
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】
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供用廃止
施設

121001-10079 安土町駐車場 中央区 安土町３丁目 2,090.51 建設局

121001-10092 （仮称）安土町複合施設 中央区 安土町３丁目 1,437.61 建設局

610002-00002 安土町複合施設（会館） ヴィアーレ大阪 中央区 安土町３丁目 10,493.88 人事室

121001-10100 安土町地下駐車場 中央区 安土町３丁目 9,274.00 建設局

120907-00290 国道２５号（中央）（管財課） 中央区 淡路町３丁目 45,190.87 建設局

550301-00065 中央区内北部公衆便所 中央区 淡路町４丁目 5.95 環境局

121902-02378 谷町六丁目駅自転車駐車場管理事務所 中央区 安堂寺町１丁目 9.72 建設局

121601-12514 谷四錦郷公園 中央区 和泉町１丁目 3,922.00 建設局

420210-00410 南大江小学校 中央区 和泉町１丁目 7,749.53 6,750.24 教育委員会事務局

530201-00097 もと東署長公舎（コミュニティ用地等） 中央区 糸屋町２丁目 366.94 契約管財局

540201-10155 中大江幼稚園 中央区 糸屋町２丁目 1,567.00 754.92 こども青少年局

121601-12531 中大江公園 中央区 糸屋町２丁目 10,590.03 建設局

420210-00318 中大江小学校 中央区 糸屋町２丁目 5,705.78 4,741.80 教育委員会事務局

062507-00175 中大江老人憩の家 中央区 糸屋町２丁目 100.57 福祉局

190111-00004 中大江集会所 中央区 糸屋町２丁目 100.57 中央区役所

420210-00086 開平小学校 中央区 今橋１丁目 3,686.50 5,343.23 教育委員会事務局

540201-10129 愛珠幼稚園 中央区 今橋３丁目 1,934.99 1,023.60 こども青少年局

050601-00044 淀屋橋市街地再開発事業権利床の用地 中央区 今橋４丁目 3.53 都市計画局

050601-00043 淀屋橋市街地再開発事業権利床 中央区 今橋４丁目 95.84 都市計画局

121005-10017 東野田河堀口線（上町） 中央区 上本町西１丁目 29.83 建設局

062506-00060 中央区在宅サービスセンター 中央区 上本町西２丁目 1,143.80 福祉局

062507-00217 桃谷会館老人憩の家 中央区 上本町西２丁目 600.24 145.82 福祉局

121601-12908 空堀桃谷公園 中央区 上本町西２丁目 3,094.15 建設局

190111-00007 桃谷地域集会所 中央区 上本町西２丁目 120.91 中央区役所

420210-00205 上町中学校 中央区 上本町西３丁目 11,365.61 6,414.60 教育委員会事務局

121601-12643 東平北公園 中央区 上本町西４丁目 2,283.02 建設局

530201-00227 南署東平交番 中央区 上本町西５丁目 45.60 契約管財局

121601-12642 東平南公園 中央区 上本町西５丁目 2,515.66 建設局

420210-00028 もと東平小学校 中央区 上本町西５丁目 2,695.97 教育委員会事務局

190111-00005 東平会館地域集会所・老人憩の家 中央区 上本町西５丁目 71.96 中央区役所

420308-00006 もと東平校園文書逓送事務所 中央区 上本町西５丁目 94.64 ○ 教育委員会事務局

560307-10111 上町住宅 中央区 上町 9,681.75 14,093.36 都市整備局

121601-12176 広小路公園 中央区 上町１丁目 4,304.36 建設局

121601-12252 寺山公園 中央区 上町１丁目 2,019.40 建設局

540201-10165 銅座幼稚園 中央区 内久宝寺町２丁目 1,405.42 703.56 こども青少年局

121601-12655 銅座公園 中央区 内久宝寺町２丁目 5,117.76 建設局

120907-00441 もと軌道敷(靭本町線) 中央区 内本町１丁目 43,898.58 建設局

460108-00058 中央消防署 中央区 内本町２丁目 619.56 1,890.30 消防局

