
【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
420210-00133 港中学校 港区 池島１丁目 17130.76 11914.03 教育委員会事務局

540501-00020 港保育所 港区 池島１丁目 1589.36 こども青少年局

062405-00008 港療育センター 港区 池島１丁目 125.65 福祉局

420210-00311 池島小学校 港区 池島２丁目 6271.99 教育委員会事務局

121601-12517 池島公園 港区 池島２丁目 10003.31 建設局

121602-00522 池島公園 港区 池島２丁目 19.2 建設局

540202-00005 児童養護施設池島寮 港区 池島２丁目 1500.24 こども青少年局

540501-00038 池島保育園 港区 池島２丁目 578.76 363.28 こども青少年局

062507-00169 池島老人憩の家 港区 池島２丁目 246.4 福祉局

550501-00001 もと池島詰所 港区 池島３丁目 152.08 106 環境局

550501-00007 もと池島詰所 港区 池島３丁目 840.12 962 環境局

530201-00180 港署池島交番 港区 池島３丁目 40.57 契約管財局

540201-00047 児童養護施設入舟寮（病後児保育棟） 港区 池島３丁目 97.5 こども青少年局

540202-00006 児童養護施設入舟寮 港区 池島３丁目 2772.77 2187.41 こども青少年局

540501-10066 民間保育所建替用地（池島保育園） 港区 池島３丁目 650.09 こども青少年局

560307-00244 池島住宅 港区 池島３丁目 61962.71 155 52762.78 都市整備局

560307-00245 池島南住宅 港区 池島３丁目 7996.89 14132.23 都市整備局

560301-10163 池島住宅２号館（建設課） 港区 池島３丁目 14105.99 都市整備局

062405-00048 知的障がい者援護施設　ワークスいけじま 港区 池島３丁目 216.12 福祉局

13ZZZZ-00053 安治川10号上屋 港区 石田１丁目 2945.03 1715.58 港湾局

13ZZZZ-00059 安治川4号上屋 港区 石田１丁目 3957.85 8777.72 港湾局

13ZZZZ-00166 野積場（港・港営） 港区 石田１丁目 3569.33 港湾局

130618-00001 安治川2号港湾労働者休憩所 港区 石田１丁目 46.64 港湾局

130622-00107 安治川内港 港区 石田２丁目 884473 港湾局

13ZZZZ-00058 安治川3号上屋 港区 石田２丁目 3976.08 8896.51 港湾局

13ZZZZ-00063 安治川8号上屋 港区 石田２丁目 3502.84 7226.58 港湾局

13ZZZZ-00064 安治川9号上屋 港区 石田２丁目 1715.19 3900.84 港湾局

13ZZZZ-00099 大阪港サイロ 港区 石田２丁目 11949.16 港湾局

13ZZZZ-00055 安治川12号上屋 港区 石田３丁目 2410.64 1247.04 港湾局

130618-00000 安治川1号港湾労働者休憩所 港区 石田３丁目 51.17 港湾局

420210-00173 市岡中学校 港区 磯路１丁目 19178.08 7715.35 教育委員会事務局

120907-00362 築港深江線（港）（管財課） 港区 磯路１丁目 2806.41 建設局

560108-00050 区画整理事業用地（港） 港区 磯路１丁目 2538.1
115/118/128/
134/138/139/
150

都市整備局

560108-10023 区画整理記念事業用地 港区 磯路１丁目 1453.65 都市整備局

121601-12050 磯路中央公園 港区 磯路２丁目 22748.11 建設局

121602-00049 磯路中央公園 港区 磯路２丁目 25.8 建設局

540502-00005 磯路保育所 港区 磯路２丁目 1029.47 404.6 こども青少年局

540201-00003 もと港勤労青少年ホーム 港区 磯路２丁目 498.45 ○ こども青少年局

420210-00046 磯路小学校 港区 磯路３丁目 9388.18 4965.13 教育委員会事務局

560108-00019 肩替地（港） 港区 磯路３丁目 15.96 都市整備局

062507-00029 磯路会館老人憩の家 港区 磯路３丁目 390.5 福祉局

