
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】

実測面積
（㎡）

未利用地
番号

延床面積
供用廃止

施設
530201-00090 もと朝日橋住宅 此花区 朝日１丁目 144.35 契約管財局

530201-00132 過小地（もと住宅用地） 此花区 朝日１丁目 569.63 契約管財局

12ZZZZ-00203 もと朝日橋抽水所 此花区 朝日２丁目 273.36 45 建設局

130505-00012 港湾局賃貸地（此花・一般） 此花区 梅町１丁目 614237.2
1186/1648/
1649/1762

港湾局

130621-00056 梅町桟橋綱取詰所 此花区 梅町１丁目 4.71 港湾局

130505-00003
ＵＳＪ西側地区再開発事業
（大阪市土地開発公社経営健全化計画対象地）

此花区 梅町２丁目 27368.93 港湾局

130621-00064 護岸敷（此花・一般） 此花区 梅町２丁目 88013.32 港湾局

130622-00115 岸壁（此花） 此花区 梅町２丁目 6444.22 港湾局

13ZZZZ-00145 梅町1号上屋・梅町2号上屋 此花区 梅町２丁目 6359.24 2971.9 港湾局

550201-00042 大気汚染常時監視測定局（此花区役所） 此花区 春日出北１丁目 20.4 環境局

530201-00183 此花警察署 此花区 春日出北１丁目 2230.66 契約管財局

121601-12203 此花公園 此花区 春日出北１丁目 5208.91 建設局

121602-00205 此花公園 此花区 春日出北１丁目 19.2 建設局

540501-00047 天使虹の園保育園 此花区 春日出北１丁目 564.42 こども青少年局

180106-00001 此花区役所 此花区 春日出北１丁目 5209.34 4475.11 此花区役所

180106-00000 此花区保健福祉センター 此花区 春日出北１丁目 982.98 此花区役所

180112-00003 此花公園集会所 此花区 春日出北１丁目 100.61 此花区役所

460108-00018 此花消防署 此花区 春日出北１丁目 1883.74 消防局

460108-10005 此花消防署 此花区 春日出北１丁目 3587.21 消防局

062507-00079 此花公園老人憩の家 此花区 春日出北１丁目 100.61 福祉局

121601-12279 春日出北公園 此花区 春日出北２丁目 633.99 建設局

560108-00044 もと建築物移転先用地（西九条工区地区外） 此花区 春日出北２丁目 526.53 都市整備局

560307-00148 春日出住宅 此花区 春日出北２丁目 2866.56 4276.5 都市整備局

420210-00425 梅香中学校 此花区 春日出北３丁目 11380.05 8044.75 教育委員会事務局

12ZZZZ-00300 恩貴島抽水所 此花区 春日出北３丁目 7273.72 2584.11 建設局

560307-00149 春日出第2住宅 此花区 春日出北３丁目 7733.27 8674.85 都市整備局

420210-00194 春日出小学校 此花区 春日出中１丁目 10831.76 5734.78 教育委員会事務局

121601-12277 春日出中公園 此花区 春日出中１丁目 387.8 建設局

560301-10149 もと春日出中第2住宅 此花区 春日出中１丁目 1442.14 都市整備局

560307-00150 春日出中住宅 此花区 春日出中１丁目 1754.21 2478.87 都市整備局

560307-00151 春日出中第2住宅 此花区 春日出中１丁目 3071.33 1425-1 3102.88 都市整備局

062507-00103 春日出中老人憩の家 此花区 春日出中１丁目 99.96 104.34 福祉局

180112-00000 恩貴島集会所 此花区 春日出中２丁目 165 此花区役所

420210-00195 春日出中学校 此花区 春日出南１丁目 9825.68 7529.86 教育委員会事務局

530201-00062 もと春日出東公園（コミュニティ用地等） 此花区 春日出南１丁目 277.6 47 契約管財局

121107-00074 堤塘（此花） 此花区 春日出南１丁目 3.3 建設局

121601-12276 春日出公園 此花区 春日出南１丁目 17846.8 建設局

121602-00279 春日出公園 此花区 春日出南１丁目 19.2 建設局

560108-00051 区画整理事業用地（此花） 此花区 春日出南１丁目 8520.94 都市整備局

560108-00113 もと区画整理事業用地（此花） 此花区 春日出南１丁目 54.85 都市整備局

062507-00104 春日出南老人憩の家 此花区 春日出南１丁目 257.28 105.6 福祉局

