
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】
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550301-00048 西区内公衆便所 西区 安治川１丁目 4.62 環境局

120114-00006 安治川河底トンネル南岸事務所 西区 安治川２丁目 93.42 建設局

620601-00052 船場小売市場民営活性化事業施設 西区 阿波座１丁目 1939.51 経済戦略局

121601-12317 新阿波座公園 西区 阿波座１丁目 2263.57 建設局

420210-00485 明治小学校 西区 阿波座２丁目 7335.43 5140.62 教育委員会事務局

121601-12396 西横堀公園 西区 立売堀１丁目 4048.25 建設局

062405-00030 障がい福祉サービス事業所　ふらっとめいじ 西区 立売堀１丁目 80.48 172.08 福祉局

121601-12030 阿波座南公園 西区 立売堀２丁目 5171.83 建設局

650002-00002 ＩＣＴ戦略室分室 西区 立売堀４丁目 4615.13 ＩＣＴ戦略室

620701-00018 西スポーツセンター 西区 立売堀４丁目 3170.75 経済戦略局

121601-12229 薩摩堀公園 西区 立売堀４丁目 2020.33 建設局

121902-01973 阿波座駅自転車駐車場管理事務所 西区 立売堀４丁目 9.72 建設局

540202-00002 児童院 西区 立売堀４丁目 2625.28 3267.6 こども青少年局

030803-00000 大阪市人権啓発・相談センター 西区 立売堀４丁目 293.83 市民局

062211-01522 緊急入院保護業務センター 西区 立売堀４丁目 744.29 福祉局

062211-01526 野宿生活者巡回相談事業用事務室 西区 立売堀４丁目 366.61 福祉局

062507-00158 大阪市シルバー人材センター西部支部事務所 西区 立売堀４丁目 204.73 福祉局

121601-12615 島津公園 西区 立売堀５丁目 4734.57 建設局

121602-00623 島津公園 西区 立売堀５丁目 6.17 建設局

530201-00193 西署立売堀交番 西区 立売堀６丁目 59.99 契約管財局

420506-00000 もと幼児教育センター 西区 靱本町１丁目 885.44 ○ 教育委員会事務局

620701-10001 靭テニスセンター 西区 靱本町１丁目 9171.95 経済戦略局

530201-00267 復興土地区画整理取得地 西区 靱本町１丁目 17.35 契約管財局

121601-12358 靭公園 西区 靱本町１丁目 96723.93 建設局

121001-10091 本町地下駐車場 西区 靱本町１丁目 2724.13 建設局

121602-00362 靭公園 西区 靱本町１丁目 1217.03 建設局

540201-10146 靭幼稚園 西区 靱本町１丁目 2074.87 956.46 こども青少年局

540501-00003 うつぼほんまち保育園 西区 靱本町１丁目 338.21 こども青少年局

121001-10096 靭地下駐車場 西区 靱本町２丁目 8499.9 建設局

550501-00004 もと靭詰所 西区 靱本町３丁目 203.83 961 環境局

062506-00027 軽費老人ホームコスモスガーデン 西区 靱本町３丁目 613.85 福祉局

420210-00257 西船場小学校 西区 江戸堀１丁目 5526.35 6444.32 教育委員会事務局

540201-10149 西船場幼稚園 西区 江戸堀１丁目 1523 729.59 こども青少年局

460108-00047 西消防署江戸堀出張所 西区 江戸堀１丁目 293.87 2462.44 消防局

420210-00081 花乃井中学校 西区 江戸堀２丁目 6683.11 6586.88 教育委員会事務局

420214-00005 学校給食協会会館 西区 江戸堀３丁目 758.24 教育委員会事務局

062507-00070 江戸堀老人憩の家 西区 江戸堀３丁目 171.17 福祉局

121601-12911 江之子島公園 西区 江之子島１丁目 981.91 建設局

062506-00109
特別養護老人ホーム江之子島コスモス苑・
花乃井地域在宅サービスステーション

西区 江之子島１丁目 1372.79 福祉局

420210-00483 本田小学校 西区 川口１丁目 8066.02 3461.9 教育委員会事務局

530201-00192 西警察署 西区 川口２丁目 2544.32 契約管財局

