
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】
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060106-00019 もと社会福祉施設用地（福島区海老江1－29） 福島区 海老江１丁目 249.00 福祉局

062405-00051 知的障がい者更生施設　福島育成園 福島区 海老江１丁目 1,959.33 福祉局

062507-00045 海老江東老人憩の家 福島区 海老江１丁目 173.86 福祉局

121601-12901 海老江1公園 福島区 海老江１丁目 2,428.73 建設局

420210-00085 海老江東小学校 福島区 海老江１丁目 7,329.00 4,682.33 教育委員会事務局

170113-10006 海老江上一児童遊園用地 福島区 海老江１丁目 604.50 福島区役所

121902-02638 野田阪神駅自転車駐車場 福島区 海老江１丁目 1,054.33 建設局

620601-00085 海老江小売市場民営活性化事業施設 福島区 海老江２丁目 1,292.42 経済戦略局

121601-12106 海老江上公園 福島区 海老江３丁目 2,383.47 建設局

122001-00011 淀川左岸線（福島） 福島区 海老江３丁目 376.98 建設局

062506-00129 福島区在宅サービスセンター 福島区 海老江６丁目 742.60 382.06 福祉局

062507-00044 海老江西老人憩の家 福島区 海老江６丁目 393.38 161.50 福祉局

062507-00239 福島区老人福祉センター 福島区 海老江６丁目 1,264.85 587.92 福祉局

121601-12108 海老江中公園 福島区 海老江６丁目 1,137.58 建設局

12ZZZZ-10009 もと海老江下水処理場 福島区 海老江６丁目 589.64 1518 建設局

460108-00087 福島消防署海老江出張所 福島区 海老江６丁目 280.56 594.61 消防局

062507-00004 もとシルバー人材センター海老江西作業所 福島区 海老江６丁目 158.23 ○ 福祉局

540201-00000 もと福島勤労青少年ホーム 福島区 海老江６丁目 650.59 ○ こども青少年局

540502-00016 海老江保育所 福島区 海老江６丁目 506.78 こども青少年局

170113-00000 海老江西コミュニティセンター 福島区 海老江６丁目 158.64 福島区役所

120907-00282 九条梅田線（福島）（管財課） 福島区 海老江７丁目 271.00 建設局

121601-12105 海老江公園 福島区 海老江７丁目 2,230.71 建設局

121602-00105 海老江公園 福島区 海老江７丁目 19.20 建設局

530201-00270 福島署淀川大橋警ら連絡所 福島区 海老江８丁目 31.73 契約管財局

540201-10180 海老江西幼稚園 福島区 海老江８丁目 845.00 729.95 こども青少年局

540501-00016 海西ひばり保育園 福島区 海老江８丁目 779.87 こども青少年局

560702-00001 地籍整備型土地区画整理モデル事業用地 福島区 海老江８丁目 706.03 37-1/37-5 都市整備局

560703-00052 えびえにし防災広場（まちかど広場） 福島区 海老江８丁目 300.00 都市整備局

121601-12107 海老江西公園 福島区 海老江８丁目 1,552.00 建設局

122001-00012 淀川左岸線（基金） 福島区 海老江８丁目 94.36 建設局

420210-00084 海老江西小学校 福島区 海老江８丁目 5,624.68 4,680.01 教育委員会事務局

550201-00014 大気汚染常時監視測定局（海老江西小学校） 福島区 海老江８丁目 8.81 環境局

121601-12462 大開公園 福島区 大開１丁目 636.03 建設局

170106-00001 福島区役所 福島区 大開１丁目 3,052.17 8,735.69 福島区役所

062405-00021 障がい福祉サービス事業所 すずらんの園 福島区 大開１丁目 116.64 福祉局

121902-02637 野田阪神駅・阪神野田駅自転車駐車場管理ボックス 福島区 大開１丁目 3.89 建設局

170113-00002 大開集会所 福島区 大開１丁目 199.50 福島区役所

420210-00277 大開小学校 福島区 大開２丁目 7,823.16 6,593.68 教育委員会事務局

550501-00006 もと大開出張所 福島区 大開４丁目 1,702.33 環境局