121601-12474 大阪城公園 中央区 大阪城 157,191.10 建設局

12ZZZZ-00321 下水道用地（中央） 中央区 大阪城 45,518.35 建設局

420410-00023 大阪国際平和センター 中央区 大阪城 1,256.95 教育委員会事務局

620301-10001 大阪城天守閣 中央区 大阪城 5,158.13 経済戦略局

620701-00008 修道館 中央区 大阪城 1,752.04 経済戦略局

620701-00200 弓道場 中央区 大阪城 908.00 経済戦略局

550201-00017 水質観測局（京橋） 中央区 大阪城 15.12 環境局

121602-00479 大阪城公園 中央区 大阪城 27,111.42 建設局

121602-10031 もと大阪城公園 中央区 大阪城 564.02 建設局

121902-02237 森ノ宮駅自転車駐車場管理事務所 中央区 大阪城 12.56 建設局

420410-00024 大阪城音楽堂事務所 中央区 大阪城 1,257.77 教育委員会事務局

420410-00025 大阪城音楽堂 中央区 大阪城 952.66 教育委員会事務局

121005-10043 東野田河堀口線（大手前）（基金） 中央区 大手前１丁目 2.50 建設局

121005-10046 東野田河堀口線（大手前） 中央区 大手前１丁目 147.28 建設局

121904-00033 共同物揚場（中央） 中央区 大手前１丁目 63.39 建設局

530201-00266 府警本部庁舎 中央区 大手前３丁目 10,167.23 契約管財局

620401-10016 もと大阪歴史博物館 中央区 大手前４丁目 4,320.03 経済戦略局

121601-12979 難波宮跡公園 中央区 大手前４丁目 11,017.13 建設局

420210-00381 東中学校 中央区 大手前４丁目 11,238.55 7,194.93 教育委員会事務局

121602-01049 難波宮跡公園 中央区 大手前４丁目 168.73 建設局

121902-02679 谷町4丁目自転車駐車場管理事務所 中央区 大手前４丁目 6.48 建設局

530201-00034 もと河川敷及び曳船道（中央） 中央区 瓦屋町１丁目 1.39 契約管財局

550501-00023 中央事務所詰所駐車場 中央区 瓦屋町２丁目 153.09 環境局

121601-12117 瓦屋町公園 中央区 瓦屋町２丁目 4,895.60 建設局

420210-00315 中央小学校 中央区 瓦屋町２丁目 6,943.83 8,973.27 教育委員会事務局

121602-00117 瓦屋町公園 中央区 瓦屋町２丁目 11.48 建設局

121601-12132 久宝公園 中央区 北久宝寺町３丁目 1,239.73 建設局

530201-00070 もと塵芥置場 中央区 北久宝寺町４丁目 81.88 契約管財局

120907-00443 もと軌道敷(北浜線) 中央区 北浜１丁目 2,978.37 建設局

620401-10014 児童公園（中央区北浜） 中央区 北浜３丁目 309.39 経済戦略局

530201-00244 廃道（中央） 中央区 北浜４丁目 23.00 契約管財局

121904-00057 西横堀川埋立地（中央） 中央区 北浜４丁目 608.26 建設局

120907-00314 石切大阪線（中央）（管財課） 中央区 北浜東 828.30 建設局

121601-12593 天満橋緑道 中央区 北浜東 71.15 建設局

121601-12879 將棋島街園 中央区 北浜東 262.37 建設局

420210-00025 もと東高等学校 中央区 久太郎町１丁目 4,767.63 教育委員会事務局

420210-00026 もと東商業高等学校 中央区 久太郎町１丁目 349.43 1274-1 教育委員会事務局

190106-00000 中央区役所 中央区 久太郎町１丁目 8,263.19 中央区役所

190106-10002 中央区保健福祉センター 中央区 久太郎町１丁目 1,989.06 中央区役所

190111-00003 中央区民センター 中央区 久太郎町１丁目 2,471.04 中央区役所

121601-12196 高津公園 中央区 高津１丁目 10,038.97 建設局

121307-00012 東横堀川水門詰所 中央区 高津１丁目 59.01 建設局
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530201-00103 もと南区内小学校替地（コミュニティ用地等） 中央区 高津３丁目 218.82 86 契約管財局