530201-00162 契約管財局賃貸地（此花） 此花区 春日出南２丁目 369.57 契約管財局

121601-12278 春日出南公園 此花区 春日出南２丁目 1252.99 建設局

560307-00152 春日出南住宅 此花区 春日出南２丁目 5072.67 2379.18 都市整備局

121601-12202 此花6号緑地 此花区 春日出南３丁目 1444.01 建設局

121601-12896 恩貴島公園 此花区 春日出南３丁目 1000.28 建設局

130621-00007 此花西部臨港緑地 此花区 桜島１丁目 14129.28 港湾局

620101-00017 もと島屋・桜島ＣＩＴ事業用地 此花区 桜島２丁目 6500.16 経済戦略局

530201-00297 此花西部臨海地区開発用地 此花区 桜島２丁目 2140.06 契約管財局

121601-12922 桜島北公園 此花区 桜島２丁目 8480.87 建設局

130505-00002 ＵＳＪ関連用地（一般） 此花区 桜島２丁目 30814.89 港湾局

13ZZZZ-00016 ＵＳＪ関連用地 此花区 桜島２丁目 34963.95 港湾局

560108-00030 保留地（此花西部臨海） 此花区 桜島２丁目 182251.8 867/868 都市整備局

550505-00004 桜島地区集会所（集会所） 此花区 桜島３丁目 159.87 環境局

121601-12226 桜島公園 此花区 桜島３丁目 3429.65 建設局

12ZZZZ-01397 梅町抽水所 此花区 桜島３丁目 4093.25 1098.81 建設局

121307-00010 天保山渡船場右岸待合所 此花区 桜島３丁目 48.74 建設局

130505-00019 もと港湾局賃貸地（此花・一般） 此花区 桜島３丁目 1171.28 港湾局

130505-00021 もと防潮扉集中監視装置此花区準監視局 此花区 桜島３丁目 1302.57 118.08 ○ 港湾局

130622-00112 荷捌地（此花・一般） 此花区 桜島３丁目 270.19 港湾局

130622-00124 物揚場敷（此花） 此花区 桜島３丁目 7493.16 港湾局

13ZZZZ-00094 桜島1号上屋 此花区 桜島３丁目 3536.78 2842.19 港湾局

13ZZZZ-00095 桜島2号上屋 此花区 桜島３丁目 3636.37 2809.91 港湾局

130618-00015 もと桜島港湾労働者休憩所 此花区 桜島３丁目 40.08 ○ 港湾局

180112-00004 桜島連合集会所 此花区 桜島３丁目 100.01 此花区役所

460108-00019 此花消防署桜島出張所 此花区 桜島３丁目 375.91 391.37 消防局

050601-00006 もと公共用地先行取得事業用地（此花区桜島） 此花区 桜島３丁目 1757.09 49-1 都市計画局

560307-00119 桜島住宅 此花区 桜島３丁目 5800.8 6488.86 都市整備局

062507-00085 桜島老人憩の家 此花区 桜島３丁目 302.43 100.01 福祉局

420605-00009 此花図書館 此花区 四貫島１丁目 832.64 教育委員会事務局

121005-10003 桜島東野田線 此花区 四貫島１丁目 327.54 建設局

121601-12437 千鳥橋公園 此花区 四貫島１丁目 3558.5 建設局

180112-00002 此花区民ホール 此花区 四貫島１丁目 1348.02 此花区役所

062507-00078 此花区老人福祉センター 此花区 四貫島１丁目 521.16 福祉局

420210-00170 四貫島小学校 此花区 四貫島２丁目 634.89 4815.22 教育委員会事務局

540201-00004 もと此花勤労青少年ホーム 此花区 四貫島２丁目 607.13 ○ こども青少年局

180112-00015 四貫島連合集会場 此花区 四貫島２丁目 193.93 98.96 此花区役所

062405-00009 此花作業指導所 此花区 四貫島２丁目 1576.62 636.71 福祉局

062405-00037
障がい福祉サービス事業所
地域活動支援センターはばたく

此花区 四貫島２丁目 110.49 福祉局

420210-00370 島屋小学校 此花区 島屋２丁目 9003.29 7986.17 教育委員会事務局

560307-00314 島屋住宅 此花区 島屋２丁目 2063.33 3419.74 都市整備局

560307-10056 島屋第2住宅 此花区 島屋２丁目 5556.03 4072.09 都市整備局

121601-12614 島屋公園 此花区 島屋３丁目 495.87 建設局
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180112-00011 島屋連合集会所 此花区 島屋３丁目 100.01 此花区役所