121601-00004 新家西公園 福島区 大開４丁目 355.59 建設局

121601-12189 高見公園整備事業 福島区 大開４丁目 10,838.36 建設局

121601-12378 正蓮寺川公園 福島区 大開４丁目 695.23 39 建設局

12ZZZZ-00369 海老江下水処理場 福島区 大開４丁目 101,158.56 29,882.51 建設局

121902-02664 大開自転車保管所 福島区 大開４丁目 12.91 建設局

121601-12920 鷺洲中公園 福島区 鷺洲２丁目 5,291.07 建設局

121602-00227 鷺州中公園 福島区 鷺洲２丁目 19.20 建設局

540201-10132 貫江田幼稚園 福島区 鷺洲５丁目 1,872.00 1,181.18 こども青少年局

121601-12919 鷺洲上公園 福島区 鷺洲５丁目 4,963.00 建設局

121601-12921 鷺洲北公園 福島区 鷺洲５丁目 1,418.00 建設局

420210-00158 鷺洲小学校 福島区 鷺洲５丁目 9,954.00 5,660.36 教育委員会事務局

420210-00431 八阪中学校 福島区 鷺洲６丁目 13,823.88 6,330.58 教育委員会事務局

121904-00014 運河（福島） 福島区 新家町２丁目 3,051.23 建設局

530201-00253 廃道（福島） 福島区 玉川１丁目 99.16 契約管財局

121601-12081 下福島公園（玉川１丁目） 福島区 玉川１丁目 3,287.43 建設局

420210-00068 下福島中学校 福島区 玉川１丁目 8,692.98 8,636.72 教育委員会事務局

530201-10040 もと軌道敷（西野田福島線） 福島区 玉川２丁目 954.29 契約管財局

062507-00056 玉川老人憩の家 福島区 玉川２丁目 645.22 福祉局

120907-00461 もと軌道敷(西野田福島線) 福島区 玉川２丁目 10,785.37 建設局

121601-12140 玉川公園 福島区 玉川２丁目 923.37 建設局

121601-12142 玉川南公園 福島区 玉川２丁目 1,304.63 建設局

460108-00104 防火水槽用地（福島） 福島区 玉川２丁目 51.00 消防局

420210-00114 玉川小学校 福島区 玉川２丁目 8,194.54 5,529.55 教育委員会事務局

530201-00032 もと下福島中学校代替地（児童遊園） 福島区 玉川４丁目 367.33 契約管財局

121601-12141 玉川西公園 福島区 玉川４丁目 672.48 建設局

68ZZZZ-00005 中央卸売市場本場 福島区 野田１丁目 166,908.64 311,245.31 中央卸売市場

620601-00047 もと小売市場施設（福島区野田）　もと西野田小売市場民営活性化事業施設 福島区 野田２丁目 1,993.72 943.09 ○ 経済戦略局

68ZZZZ-00006 中央卸売市場本場施設整備用地 福島区 野田２丁目 1,759.50 中央卸売市場

540502-00121 野田保育所 福島区 野田２丁目 677.58 350.00 こども青少年局

121601-12483 大野東公園 福島区 野田２丁目 1,423.33 建設局

530201-10032 野田用地 福島区 野田３丁目 198.69 1519 契約管財局

68ZZZZ-00003 もと中央卸売市場本場 福島区 野田４丁目 743.36 中央卸売市場

121601-12992 野田公園 福島区 野田４丁目 1,123.58 建設局

530201-00121 もと野田保育所（コミュニティ用地等） 福島区 野田５丁目 567.35 契約管財局

121601-12482 大野町公園 福島区 野田５丁目 1,202.93 建設局

121601-12834 野田緑道 福島区 野田５丁目 2,858.49 建設局

420210-00490 野田小学校 福島区 野田５丁目 5,543.79 5,976.24 教育委員会事務局

170113-00004 野田コミュニティセンター 福島区 野田５丁目 661.82 458.43 福島区役所

530201-00173 契約管財局賃貸地（福島） 福島区 野田６丁目 169.06 契約管財局

120907-00460 もと軌道敷(西野田線) 福島区 野田６丁目 23,181.89 建設局

121903-01047 野田出張所 福島区 野田６丁目 2,519.21 2,558.74 建設局
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12ZZZZ-00148 もと下水道用地（福島） 福島区 福島２丁目 3.43 建設局

