい福祉サービス事業所 なんばなかよし作業所 北区 同心１丁目 290.9 福祉局

550303-00000 北部環境事業センター 北区 同心２丁目 5264.84 4465.04 環境局

150111-00011 堀川会館 北区 同心２丁目 105.3 北区役所

062507-00267 堀川老人憩の家 北区 同心２丁目 152.32 106.48 福祉局

530201-00018 その他の土地（北） 北区 堂山町 16.59 契約管財局

550301-00081 南浜霊園 北区 豊崎１丁目 1585.47 12.39 環境局

121005-10026 北野今市線 北区 豊崎１丁目 292.01 建設局

121601-12772 豊崎南公園 北区 豊崎３丁目 1344.13 建設局

121001-10090 豊崎地下駐車場 北区 豊崎３丁目 6701.9 建設局

150111-00007 豊崎地域集会所 北区 豊崎４丁目 109.54 北区役所

420210-00459 豊崎小学校 北区 豊崎４丁目 2231.09 4933.18 教育委員会事務局

121601-12771 豊崎東公園 北区 豊崎４丁目 7592.36 建設局

062507-00251 豊崎会館老人憩の家 北区 豊崎４丁目 130 福祉局

121601-12769 豊崎西公園 北区 豊崎５丁目 5652.72 建設局

560307-00393 豊崎住宅 北区 豊崎５丁目 2929.47 3585.89 都市整備局

120907-00295 国道４２３号（北）（管財課） 北区 豊崎６丁目 1402.67 建設局

121601-12773 豊崎北公園 北区 豊崎６丁目 3086.34 建設局

121902-01838 中津自転車保管所管理事務所 北区 豊崎６丁目 26.68 建設局

121601-12770 豊崎中公園 北区 豊崎７丁目 1259.6 建設局

560307-00394 豊崎第2住宅 北区 豊崎７丁目 2837.35 3089.15 都市整備局

062507-00252 豊崎社会福祉会館老人憩の家 北区 豊崎７丁目 628.49 福祉局

620601-00070 本庄小売市場民営活性化事業施設 北区 中崎１丁目 1842.8 2506.58 経済戦略局

150111-10001 済美福祉センター 北区 中崎西１丁目 2004.03 7-1 北区役所

420210-00002 もと済美小学校 北区 中崎西１丁目 60.15 教育委員会事務局

121601-12218 済美公園 北区 中崎西１丁目 706.15 建設局

530201-00204 大淀警察署 北区 中津１丁目 2006.61 契約管財局

121902-02381 地下鉄中津駅自転車駐車場管理事務所 北区 中津１丁目 12.15 建設局

540202-00000 愛光会館 北区 中津１丁目 571.5 1116.94 こども青少年局

121601-12532 中津公園 北区 中津２丁目 15681.56 建設局

121601-12534 中津東公園 北区 中津２丁目 2643.73 建設局

121602-00537 中津公園 北区 中津２丁目 6.17 建設局

540501-00040 中津保育園 北区 中津２丁目 863.44 416.26 こども青少年局

560307-00253 中津住宅 北区 中津２丁目 11566.78 13290.95 都市整備局

150111-00005 中津福祉会館 北区 中津３丁目 108 北区役所

420210-00319 中津小学校 北区 中津３丁目 12644.96 5453.84 教育委員会事務局

620701-00041 北スポーツセンター 北区 中津３丁目 3223.76 2094.44 経済戦略局

530201-00205 大淀単身寮及び大淀署中津警ら連絡所 北区 中津３丁目 1279.33 契約管財局

121902-02121 阪急中津駅自転車駐車場管理事務所 北区 中津３丁目 12.96 建設局

560301-00046 中津倉庫 北区 中津３丁目 390.97 359.42 都市整備局

062507-00176 中津老人憩の家 北区 中津３丁目 110.55 福祉局

121601-12535 中津南公園 北区 中津５丁目 2702.87 建設局

620504-00002 国際学校 北区 中津６丁目 5964.05 3009.74 経済戦略局

560307-00254 中津第2住宅 北区 中津６丁目 2045.08 2444.96 都市整備局

560307-10049 中津第3住宅 北区 中津６丁目 2335.86 2769.52 都市整備局

120907-00289 国道１７６号（北）（管財課） 北区 中津７丁目 152.37 建設局

560108-00045 もと建築物移転先用地（大仁工区・本庄長柄工区） 北区 中津７丁目 101.81 都市整備局