530201-00182 高津入堀川埋立地（中央） 中央区 高津３丁目 1.03 契約管財局

420210-00140 高津小学校 中央区 高津３丁目 4,613.92 5,062.00 教育委員会事務局

121902-01826 高津自転車保管所管理事務所 中央区 高津３丁目 28.38 建設局

121601-12679 南大江公園 中央区 粉川町 6,515.13 建設局

121601-12787 北大江公園 中央区 石町１丁目 5,484.68 建設局

530201-00264 南警察署別館 中央区 島之内１丁目 272.42 契約管財局

420210-00411 南中学校 中央区 島之内１丁目 6,528.89 5,183.00 教育委員会事務局

620701-00027 中央屋内プール 中央区 島之内２丁目 1,580.16 3,083.62 経済戦略局

062506-00020 介護老人保健施設おとしより健康センター 中央区 島之内２丁目 1,588.37 福祉局

062507-00172 中央区南老人福祉センター 中央区 島之内２丁目 655.76 503.71 福祉局

121601-12654 道仁公園 中央区 島之内２丁目 1,652.06 建設局

420210-00031 もと道仁小学校 中央区 島之内２丁目 1,933.09 教育委員会事務局

620701-00026 中央スポーツセンター 中央区 島之内２丁目 2,181.48 経済戦略局

062506-00021 介護老人保健施設おとしより健康センター地下駐車場 中央区 島之内２丁目 2,260.67 福祉局

540201-00027 もと南勤労青少年ホーム 中央区 島之内２丁目 612.48 ○ こども青少年局

420605-00019 島之内図書館 中央区 島之内２丁目 872.19 教育委員会事務局

190111-00002 中央会館 中央区 島之内２丁目 1,504.63 中央区役所

420210-00314 中央高等学校 中央区 島町１丁目 6,196.92 14,797.00 教育委員会事務局

121601-12312 城見緑道 中央区 城見１丁目 7,039.00 建設局

12ZZZZ-01459 弁天抽水所 中央区 城見１丁目 5,687.80 16,548.63 建設局

460108-00062 中央消防署南阪町出張所 中央区 千日前２丁目 56.26 257.40 消防局

120907-00364 築港深江線（中央）（管財課） 中央区 船場中央２丁目 50,462.64 建設局

060105-00001 もと環境保健局船場庁舎（環境保健協会） 中央区 船場中央３丁目 1,040.10 福祉局

060105-01366 福祉局分室 中央区 船場中央３丁目 194.70 福祉局

590301-00002 保健衛生検査所 中央区 船場中央３丁目 413.88 健康局

540103-00001 こども青少年局分室（船場センタービル） 中央区 船場中央３丁目 455.07 こども青少年局

540501-10065 こども・子育て支援事務センター 中央区 船場中央３丁目 71.34 こども青少年局

120907-00450 もと軌道敷(谷町線) 中央区 谷町１丁目 5,280.86 建設局

530201-00077 もと船場中学校 中央区 谷町２丁目 5.00 契約管財局

121001-10099 谷町筋地下駐車場 中央区 谷町２丁目 6,346.00 建設局

620601-00082 賑町小売市場民営活性化事業施設 中央区 谷町６丁目 781.05 経済戦略局

540201-10164 桃園幼稚園 中央区 谷町６丁目 2,918.64 774.70 こども青少年局

120907-00360 大阪和泉泉南線（中央）（管財課） 中央区 谷町６丁目 9,954.20 建設局

121601-12648 桃園公園 中央区 谷町６丁目 3,778.05 建設局

420210-00404 南高等学校 中央区 谷町６丁目 4,705.01 9,126.70 教育委員会事務局

190111-00006 桃園地域集会所 中央区 谷町６丁目 450.61 119.99 中央区役所

062507-00216 桃園会館老人憩の家 中央区 谷町６丁目 119.99 福祉局

12ZZZZ-00200 もと谷町分室 中央区 谷町７丁目 79.96 201.73 建設局

420213-00000 史跡案内板設置用地 中央区 谷町８丁目 8.21 教育委員会事務局

062507-00057 玉造老人憩の家 中央区 玉造１丁目 200.09 福祉局

540201-10134 玉造幼稚園 中央区 玉造１丁目 3,647.53 1,215.28 こども青少年局