620601-00018 もと福島公設市場 福島区 福島２丁目 1,677.67 経済戦略局

12ZZZZ-00329 下水道用地（福島） 福島区 福島３丁目 55,051.75 建設局

121601-12080 下福島公園 福島区 福島４丁目 38,019.79 建設局

460108-00088 福島消防署上福島出張所 福島区 福島４丁目 454.41 803.05 消防局

420210-00443 福島小学校 福島区 福島４丁目 4,473.91 5,658.30 教育委員会事務局

620701-00199 下福島プール 福島区 福島４丁目 3,488.00 経済戦略局

121602-00080 下福島公園 福島区 福島４丁目 211.24 建設局

121601-12744 福島公園 福島区 福島５丁目 2,976.00 建設局

121602-01622 福島公園 福島区 福島５丁目 19.20 建設局

121902-02571 福島駅自転車駐車場管理事務所 福島区 福島５丁目 12.56 建設局

120907-00390 道路（福島）（管財課） 福島区 福島６丁目 539,199.41 建設局

121601-12309 上福島東公園 福島区 福島６丁目 1,404.00 建設局

121601-12308 上福島公園 福島区 福島７丁目 1,672.00 建設局

121601-12310 上福島北公園 福島区 福島７丁目 1,732.06 建設局

121601-12311 上福島北公園（福島） 福島区 福島７丁目 3,869.00 建設局

420210-00206 上福島小学校 福島区 福島７丁目 5,557.89 3,875.37 教育委員会事務局

121602-00314 上福島北公園 福島区 福島７丁目 18.24 建設局

121902-02570 福島駅自転車駐車場管理ボックス 福島区 福島７丁目 1.44 建設局

062507-00109 上福島老人憩の家 福島区 福島８丁目 410.35 福祉局

120907-00355 大阪臨海線（福島）（管財課） 福島区 吉野１丁目 28,301.59 建設局

121601-12524 中江町公園 福島区 吉野１丁目 464.21 建設局

120907-00462 もと軌道敷(野田線) 福島区 吉野２丁目 11,308.53 建設局

620701-00038 福島スポーツセンター 福島区 吉野３丁目 1,040.85 1,272.65 経済戦略局

530201-10021 福島警察署 福島区 吉野３丁目 1,927.89 契約管財局

530201-10026 吉野用地 福島区 吉野３丁目 55.74 契約管財局

540201-10151 西野田幼稚園 福島区 吉野３丁目 2,511.33 1,382.95 こども青少年局

540502-00020 吉野保育所 福島区 吉野３丁目 512.20 239.24 こども青少年局

120907-00411 福島桜島線（福島）（管財課） 福島区 吉野３丁目 54.66 建設局

121601-12181 江成公園 福島区 吉野３丁目 4,461.72 建設局

121902-02633 野田駅自転車駐車場－２（自転車施策担当） 福島区 吉野３丁目 220.40 建設局

460108-00086 福島消防署 福島区 吉野３丁目 1,161.91 消防局

420210-00102 吉野小学校 福島区 吉野３丁目 6,928.92 4,985.19 教育委員会事務局

420605-00023 福島図書館 福島区 吉野３丁目 546.01 667.68 教育委員会事務局

170113-00003 福島区民センター 福島区 吉野３丁目 1,611.81 1,971.57 福島区役所

121602-00182 江成公園 福島区 吉野３丁目 19.20 建設局

121902-01930 ＪＲ野田駅・玉川駅自転車駐車場管理事務所 福島区 吉野３丁目 12.56 建設局

460108-10004 福島消防署 福島区 吉野３丁目 3,103.16 消防局

420308-00001 もと吉野学校業務サービスセンター 福島区 吉野３丁目 27.75 ○ 教育委員会事務局

530201-10020 もと福島警察署 福島区 吉野４丁目 1,618.29 契約管財局

062507-00054 吉野老人憩の家 福島区 吉野４丁目 455.29 436.60 福祉局

540501-10075 吉野ちとせ保育園 福島区 吉野４丁目 788.33 こども青少年局

121601-12129 吉野町公園 福島区 吉野４丁目 7,386.44 建設局

121602-00130 吉野町公園 福島区 吉野４丁目 10.80 建設局

170113-00001 吉野コミュニティセンター 福島区 吉野４丁目 163.91 福島区役所

062506-00121 特別養護老人ホーム福島ともしび苑・野田地域在宅サービスステーション 福島区 吉野５丁目 1,162.74 福祉局

540502-00043 新家保育園 福島区 吉野５丁目 885.91 こども青少年局

121601-12322 新家公園 福島区 吉野５丁目 3,961.91 建設局

12ZZZZ-00883 西野田倉庫 福島区 吉野５丁目 1,067.57 886.12 建設局

420210-00491 野田中学校 福島区 吉野５丁目 8,798.34 5,959.82 教育委員会事務局

121602-00326 新家公園 福島区 吉野５丁目 19.20 建設局