062405-00052
知的障がい者更生施設（通所）「此花第2太平学園」・
高齢者福祉施設用地

此花区 島屋３丁目 2729.27 51 福祉局

062507-00202 島屋第2老人憩の家 此花区 島屋３丁目 237.84 100.01 福祉局

620601-00064 島屋ビジネス・インキュベータ 此花区 島屋４丁目 2064.26 経済戦略局

620601-00101 テクノパーク島屋緑地及び進入路 此花区 島屋４丁目 1278.32 経済戦略局

062506-00082
特別養護老人ホームガーデン天使・
島屋地域在宅サービスステーション

此花区 島屋４丁目 2039.64 福祉局

550201-10014 此花地盤沈下観測所 此花区 島屋５丁目 20.4 環境局

121601-12971 島屋西公園 此花区 島屋５丁目 3971.33 建設局

120907-00373 道路（此花）（管財課） 此花区 島屋６丁目 792251.84 建設局

121601-12889 安治川口北公園 此花区 島屋６丁目 3756.79 建設局

121601-12972 島屋南公園 此花区 島屋６丁目 4797.87 建設局

121902-01986 安治川口駅自転車駐車場管理事務所 此花区 島屋６丁目 12.15 建設局

530201-00115 もと北港大橋派出所（コミュニティ用地等） 此花区 島屋町 59.49 契約管財局

420210-00136 高見小学校 此花区 高見１丁目 10963.81 7567.51 教育委員会事務局

530201-00052 もと高見町屎尿集荷場 此花区 高見１丁目 73.4 54-1 契約管財局

120114-10035 正蓮寺川北岸線（基金） 此花区 高見１丁目 2278.71 建設局

121601-12188 高見公園 此花区 高見１丁目 3237.69 862-1 建設局

121601-12191 高見北公園 此花区 高見１丁目 1000.11 建設局

121601-12912 高見新家公園 此花区 高見１丁目 20201.3 建設局

121602-00189 高見公園 此花区 高見１丁目 862-1 19.2 建設局

121602-00936 高見新家公園 此花区 高見１丁目 22.44 建設局

560307-00101 高見住宅 此花区 高見１丁目 35609.66 74386.67 都市整備局

560307-00102 高見住宅地区改良事業 此花区 高見１丁目 7099.97 都市整備局

北部方面管理事務所 此花区 高見１丁目 4802.54 建設局

海老江工営所 此花区 高見１丁目 657.68 建設局

420210-00145 此花中学校 此花区 高見２丁目 16692.26 8122.19 教育委員会事務局

121601-12190 高見西公園 此花区 高見３丁目 662.77 建設局

540502-00026 高見町保育所 此花区 高見３丁目 1001.55 519.49 こども青少年局

560307-00103 高見第2住宅 此花区 高見３丁目 4542.92 2366.01 都市整備局

130621-00055 常吉排水ポンプ室 此花区 常吉１丁目 415.98 105.09 港湾局

460108-00096 防火水槽用地（此花） 此花区 常吉１丁目 370.55 消防局

550301-00003 クリーン大阪センター 此花区 常吉２丁目 3761.59 55 800 環境局

130505-00010 公害発生企業売却予定地 此花区 常吉２丁目 9949.54 1652 港湾局

130621-00027 臨港緑地（此花） 此花区 常吉２丁目 108530.72 港湾局

130622-00126 大阪市港内清掃事務所用地 此花区 常吉２丁目 3568.23 港湾局

130704-00001 ケーソンヤード（此花） 此花区 常吉２丁目 7875.9 347.8 港湾局

130621-00009 常吉臨港緑地 此花区 常吉２丁目 7.68 港湾局

130622-00125 大阪市港内清掃事務所 此花区 常吉２丁目 297.23 港湾局

130704-00003 常吉町現場事務所 此花区 常吉２丁目 977.85 港湾局