130505-00014 港湾局賃貸地（西） 西区 川口２丁目 1600.24
1275/1662/
1663/1664

港湾局

13ZZZZ-10007 もと富島4号上屋 西区 川口２丁目 149.25 港湾局

121307-00001 もと富島渡船場左岸待合所 西区 川口３丁目 31.63 建設局

12ZZZZ-00317 下水道用地（西） 西区 川口３丁目 5391.02 建設局

062506-00135
養護老人ホーム・
特別養護老人ホームすみれ苑

西区 川口３丁目 2504.64 福祉局

121902-02279 西大橋駅自転車駐車場管理事務所 西区 北堀江２丁目 9.72 建設局

420210-00479 堀江小学校 西区 北堀江３丁目 7543.13 7815.24 教育委員会事務局

121601-12032 阿弥陀池公園 西区 北堀江３丁目 3355.43 建設局

540201-10173 堀江幼稚園 西区 北堀江３丁目 1517 874.49 こども青少年局

420210-00254 西高等学校 西区 北堀江４丁目 19653.51 13085.35 教育委員会事務局

420605-00016 中央図書館 西区 北堀江４丁目 6268.06 34600.92 教育委員会事務局

121601-12418 西長堀公園 西区 北堀江４丁目 2060.23 建設局

121601-12613 土佐公園 西区 北堀江４丁目 9235.4 建設局

12ZZZZ-01098 長堀第2抽水所 西区 北堀江４丁目 5638.79 建設局

12ZZZZ-01099 長堀抽水所 西区 北堀江４丁目 4014.34 3650.68 建設局

121902-02297 西長堀駅自転車駐車場管理ボックス 西区 北堀江４丁目 4.76 建設局

540201-10128 民間移管認定こども園建設用地 西区 北堀江４丁目 1865.34 2278.25 こども青少年局

020105-00000 公文書館 西区 北堀江４丁目 1428.51 3498.31 総務局

200111-00001 西区民センター 西区 北堀江４丁目 1959.38 2034.84 西区役所

121601-12135 京町堀街園 西区 京町堀１丁目 107.99 建設局

121601-12136 京町堀公園 西区 京町堀１丁目 316.16 建設局

121601-12938 西船場公園 西区 京町堀１丁目 5243.2 建設局

12ZZZZ-00138 もと下水道用地（西） 西区 京町堀１丁目 8.16 建設局

560108-00002 肩替地（江戸堀） 西区 京町堀１丁目 42.18 都市整備局

121601-12900 花乃井公園 西区 京町堀２丁目 4897.45 建設局

121602-00917 花乃井公園 西区 京町堀２丁目 26.16 建設局

121601-12910 江戸堀公園 西区 京町堀３丁目 2649.68 建設局

200111-00000 九条東連合地域集会所 西区 九条１丁目 134.19 184.35 西区役所

062507-00058 九条東老人憩の家 西区 九条１丁目 194.9 福祉局

420210-00118 九条東小学校 西区 九条２丁目 5389.94 4543.6 教育委員会事務局

620601-00081 九条小売市場民営活性化事業施設 西区 九条２丁目 1131.76 経済戦略局

121601-12146 九条東公園 西区 九条２丁目 2842.11 建設局

121902-02092 九条駅自転車駐車場管理事務所 西区 九条２丁目 12.96 建設局

540201-10135 九条幼稚園 西区 九条２丁目 2008.78 1446 こども青少年局

121601-12145 九条公園 西区 九条南１丁目 3037.02 建設局

121601-12473 大阪ドーム北公園 西区 九条南１丁目 3792.02 建設局

460108-00002 消防局庁舎（九条） 西区 九条南１丁目 309.59 消防局

460108-00001 消防局庁舎 西区 九条南１丁目 17613.59 消防局

460108-00032 消防局庁舎(九条） 西区 九条南１丁目 770.12 消防局

560108-00017 肩替地（松島） 西区 九条南１丁目 259.02 96 都市整備局

062405-00041 障がい福祉サービス事業所西作業所 西区 九条南１丁目 142.54 福祉局

420210-00119 九条南小学校 西区 九条南２丁目 8522.45 5041.84 教育委員会事務局
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121601-12147 九条南公園 西区 九条南２丁目 3809.19 建設局