550201-00059 中之島地盤沈下観測所 北区 中之島１丁目 24.82 環境局

620401-00000 中央公会堂 北区 中之島１丁目 9886.56 経済戦略局

620401-00013 東洋陶磁美術館 北区 中之島１丁目 3921.8 経済戦略局

121601-12539 中之島公園 北区 中之島１丁目 23100.24 建設局

121602-00544 中之島公園 北区 中之島１丁目 352.23 建設局

020106-00001 市庁舎 北区 中之島１丁目 13086.05 75010.52 総務局



実測面積
（㎡）

未利用地
番号

延床面積
供用廃止

施設

建物
所属区・局

施設
索引番号

施設名（財産名称）
代表所在地

（区）
代表所在地
（町丁目）

土地

121601-12540 中之島緑道 北区 中之島２丁目 1622.82 建設局

530201-00174 契約管財局賃貸地（北） 北区 中之島３丁目 131.51 契約管財局

620401-00001 科学館 北区 中之島４丁目 16065.43 8944.55 経済戦略局

620401-00002 近代美術館 北区 中之島４丁目 12874.3 12-1 経済戦略局

620401-10003 もと近代美術館 北区 中之島４丁目 3159.6 12-2 経済戦略局

530201-00089 もと中之島女子商業 北区 中之島４丁目 2795.08 10 契約管財局

530201-00295 もと道路（北） 北区 中之島４丁目 12.52 契約管財局

12ZZZZ-01065 中之島抽水所 北区 中之島４丁目 1999.44 1465.95 建設局

050601-00001
もと中之島阪大周辺用地先行取得事業用地
（大阪市土地開発公社経営健全化計画対象地）

北区 中之島４丁目 157.16 856 都市計画局

050601-00017 もと中之島市街地整備事業用地 北区 中之島４丁目 6201.62 9/11 都市計画局

420210-00020 もと扇町高等学校 北区 中之島５丁目 10982.68 857 教育委員会事務局

120907-00320 大阪伊丹線（北）（管財課） 北区 中之島５丁目 27 建設局

120907-00356 大阪臨海線（北）（管財課） 北区 中之島６丁目 1373.2 建設局

121107-00036 共同物揚場（北） 北区 中之島６丁目 16.52 建設局

121601-00002 中之島西公園 北区 中之島６丁目 5654.08 建設局

540501-00046 鶴満寺保育所 北区 長柄中１丁目 542.58 こども青少年局

560307-00286 長柄中住宅 北区 長柄中１丁目 7725.15 12397.35 都市整備局

062506-00042 新豊崎地域在宅サービスステーション 北区 長柄中１丁目 229.2 福祉局

550301-00096 北霊園 北区 長柄中２丁目 20236.16 203.83 環境局

420210-00461 豊崎東小学校 北区 長柄中２丁目 8710.24 6841.97 教育委員会事務局

150111-00008 豊仁地域集会所 北区 長柄中３丁目 125 北区役所

560108-00016 肩替地（本庄長柄） 北区 長柄中３丁目 33.56 都市整備局

062507-00254 豊仁福祉老人憩の家 北区 長柄中３丁目 370.34 125 福祉局

550301-00092 北斎場 北区 長柄西１丁目 7131.98 12374.93 環境局

121601-12557 長柄西公園 北区 長柄西１丁目 1552.31 建設局

062207-00468 救護・更生施設大淀寮 北区 長柄西１丁目 2885.61 1750 4740.47 ○ 福祉局

062211-01517 もと更生相談所一時保護所(もと自立支援センター大淀) 北区 長柄西１丁目 504.46 1749 福祉局

062211-01519 もと長柄寮(もと自立支援センター大淀) 北区 長柄西１丁目 923.22 ○ 福祉局

420210-00464 豊仁小学校 北区 長柄西２丁目 5820.32 7141.54 教育委員会事務局

121601-12556 長柄公園 北区 長柄西２丁目 4174.77 建設局

121601-12558 長柄東公園 北区 長柄東１丁目 12055.55 建設局

121601-12582 鶴満寺公園 北区 長柄東１丁目 2902.84 建設局

121602-00564 長柄東公園 北区 長柄東１丁目 19.2 建設局

121602-00590 鶴満寺公園 北区 長柄東１丁目 19.2 建設局

420210-00222 新豊崎中学校 北区 長柄東２丁目 15902.69 6400.55 教育委員会事務局

560107-00014 特定市街地住宅整備事業用地 北区 長柄東２丁目 621.49 14 都市整備局