121601-12436 千鳥橋みどり公園 此花区 伝法１丁目 5346.74 建設局

12ZZZZ-00311 下水道用地（此花） 此花区 伝法１丁目 7687.83 建設局

121602-00440 千鳥橋みどり公園 此花区 伝法１丁目 18.24 建設局

560107-10026 高見地区整備事業用地 此花区 伝法１丁目 1640.22 958 都市整備局

560307-00104 高見地区整備事業用地 此花区 伝法１丁目 3750.18 都市整備局

560307-00307 伝法住宅 此花区 伝法１丁目 10897.24 22196.97 都市整備局

560102-00017 高見仮設倉庫 此花区 伝法１丁目 92.21 都市整備局

560107-00007 高見倉庫 此花区 伝法１丁目 1096.04 都市整備局

550201-00028 公害工場跡地（奥小路製鋼） 此花区 伝法２丁目 9909.97 57 環境局

121601-12596 伝法東公園 此花区 伝法２丁目 1917.57 建設局

121602-00604 伝法東公園 此花区 伝法２丁目 18.24 建設局

420210-00360 伝法小学校 此花区 伝法３丁目 10594.44 8775 教育委員会事務局

530201-00235 廃道（此花） 此花区 伝法３丁目 62.27 契約管財局

121601-12594 伝法公園 此花区 伝法３丁目 11066.86 建設局

121601-12597 伝法北公園 此花区 伝法３丁目 597.61 建設局

121602-00602 伝法公園 此花区 伝法３丁目 21.12 建設局

180112-00010 伝法連合第2集会所 此花区 伝法３丁目 300 此花区役所

062506-00030 此花区在宅サービスセンター 此花区 伝法３丁目 894.53 福祉局

540201-10161 伝法幼稚園 此花区 伝法４丁目 4762.04 1288.83 こども青少年局

180112-00008 伝法コミュニティ集会所 此花区 伝法４丁目 110.88 此花区役所

062507-00196 伝法老人憩の家 此花区 伝法４丁目 359 105.5 福祉局

121601-12595 伝法西公園 此花区 伝法５丁目 3559.31 建設局

050601-00018 伝法西市街地整備事業用地 此花区 伝法５丁目 6636.24 58 都市計画局

121601-13020 酉島東公園 此花区 酉島１丁目 2086.58 建設局

12ZZZZ-01494 北港抽水所 此花区 酉島１丁目 3857.83 1243.7 建設局

540501-00024 秀野保育園 此花区 酉島１丁目 858.43 496.43 こども青少年局

540502-00093 酉島保育所 此花区 酉島１丁目 364.29 こども青少年局

180112-00012 酉島集会所 此花区 酉島１丁目 102.13 此花区役所

560307-00133 秀野西住宅 此花区 酉島１丁目 30386.44 59 35197.19 都市整備局

560307-00134 秀野第3住宅 此花区 酉島１丁目 1830.18 1024.8 都市整備局

560307-00330 酉島東住宅 此花区 酉島１丁目 16463.17 19140.76 都市整備局

062507-00219 酉島老人憩の家 此花区 酉島１丁目 318.6 102.13 福祉局

420210-00001 もと此花総合高等学校 此花区 酉島２丁目 30180.27 880 教育委員会事務局

420210-00395 酉島小学校 此花区 酉島２丁目 9631.79 5987.26 教育委員会事務局

420210-00000 もと此花総合高等学校 此花区 酉島２丁目 880 19128.89 ○ 教育委員会事務局

121601-12657 酉島中公園 此花区 酉島３丁目 466.66 建設局

121601-12658 酉島南公園 此花区 酉島３丁目 1000.3 建設局

560307-10058 酉島第2住宅 此花区 酉島３丁目 4582.64 4742.49 都市整備局

560307-00329 酉島住宅 此花区 酉島４丁目 21819.82 1654 33956.5 都市整備局