530201-00048 もと港警察署署員寮（児童遊園） 港区 市岡１丁目 471.38 110 契約管財局

530201-00179 港警察署 港区 市岡１丁目 3061.64 契約管財局

121601-12250 市岡西公園 港区 市岡１丁目 600.01 建設局

121601-12997 市岡中央公園 港区 市岡１丁目 1998.01 建設局

062506-00088
特別養護老人ホームザイオン・
港南地域在宅サービスステーション・
ザイオン地域活動支援センター

港区 市岡１丁目 2456.23 福祉局

062507-00093 市岡会館老人憩の家 港区 市岡１丁目 218.9 福祉局

210106-00001 港区役所 港区 市岡１丁目 2378.01 6932.05 港区役所

210106-00000 港区保健福祉センター 港区 市岡１丁目 2174.78 港区役所

121903-01041 市岡工営所 港区 市岡２丁目 3632.98 4909.23 建設局

12ZZZZ-00632 市岡下水処理場 港区 市岡２丁目 44911.96 13923.57 建設局

市岡下水道センター 港区 市岡２丁目 1434.62 建設局

550201-00050 水質観測局（尻無川） 港区 市岡３丁目 25.2 環境局

420210-00172 市岡小学校 港区 市岡３丁目 7384.86 5966.12 教育委員会事務局

121601-12248 市岡公園 港区 市岡４丁目 6403.61 建設局

121601-12251 市岡浜公園 港区 市岡４丁目 992 建設局

12ZZZZ-00187 もと市岡抽水所 港区 市岡４丁目 6954.07 111 378.72 建設局

121602-00251 市岡公園 港区 市岡４丁目 11 建設局

121902-01829 市岡自転車保管所管理事務所 港区 市岡４丁目 20.66 建設局

121902-02099 建設局市岡倉庫 港区 市岡４丁目 136.08 建設局

530201-00038 もと境川質舗（児童遊園） 港区 市岡元町１丁目 529.88 112 契約管財局

060106-00001 もと境川倉庫 港区 市岡元町１丁目 591.12 113 福祉局

121601-12249 市岡小公園 港区 市岡元町２丁目 1164.95 建設局

062507-00229 波除連合市元地区老人憩の家 港区 市岡元町２丁目 326.64 福祉局

420210-00174 市岡東中学校 港区 市岡元町３丁目 10115.9 6723.6 教育委員会事務局

121601-12247 市岡元町公園 港区 市岡元町３丁目 8630.42 建設局

121602-00250 市岡元町公園 港区 市岡元町３丁目 19.2 建設局

620401-10001 築港地区活性化事業施設 港区 海岸通１丁目 5365.02 10737.41 経済戦略局

130506-00001 もと天保山駐車場 港区 海岸通１丁目 11127.91 9196.75 港湾局

130506-00002 もと天保山緑地 港区 海岸通１丁目 3307.36 29.79 港湾局

130621-00015 中央突堤臨港緑地 港区 海岸通１丁目 18966.33 港湾局

130621-00031 もと臨港道路（港・一般） 港区 海岸通１丁目 2957.73 港湾局

13ZZZZ-00129 中央7号上屋 港区 海岸通１丁目 3015.96 2818.67 港湾局

130506-00004 築港地区活性化事業施設 港区 海岸通１丁目 9255.86 港湾局

130621-00011 大阪港咲洲トンネル港区側換気所 港区 海岸通１丁目 6993.98 港湾局

130622-00120 天保山西岸壁船客待合所 港区 海岸通１丁目 56.36 港湾局

130503-00126 築港地区活性化事業施設 港区 海岸通２丁目 16260.83 経済戦略局

130505-00000 もと大阪港船員待合所 港区 海岸通２丁目 253.41 港湾局

130621-00063 築港地区活性化事業施設 港区 海岸通２丁目 12206.07 港湾局

13ZZZZ-00126 中央1号上屋 港区 海岸通２丁目 3143.21 2739.23 港湾局

13ZZZZ-00127 中央2号上屋 港区 海岸通２丁目 2621.19 2155.09 港湾局

13ZZZZ-00128 中央3号上屋 港区 海岸通２丁目 3214.76 2691.65 港湾局

中央２号上屋附設事務所 港区 海岸通２丁目 40.5 港湾局
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12ZZZZ-00522 港1号抽水所 港区 海岸通３丁目 403.45 182.62 建設局