560307-00287 長柄東住宅 北区 長柄東２丁目 25756.65 38263.08 都市整備局

560307-00288 長柄東第2住宅 北区 長柄東２丁目 2404.77 9193.27 都市整備局

540501-00042 長柄保育園 北区 長柄東３丁目 488.24 こども青少年局

560307-00285 長柄第2住宅 北区 長柄東３丁目 3385.4 3856.8 都市整備局

420210-00006 もと北天満小学校 北区 浪花町 4188.42 2 3229.42 ○ 教育委員会事務局

121902-02456 天神橋六丁目駅自転車駐車場管理事務所 北区 浪花町 11.56 建設局

530201-00207 天満警察署 北区 西天満１丁目 1790.18 契約管財局

12ZZZZ-01153 天満堀川抽水所 北区 西天満１丁目 1378.47 1157.88 建設局

530201-00208 天満署大江橋交番 北区 西天満２丁目 15.69 契約管財局

530201-00225 道路買収残地（北） 北区 西天満２丁目 15.27 契約管財局

420210-00261 西天満小学校 北区 西天満３丁目 6204.16 8340.5 教育委員会事務局

121601-12939 西天満どんぐり公園 北区 西天満３丁目 948.9 建設局

062507-00138 西天満老人憩の家 北区 西天満３丁目 150 福祉局

121601-12419 西天満公園 北区 西天満５丁目 2482.76 建設局

121601-12829 野崎公園 北区 野崎町 5572.69 建設局

420210-00481 堀川小学校 北区 東天満２丁目 6736.01 7037.27 教育委員会事務局

121601-12812 本庄公園 北区 本庄長柄工区 14134.74 建設局

121602-00822 本庄公園 北区 本庄長柄工区 19.2 建設局

121601-12816 本庄南公園 北区 本庄西１丁目 807.35 建設局

420210-00462 豊崎本庄小学校 北区 本庄西２丁目 5460.74 5234.2 教育委員会事務局

460108-00114 北消防署本庄出張所 北区 本庄西２丁目 99.86 178.97 消防局

062506-00120
特別養護老人ホーム藤ミレニアム・
豊崎地域在宅サービスステーション

北区 本庄西２丁目 1083.78 福祉局

540201-00019 もと大淀勤労青少年ホーム 北区 本庄東１丁目 616.06 ○ こども青少年局

062507-00256 北区大淀老人福祉センター 北区 本庄東１丁目 1298.91 504.9 福祉局

150111-00012 本庄地域集会所 北区 本庄東２丁目 156.48 北区役所

121601-12814 本庄川崎公園 北区 本庄東２丁目 1290.28 建設局

121601-12815 本庄川崎町開発公園 北区 本庄東２丁目 376.65 建設局

062507-00268 本庄福祉老人憩の家 北区 本庄東２丁目 156.48 福祉局

150111-00003 大淀コミュニティセンター 北区 本庄東３丁目 1699.89 北区役所

420210-00460 豊崎中学校 北区 本庄東３丁目 15131.38 6431.51 教育委員会事務局

420605-00025 北図書館 北区 本庄東３丁目 2165.4 610.66 教育委員会事務局

121601-12813 本庄小公園 北区 本庄東３丁目 2490.88 建設局

560307-10084 大淀住宅 北区 本庄東３丁目 3398.16 6642.75 都市整備局

420210-00271 扇町総合高等学校 北区 松ケ枝町 13596.28 10688.07 教育委員会事務局

121902-02354
大阪天満宮駅・
南森町駅自転車駐車場管理事務所

北区 南森町１丁目 8.1 建設局

460108-00111 北消防署南森町出張所 北区 南森町１丁目 389.33 339.99 消防局

121002-00233 堀川橋ポンプ場 北区 南森町２丁目 100.24 建設局

150111-00010 北天満地域集会所 北区 山崎町 215.62 北区役所

530201-00022 もとその他の施設（コミュニティ用地等） 北区 山崎町 227.28 16 契約管財局

530201-00027 もと衛生研究所車庫跡地 北区 山崎町 41.44 契約管財局

062507-00145 扇町老人憩の家 北区 山崎町 215.11 103.51 福祉局

500199-00105 災害対策用職員住宅（北） 北区 与力町 18.17 71.13 危機管理室

121601-12854 与力町公園 北区 与力町１丁目 8608.31 建設局

121602-00865 与力町公園 北区 与力町１丁目 19.2 建設局