121107-00085 防潮堤（此花） 此花区 酉島５丁目 8865.44 建設局

12ZZZZ-00559 此花下水処理場 此花区 酉島５丁目 34512.68 10111.99 建設局

130621-00059 防潮堤（此花） 此花区 酉島５丁目 25268.6 港湾局

121601-12656 酉島公園 此花区 酉島６丁目 3561.21 建設局

062507-00203 島屋老人憩の家 此花区 酉島６丁目 285.34 102.68 福祉局

121601-12402 西九条上公園 此花区 西九条１丁目 3012.89 建設局

540502-00051 西九条保育所 此花区 西九条１丁目 913.81 428.33 こども青少年局

062506-00086
特別養護老人ホームケアセンター水都ホーム・
春日出地域在宅サービスステーション

此花区 西九条１丁目 1311.88 福祉局
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062507-00131 西九条福祉会館老人憩の家 此花区 西九条１丁目 114.67 福祉局

120114-00007 安治川河底トンネル北岸事務所 此花区 西九条２丁目 74.47 建設局

121601-12404 西九条南公園 此花区 西九条２丁目 1204.79 建設局

560307-00194 西九条住宅 此花区 西九条２丁目 1453.77 1367 1469.93 都市整備局

550301-00103 此花区内公衆便所 此花区 西九条３丁目 6.6 環境局

121601-12399 西九条3開発公園 此花区 西九条３丁目 141.99 建設局

121601-12401 西九条小公園 此花区 西九条３丁目 325.35 建設局

420210-00253 西九条小学校 此花区 西九条４丁目 8742.56 5141.24 教育委員会事務局

121601-12403 西九条西公園 此花区 西九条４丁目 3570.11 建設局

121002-00064 西九条ポンプ場 此花区 西九条４丁目 8 建設局

121602-00407 西九条西公園 此花区 西九条４丁目 19.2 建設局

550505-00003 此花屋内プール 此花区 西九条５丁目 950.61 2577.78 環境局

550505-00016 此花会館 此花区 西九条５丁目 1261.42 3294.23 環境局

550505-00031 此花倉庫 此花区 西九条５丁目 50.58 39.52 環境局

530201-00054 もと此花保健所 此花区 西九条５丁目 431.12 契約管財局

530201-00107 もと福島警察署木場寮 此花区 西九条５丁目 73.96 契約管財局

530201-00290 もと西九条休日急病診療所 此花区 西九条５丁目 388.79 契約管財局

590101-10002 もと北市民病院 此花区 西九条５丁目 5959.63 健康局

590101-10003 もと北市民病院看護師寮 此花区 西九条５丁目 481.51 健康局

590201-00000 西九条休日急病診療所 此花区 西九条５丁目 144.39 371.23 健康局

121601-12400 西九条公園 此花区 西九条５丁目 2407.98 建設局

121902-02145 自転車保管所関連用地（此花区西九条） 此花区 西九条５丁目 92.8 建設局

12ZZZZ-00882 西野田材料置場 此花区 西九条５丁目 1734.3 9.93 建設局

12ZZZZ-00884 西野田抽水所 此花区 西九条５丁目 3360.52 68.75 建設局

121602-00404 西九条公園 此花区 西九条５丁目 18 建設局

460108-00020 此花消防署西九条出張所 此花区 西九条５丁目 562.98 1693.58 消防局

560307-00416 木場住宅 此花区 西九条５丁目 23874.72 24137.15 都市整備局

062506-00014 介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター（西部館） 此花区 西九条５丁目 2608.25 5659.03 福祉局