130505-00001 もと1・2突堤港湾労働者休憩所 港区 海岸通３丁目 286.51 港湾局

130505-00011 港湾局賃貸地（港・一般） 港区 海岸通３丁目 473424.43

886/1276/1666
1667/1668/1669
1670/1671/1672
1673/1674/1675
1677/1678/1679
1680/1681/1682
1683/1684/1686
1768/1771/1773
1776/1780

港湾局

130505-00017 野積場（港・一般） 港区 海岸通３丁目 209.8 港湾局

130621-00005 第１・２突堤中臨港緑地 港区 海岸通３丁目 704.23 港湾局

130621-00014 第1・2突堤南臨港緑地 港区 海岸通３丁目 539.72 港湾局

130621-00023 臨港道路（港・一般） 港区 海岸通３丁目 169159.93 港湾局

130704-00005 第2突堤現場事務所 港区 海岸通３丁目 22115.88 6330.03 港湾局

13ZZZZ-00008 ＡＢ号上屋 港区 海岸通３丁目 4208.63 4260.55 港湾局

13ZZZZ-00009 ＣＤ号上屋 港区 海岸通３丁目 4178.4 4236.34 港湾局

13ZZZZ-00010 Ｌ号上屋 港区 海岸通３丁目 12042.68 7161.88 港湾局

13ZZZZ-00011 Ｍ号上屋 港区 海岸通３丁目 2174.53 1666.68 港湾局

13ZZZZ-00012 Ｎ号上屋 港区 海岸通３丁目 2174.53 1690.5 港湾局

13ZZZZ-00013 Ｏ号上屋 港区 海岸通３丁目 2174.53 1704.55 港湾局

130622-00027 オイルフェンス他付属備品倉庫 港区 海岸通３丁目 58.73 港湾局

130704-00010 防潮扉集中監視装置港区準監視局 港区 海岸通３丁目 118.55 港湾局

120907-00332 大阪港八尾線（港）（管財課） 港区 海岸通４丁目 923.88 建設局

12ZZZZ-00523 港2号抽水所 港区 海岸通４丁目 463.88 194.57 建設局

121902-01951 なみはや大橋自転車保管所管理事務所 港区 海岸通４丁目 19.61 建設局

13ZZZZ-00014 ＱＲ号上屋 港区 海岸通４丁目 5299.78 5081.75 港湾局

13ZZZZ-00015 ＳＴ号上屋 港区 海岸通４丁目 5399.89 5032.73 港湾局

13ZZZZ-00018 ＵＶ号上屋 港区 海岸通４丁目 2821.97 4438.88 港湾局

13ZZZZ-00020 ＷＸ号上屋 港区 海岸通４丁目 2566.81 4230.15 港湾局

13ZZZZ-00021 Ｙ号上屋 港区 海岸通４丁目 3842.65 3052.6 港湾局

13ZZZZ-00022 Ｚ号上屋 港区 海岸通４丁目 3484.98 2613.88 港湾局

13ZZZZ-00070 荷捌地（港・港営） 港区 海岸通４丁目 33540.3 港湾局

130618-00005 第3突堤北港湾労働者休憩所 港区 海岸通４丁目 52.96 港湾局

130618-00017 第3突堤港湾労働者便所 港区 海岸通４丁目 7.14 港湾局

420210-00132 港晴小学校 港区 港晴１丁目 9046.62 6037.25 教育委員会事務局

530201-00288 もと港湾地帯用地（契約予定地） 港区 港晴１丁目 221.12 契約管財局

560307-00466 八幡屋宝町第3住宅 港区 港晴１丁目 3259.1 5232.96 都市整備局

062405-10005 障がい福祉サービス事業所　あいらぶ工房 港区 港晴１丁目 846.91 福祉局

062507-00072 港晴会館老人憩の家 港区 港晴１丁目 117.44 福祉局

121601-12184 港晴南公園 港区 港晴２丁目 1477.4 建設局

130618-00002 大阪港湾労働者福祉センター 港区 港晴２丁目 1514.63 2579.71 港湾局

13ZZZZ-00089 港湾局賃貸地（港・港営） 港区 港晴２丁目 3750.73 港湾局

13ZZZZ-00148 浮島1号上屋 港区 港晴２丁目 3503.15 1678.97 港湾局

560307-00374 八幡屋宝町住宅 港区 港晴２丁目 3740.48 6261.85 都市整備局

560307-00465 八幡屋宝町第2住宅 港区 港晴２丁目 3542.09 3908.42 都市整備局

062207-00002 救護施設港晴寮 港区 港晴２丁目 778.3 1764 1222.38 ○ 福祉局

121601-12183 港晴東公園 港区 港晴３丁目 1251.17 建設局