121902-01870 （地）玉造駅自転車駐車場 中央区 玉造１丁目 430.10 建設局

121601-12065 越中公園 中央区 玉造２丁目 6,765.85 建設局

121601-12143 玉造公園 中央区 玉造２丁目 5,247.00 建設局

460108-00060 中央消防署東雲出張所 中央区 玉造２丁目 220.36 433.12 消防局

420210-00115 玉造小学校 中央区 玉造２丁目 6,362.63 5,331.56 教育委員会事務局

120907-00438 もと軌道敷（今橋天満橋線） 中央区 天満橋京町 6,065.39 建設局

550301-00064 中央区内南部公衆便所 中央区 道頓堀１丁目 48.61 42.81 環境局

12ZZZZ-00543 高津入堀貯留水ポンプ場 中央区 道頓堀１丁目 150.18 建設局

460108-00061 中央消防署道頓堀出張所 中央区 道頓堀１丁目 119.97 752.43 消防局

121904-00000 もと河川敷（中央） 中央区 道頓堀２丁目 7.20 建設局

121904-00024 河川敷（中央） 中央区 道頓堀２丁目 502.44 建設局

460108-00059 中央消防署上町出張所 中央区 中寺１丁目 348.92 689.33 消防局

120907-00351 大阪枚岡奈良線（中央）（管財課） 中央区 難波１丁目 11,786.84 建設局

120907-00457 もと軌道敷(南北線) 中央区 難波２丁目 63,986.90 建設局

420210-00016 もと精華小学校 中央区 難波３丁目 330.00 88-1 教育委員会事務局

121601-12698 難波千日前公園 中央区 難波千日前 825.81 建設局

12ZZZZ-00142 もと下水道用地（中央） 中央区 西心斎橋２丁目 171.35 建設局

420210-00013 もと御津小学校 中央区 西心斎橋２丁目 21.02 教育委員会事務局

190111-00000 御津会館 中央区 西心斎橋２丁目 735.99 中央区役所

121307-01174 西横堀川南水門詰所 中央区 西心斎橋２丁目 15.30 建設局

620401-00006 国立文楽劇場 中央区 日本橋１丁目 4,094.74 経済戦略局

530201-00080 もと疎開跡地（中央） 中央区 日本橋１丁目 29.90 契約管財局

120907-00286 恵美須南森町線（中央）（管財課） 中央区 日本橋１丁目 1,928.57 建設局

121601-12201 黒門公園 中央区 日本橋２丁目 604.85 建設局

062506-00089 特別養護老人ホームさくら・南大江地域在宅サービスステーション 中央区 農人橋１丁目 742.27 福祉局

540502-00096 南大江保育所 中央区 農人橋１丁目 1,046.00 1,035.66 こども青少年局

12ZZZZ-01038 中央下水道センター 中央区 農人橋１丁目 50.41 299.77 建設局

12ZZZZ-01393 背割下水見学施設 中央区 農人橋１丁目 30.13 建設局

190111-00009 南大江地域集会所 中央区 農人橋１丁目 200.00 121.64 中央区役所

062507-00171 中央区東老人福祉センター 中央区 農人橋１丁目 484.70 福祉局

062507-00222 南大江老人憩の家 中央区 農人橋１丁目 100.00 福祉局

620401-10023 史跡難波宮跡 中央区 馬場町 996.86 経済戦略局

120907-00383 道路（中央）（管財課） 中央区 馬場町 698,676.42 建設局

121601-13000 難波宮跡公園 中央区 馬場町 15,486.04 89 建設局

530201-00030 もと下付下水（中央） 中央区 東心斎橋１丁目 38.54 契約管財局

530201-00226 南警察署 中央区 東心斎橋１丁目 2,237.81 契約管財局

420210-00409 南小学校 中央区 東心斎橋１丁目 4,952.34 5,446.69 教育委員会事務局

530201-00216 もと東署平野町交番 中央区 平野町１丁目 7.50 契約管財局

121001-10089 法円坂駐車場 中央区 法円坂 9,663.85 建設局

620401-10013 史跡難波宮跡整備事業 中央区 法円坂１丁目 16,114.27 経済戦略局

620401-10018 難波宮跡 中央区 法円坂１丁目 36,211.66 27.00 経済戦略局
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620401-10019 難波宮跡公園 中央区 法円坂１丁目 10,161.38 経済戦略局