420210-00156 咲くやこの花中学校　咲くやこの花高等学校 此花区 西九条６丁目 25335.51 教育委員会事務局

420210-00157 咲くやこの花中学校・咲くやこの花高等学校 此花区 西九条６丁目 24730.1 教育委員会事務局

620701-00007 此花スポーツセンター 此花区 西九条６丁目 3000 2057.04 経済戦略局

121601-12546 朝日橋公園 此花区 西九条６丁目 15000 63 建設局

121602-00551 朝日橋公園 此花区 西九条６丁目 63 279.07 建設局

540103-10006 こども文化センター 此花区 西九条６丁目 2377.46 こども青少年局

180112-00001 此花区子供会育成連合協議会集会所 此花区 西九条６丁目 41.4 此花区役所

180112-00007 西九条振興会館 此花区 西九条６丁目 147.73 此花区役所

030802-00002 男女共同参画センター西部館 クレオ大阪西 此花区 西九条６丁目 2910.68 1589.58 市民局

050601-00016 西九条市街地整備事業用地 此花区 西九条６丁目 6028.27 62 都市計画局

121601-12714 梅香東公園 此花区 梅香１丁目 3887 建設局

121602-00723 梅香東公園 此花区 梅香１丁目 18.5 建設局

530201-00058 もと四貫島詰所 此花区 梅香２丁目 642.15 64 契約管財局

180112-00013 梅香連合集会所 此花区 梅香２丁目 314.67 119.88 此花区役所

420210-00424 梅香小学校 此花区 梅香３丁目 7076 5141.48 教育委員会事務局

620601-00035 此花小売市場民営活性化事業施設 此花区 梅香３丁目 2044.66 経済戦略局

121601-12713 梅香公園 此花区 梅香３丁目 4189 建設局

121602-00722 梅香公園 此花区 梅香３丁目 19.2 建設局

540502-00034 もと四貫島保育所 此花区 梅香３丁目 469.16 1655 こども青少年局

540502-10016 民間移管保育所建設用地（四貫島保育所） 此花区 梅香３丁目 771.84 こども青少年局

560307-00365 梅香住宅 此花区 梅香３丁目 5253 5369 都市整備局

560307-00129 もと四貫島住宅 此花区 梅香３丁目 845.56 都市整備局

062507-00231 梅香老人憩の家 此花区 梅香３丁目 89.45 福祉局

120907-00410 福島桜島線（此花）（管財課） 此花区 北港１丁目 9401.9 建設局

121601-12988 北港運河公園 此花区 北港１丁目 8055.54 建設局

12ZZZZ-00599 桜島抽水所 此花区 北港２丁目 1110.79 456.49 建設局

121902-01847 北港自転車保管所管理ボックス 此花区 北港２丁目 5.25 建設局

121902-01848 北港自転車保管所管理事務所 此花区 北港２丁目 25.65 建設局

130505-00008 もと鉄道敷 此花区 北港２丁目 10388.43 港湾局

130621-00032 此花大橋 此花区 北港２丁目 8415.33 港湾局

13ZZZZ-00090 港湾局賃貸地（此花・港営） 此花区 北港２丁目 124503.35 1656 港湾局

13ZZZZ-00133 貯炭場 此花区 北港２丁目 32914.13 港湾局

石炭埠頭電気室 此花区 北港２丁目 196.83 港湾局

550502-10007 舞洲工場 此花区 北港白津１丁目 32876.62 環境局

550505-00028 舞洲工場（局管理分） 此花区 北港白津１丁目 123.45 環境局