540501-00032 善児園 港区 港晴３丁目 85.83 こども青少年局

062507-00073 港晴東会館老人憩の家 港区 港晴３丁目 330.81 福祉局

121601-12185 港晴北公園 港区 港晴４丁目 748.02 建設局

13ZZZZ-00054 安治川11号上屋 港区 港晴５丁目 5032.3 10011.06 港湾局

13ZZZZ-00056 安治川1号上屋 港区 港晴５丁目 3559.75 5337.71 港湾局

13ZZZZ-00057 安治川2号上屋 港区 港晴５丁目 3155.6 3022 港湾局

530201-00287 もと港湾地帯用地（もと契約管財局賃貸地） 港区 田中１丁目 29.39 契約管財局

121601-12431 石田公園 港区 田中１丁目 2184.08 建設局

121601-12635 東田中公園 港区 田中１丁目 1428.27 建設局

121602-00643 東田中公園 港区 田中１丁目 19.2 建設局

540502-00085 田中保育所 港区 田中１丁目 401.94 こども青少年局

560307-00309 田中住宅 港区 田中１丁目 4093.16 6813.44 都市整備局

420210-00362 田中小学校 港区 田中２丁目 10266.05 5728.47 教育委員会事務局

460108-00017 港消防署田中出張所 港区 田中２丁目 330.87 701.27 消防局

062507-00197 田中会館老人憩の家 港区 田中２丁目 299.43 福祉局

550201-00041 港地盤沈下観測所 港区 田中３丁目 88.77 40 環境局

620603-00000 計量検査所 港区 田中３丁目 4363.32 1239.37 経済戦略局

620701-00006 港スポーツセンター 港区 田中３丁目 3794.33 経済戦略局

620701-00028 中央体育館 港区 田中３丁目 38425 経済戦略局

620701-00202 大阪プール 港区 田中３丁目 25137.93 経済戦略局

121601-12722 八幡屋公園 港区 田中３丁目 122797.42 建設局

121602-00731 八幡屋公園 港区 田中３丁目 1355.78 建設局

121902-02395 朝潮橋駅自転車駐車場南側管理ボックス 港区 田中３丁目 1.44 建設局

121902-02396 朝潮橋駅自転車駐車場北側管理ボックス 港区 田中３丁目 3.89 建設局

062207-00008 第2港晴寮 港区 田中３丁目 2470.67 福祉局

420210-00312 築港小学校 港区 築港１丁目 14467.26 5402.1 教育委員会事務局

420210-00313 築港中学校 港区 築港１丁目 15994.06 6083.86 教育委員会事務局

420308-00010 築港学校業務サービスセンター 港区 築港１丁目 94.64 教育委員会事務局

121601-12518 築港南公園 港区 築港１丁目 5784.05 建設局

12ZZZZ-00528 港抽水所 港区 築港１丁目 1875.73 736.89 建設局

121602-00523 築港南公園 港区 築港１丁目 19.2 建設局

540501-00039 築港保育園 港区 築港１丁目 488.17 405.46 こども青少年局

560307-00246 築港住宅 港区 築港１丁目 9598.89 10656.23 都市整備局

530201-00160 契約管財局賃貸地（港・その他） 港区 築港２丁目 288.43 契約管財局

130505-00007 もと築港地区活性化事業施設 港区 築港２丁目 1987.79 港湾局

062506-00059 築港地域在宅サービスステーション 港区 築港２丁目 455.28 福祉局

062507-00170 築港会館老人憩の家 港区 築港２丁目 330.92 福祉局

121601-12592 天保山公園 港区 築港３丁目 20779.02 建設局

121307-00011 天保山渡船場左岸待合所 港区 築港３丁目 81.49 建設局

121602-00600 天保山公園 港区 築港３丁目 19.2 建設局

130618-00018 タクシー待機場 港区 築港３丁目 1522.18 港湾局



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

130622-00187 天保山客船上屋 港区 築港３丁目 220.81 港湾局

13ZZZZ-00135 天保山船客上屋 港区 築港３丁目 2069.31 2988.13 港湾局

460108-00041 水上消防署 港区 築港３丁目 2234.89 4177.68 消防局