620401-10020 難波宮跡公園 中央区 法円坂１丁目 11,081.84 経済戦略局

620401-10026 史跡難波宮跡 中央区 法円坂１丁目 6,824.23 経済戦略局

530201-00265 府警法円坂女子単身寮 中央区 法円坂１丁目 1,507.97 契約管財局

540103-00005 もと中央青年センター駐車場 中央区 法円坂１丁目 330.57 こども青少年局

120907-00316 赤川天王寺線（中央）（管財課） 中央区 法円坂２丁目 1,159.85 建設局

121005-10044 東野田河堀口線（法円坂） 中央区 法円坂２丁目 41.42 建設局

620604-00003 大阪産業創造館 中央区 本町１丁目 2,492.75 21,548.94 経済戦略局

120907-00448 もと軌道敷(堺筋線) 中央区 本町１丁目 49,334.83 建設局

530103-10006 契約管財局事務室 中央区 本町１丁目 2,067.26 契約管財局

062507-00097 集英地域老人憩の家 中央区 本町１丁目 110.83 福祉局

190111-00001 集英地域集会所 中央区 本町１丁目 100.57 中央区役所

062507-00096 愛日会館老人憩の家 中央区 本町４丁目 180.76 福祉局

120907-00288 国道１７２号（中央）（管財課） 中央区 本町４丁目 154.83 建設局

120907-00318 疎開跡地（中央区本町） 中央区 本町４丁目 26.22 建設局

121601-12616 東横堀公園 中央区 本町橋 1,116.93 建設局

550501-00000 もと瓦屋詰所 中央区 松屋町 35.17 環境局

530201-00036 もと共同物揚場（中央） 中央区 松屋町住吉 135.77 91 契約管財局

120907-00368 天神橋天王寺線（中央）（管財課） 中央区 松屋町住吉 26,252.69 建設局

530201-00215 東署南久宝寺交番 中央区 南久宝寺町１丁目 7.85 契約管財局

121001-10087 西横堀駐車場 中央区 南炭屋町 45,106.75 4,237.47 建設局

530201-00171 契約管財局賃貸地（中央） 中央区 南船場１丁目 201.69 契約管財局

120907-00292 国道３０８号（中央）（管財課） 中央区 南船場１丁目 32,731.37 建設局

121904-00091 東横堀川埋立地（中央） 中央区 南船場１丁目 9.85 建設局

420210-00405 南高等学校第2運動場 中央区 南船場１丁目 4,210.61 教育委員会事務局

121001-10103 東長堀バス駐車場 中央区 南船場１丁目 99.00 建設局

121001-10093 長堀通地下Ⅱ駐車場 中央区 南船場２丁目 8,469.01 建設局

121001-10094 東長堀駐車場 中央区 南船場２丁目 11,725.12 建設局

121001-10098 長堀通地下Ⅰ駐車場 中央区 南船場２丁目 19,630.00 建設局

540201-10166 南幼稚園 中央区 南船場３丁目 918.34 585.84 こども青少年局

420210-00012 もと芦池小学校 中央区 南船場３丁目 2,801.78 92 教育委員会事務局

190111-00008 南船場会館 中央区 南船場３丁目 199.90 中央区役所

530201-00191 西横堀川埋立地（中央） 中央区 南船場４丁目 52.41 契約管財局

530201-00212 東警察署 中央区 南本町１丁目 2,102.15 契約管財局

540109-00026 森ノ宮ピロティーホール 中央区 森ノ宮中央１丁目 2,218.14 こども青少年局

540401-00000 こども相談センター 中央区 森ノ宮中央１丁目 3,870.85 8,499.67 こども青少年局

540501-10072 なにわのもり保育園 中央区 森ノ宮中央１丁目 1,487.00 こども青少年局

121601-12313 城南公園 中央区 森ノ宮中央１丁目 5,547.37 建設局

121601-12353 森之宮公園 中央区 森ノ宮中央１丁目 2,378.80 建設局

540109-00027 森ノ宮ピロティホール 中央区 森ノ宮中央１丁目 4,870.61 ○ こども青少年局