130618-00014 北港白津ふ頭港湾労働者休憩所用地 此花区 北港白津１丁目 1960.92 港湾局

13ZZZZ-00071 荷捌地（此花・港営） 此花区 北港白津１丁目 132285.71 港湾局

13ZZZZ-00161 北港白津1号上屋・北港白津2号上屋 此花区 北港白津１丁目 24244.67 24543.49 港湾局

130618-00013 北港白津ふ頭港湾労働者休憩所 此花区 北港白津１丁目 189.52 港湾局

130621-00020 夢舞大橋電気室（舞州） 此花区 北港白津１丁目 168.72 港湾局

北港白津荷さばき地第3附設事務所他 此花区 北港白津１丁目 802.42 港湾局

12ZZZZ-01425 舞洲スラッジセンター 此花区 北港白津２丁目 33931.33 41309.03 建設局

12ZZZZ-10013 舞洲抽水所 此花区 北港白津２丁目 3857.66 145.00 建設局

130621-00008 常吉大橋電気室 此花区 北港白津２丁目 12.5 港湾局

062405-00011 社会福祉施設用地（此花区北港白津） 此花区 北港白津２丁目 22961.68 福祉局

062405-00064 舞洲障がい者スポーツセンター 此花区 北港白津２丁目 14374.08 福祉局

舞洲運動広場 此花区 北港緑地１丁目 1102.24 港湾局

オートキャンプ場 此花区 北港緑地１丁目 450.32 港湾局

130621-00017 舞洲緑地 此花区 北港緑地２丁目 91926.5 259.89 港湾局

130621-00034 舞洲緑道 此花区 北港緑地２丁目 69539.97 港湾局

130621-00068 新夕陽丘緑地 此花区 北港緑地２丁目 39473.09 港湾局

13ZZZZ-00150 舞洲体育館 此花区 北港緑地２丁目 57179.14 17318.75 港湾局

13ZZZZ-00151 舞洲埋立地 此花区 北港緑地２丁目 875579.75
74/75/952/
1196/1660/
1661/1763

港湾局

13ZZZZ-00152 舞洲野球場 此花区 北港緑地２丁目 55429.86 港湾局

130621-00018 舞洲緑道付帯施設 此花区 北港緑地２丁目 638.15 港湾局

130704-00014 舞洲事務所 此花区 北港緑地２丁目 704.33 港湾局

舞洲ヘリポート 此花区 北港緑地２丁目 240.32 港湾局

バーベキュー広場 此花区 北港緑地２丁目 7.42 港湾局

舞洲多目的人工芝運動場 此花区 北港緑地２丁目 194.8 港湾局
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460108-10009 高度専門教育訓練センター用地 此花区 北港緑地２丁目 36146.91 76 消防局

舞洲イベント広場便所・ターミナル庇 此花区 北港緑地２丁目 360.95 港湾局

13ZZZZ-00164 夢洲埋立地 此花区 夢洲中1丁目 663858.6
1432/1433/
1434-1

港湾局

13ZZZZ-00176 臨港道路（此花・港営） 此花区 夢洲中1丁目 17670.61 港湾局

130621-00024 臨港道路（此花） 此花区 夢洲東1丁目 528959.98 港湾局

13ZZZZ-00026 コンテナ搬送用台車置場（此花） 此花区 夢洲東1丁目 36659.89 港湾局

13ZZZZ-00083 共同溝用地 此花区 夢洲東1丁目 869.55 港湾局

13ZZZZ-00146 埠頭（此花） 此花区 夢洲東1丁目 288010.32 港湾局

13ZZZZ-00177 護岸敷（此花・港営） 此花区 夢洲東1丁目 11497.67 港湾局

130621-00021 夢舞大橋電気室（夢洲） 此花区 夢洲東1丁目 144.21 港湾局