062507-00059 九条南老人憩の家 西区 九条南２丁目 165.3 福祉局

120907-00379 道路（西）（管財課） 西区 九条南３丁目 893405.57 建設局

560108-00036 もと区画整理事業用地（南部工区・西） 西区 九条南３丁目 671.42 100 都市整備局

560108-00064 区画整理事業用地（本田九条安治川工区） 西区 九条南３丁目 140.39 都市整備局

420210-00120 九条北小学校 西区 九条南４丁目 9910.34 5098.86 教育委員会事務局

121601-12148 九条北公園 西区 九条南４丁目 6741.09 建設局

12ZZZZ-00433 九条抽水所 西区 九条南４丁目 3034.9 1697.54 建設局

121602-00149 九条北公園 西区 九条南４丁目 18 建設局

121107-00059 西横堀川埋立地（西） 西区 新町１丁目 162.81 建設局

121601-12341 新町北公園 西区 新町１丁目 5699.66 建設局

121001-10102 長堀バス駐車場 西区 新町１丁目 111 建設局

460108-00004 西消防署新町出張所 西区 新町１丁目 459.37 消防局

460108-00003 西消防署新町出張所 西区 新町１丁目 824.57 消防局

121601-12340 新町南公園 西区 新町２丁目 3335.04 建設局

540501-00031 西六保育園 西区 新町２丁目 825.32 こども青少年局

121601-12859 立売堀公園 西区 新町３丁目 1851.57 建設局

550301-00017 河川事務所 西区 新町４丁目 315.96 299.48 環境局

590201-00001 中央急病診療所 西区 新町４丁目 1642.34 3184.01 健康局

121601-12339 新町西公園 西区 新町４丁目 2313.05 建設局

121902-02298 西長堀駅自転車駐車場管理事務所 西区 新町４丁目 12.58 建設局

200106-00000 西区保健福祉センター 西区 新町４丁目 992.52 2063 西区役所

200106-00001 西区役所 西区 新町４丁目 1241.37 6940.4 西区役所

120907-00349 大阪八尾線（西）（管財課） 西区 千代崎１丁目 14180.13 建設局

121601-12296 松島公園 西区 千代崎１丁目 36497.85 建設局

121602-00299 松島公園 西区 千代崎１丁目 407.98 建設局

540502-00055 西保育所 西区 千代崎２丁目 823.01 465.36 こども青少年局

200111-00002 千代崎会館 西区 千代崎２丁目 120.97 西区役所

062507-00142 千代崎老人憩の家 西区 千代崎２丁目 215.29 福祉局

550501-00017 岩崎橋仮設駐車場 西区 千代崎３丁目 2370.08 885 環境局

420210-00259 西中学校 西区 千代崎３丁目 12795.11 5733.64 教育委員会事務局

121601-12015 大阪ドーム南公園 西区 千代崎３丁目 775.21 建設局

121902-01948 ドーム前千代崎駅自転車駐車場 西区 千代崎３丁目 666 建設局

050601-00007 岩崎橋地区開発事業用地 西区 千代崎３丁目 20592.38 都市計画局

121001-10088 土佐堀地下駐車場 西区 土佐堀１丁目 6700.55 建設局

620701-00019 西屋内プール 西区 本田１丁目 3061.83 経済戦略局

121107-00087 防潮堤（西） 西区 本田１丁目 414.37 建設局

12ZZZZ-01530 本田材料置場 西区 本田１丁目 132.84 建設局

540502-00101 梅本保育所 西区 本田１丁目 1418.91 557.95 こども青少年局

121601-12817 本田公園 西区 本田３丁目 1888.89 建設局

540201-00013 もと西勤労青少年ホーム 西区 本田３丁目 656.89 ○ こども青少年局

200111-00004 本田連合会館 西区 本田３丁目 107.75 西区役所

062507-00132 西区老人福祉センター 西区 本田３丁目 1336.24 727.24 福祉局

062507-00269 本田老人憩の家 西区 本田３丁目 185.85 107.86 福祉局

530201-00130 過小地（もと警察関係土地） 西区 南安治川通２丁目 75.95 契約管財局

121107-00034 共同物揚場（西） 西区 南堀江１丁目 667.9 建設局

121601-12811 堀江公園 西区 南堀江１丁目 5262.67 建設局

121307-01173 河川課浚渫事務所 西区 南堀江１丁目 110.9 建設局

420210-00480 堀江中学校 西区 南堀江２丁目 5703.76 6428.07 教育委員会事務局

121601-12195 高台橋公園 西区 南堀江２丁目 3491.33 建設局

121601-12696 南堀江公園 西区 南堀江２丁目 4775.66 建設局

420210-00418 日吉小学校 西区 南堀江４丁目 12258.18 7869.38 教育委員会事務局

530201-00165 契約管財局賃貸地（西） 西区 南堀江４丁目 369.54 契約管財局

121307-00000 （仮称）河川管理事務所 西区 南堀江４丁目 411.72 建設局

121601-12700 日吉公園 西区 南堀江４丁目 5817.68 建設局

121602-00709 日吉公園 西区 南堀江４丁目 19.2 建設局

540201-10181 日吉幼稚園 西区 南堀江４丁目 2150 1032.37 こども青少年局

560108-00015 肩替地（堀江） 西区 南堀江４丁目 335.99 104 都市整備局

200111-00003 日吉集会所 西区 南堀江４丁目 213.45 西区役所

062507-00226 日吉老人憩の家 西区 南堀江４丁目 261.88 214.67 福祉局