550201-00060 天保山地盤沈下観測所 港区 築港４丁目 62.08 10.9 環境局

121902-02715 大阪港駅自転車駐車場管理事務所 港区 築港４丁目 6.48 建設局

560307-00464 一条通住宅 港区 築港４丁目 1945.72 6558.89 都市整備局

540501-00012 安治川保育園 港区 波除１丁目 791.84 484.48 こども青少年局

560307-00364 波除第2住宅 港区 波除１丁目 27512.26 49902.35 都市整備局

530201-00181 港署波除警ら連絡所 港区 波除２丁目 32.02 契約管財局

121601-12766 抱月公園 港区 波除２丁目 5419.3 建設局

560307-00363 波除住宅 港区 波除２丁目 5769.67 9973.37 都市整備局

062507-00230 波除老人憩の家 港区 波除２丁目 160.96 105.34 福祉局

121902-01845 弁天町北自転車保管所管理員詰所 港区 波除３丁目 25.65 建設局

121902-01846 弁天町北自転車保管所管理事務所 港区 波除３丁目 25.65 建設局

121902-02594 弁天町駅東自転車駐車場管理ボックス 港区 波除３丁目 3.89 建設局

121902-02595 弁天町駅東自転車駐車場管理事務所 港区 波除３丁目 12.56 建設局

121902-02596 弁天町駅東自転車駐車場高架下管理ボックス 港区 波除３丁目 1.44 建設局

121902-02597 弁天町駅東自転車駐車場北側管理ボックス 港区 波除３丁目 1.44 建設局

420210-00423 波除小学校 港区 波除４丁目 10490.12 7456.72 教育委員会事務局

121601-12767 抱月小公園 港区 波除４丁目 575.93 建設局

121601-12711 波除公園 港区 波除５丁目 21380.09 建設局

121602-00720 波除公園 港区 波除５丁目 24.17 建設局

210111-00003 波除会館 港区 波除５丁目 209.14 港区役所

530201-00053 もと国鉄貨物線用地 港区 波除６丁目 4762.11 契約管財局

062405-00049 知的障がい者更生施設　港育成園 港区 波除６丁目 1769.97 福祉局

550505-00015 港工場 港区 福崎１丁目 14274.34 1208 13413.96 ○ 環境局

550505-00013 もと港工場公舎 港区 福崎１丁目 1208 1628.85 ○ 環境局

121307-00003 甚兵衛渡船場右岸待合所 港区 福崎１丁目 24.9 建設局

120907-00372 道路（港）（管財課） 港区 福崎２丁目 1356057.87 建設局

130621-00058 防潮堤（港） 港区 福崎２丁目 36391.99 港湾局

130622-00108 運河用地（港） 港区 福崎２丁目 359125 港湾局

130704-00004 もと第1建設事務所潜水基地詰所 港区 福崎２丁目 374.01 890 港湾局

420210-00003 もと市岡商業高等学校 港区 弁天１丁目 19408.29 1295 教育委員会事務局

420904-00000 大阪市教育センター 港区 弁天１丁目 1670.62 10063.26 教育委員会事務局

420210-00004 もと市岡商業高等学校 港区 弁天１丁目 1295 10758.86 ○ 教育委員会事務局

121902-02592 弁天町駅西自転車駐車場管理ボックス 港区 弁天１丁目 1.44 建設局

121902-02593 弁天町駅西自転車駐車場管理事務所 港区 弁天１丁目 12.56 建設局

460108-00016 港消防署 港区 弁天１丁目 689.72 1983.15 消防局

560102-00016 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ弁天） 港区 弁天１丁目 1164.37 都市整備局

210111-00004 弁天会館老人憩の家 港区 弁天１丁目 169.51 港区役所

420210-00455 弁天小学校 港区 弁天２丁目 9921.22 5989.06 教育委員会事務局

420605-00008 港図書館 港区 弁天２丁目 598.63 教育委員会事務局

121601-12763 弁天西公園 港区 弁天２丁目 971.65 建設局

062506-00029 港区在宅サービスセンター 港区 弁天２丁目 859.14 福祉局

210111-00001 港区民センター 港区 弁天２丁目 1819.5 1989.37 港区役所

121601-12762 弁天公園 港区 弁天３丁目 2192.86 建設局

062507-00248 弁天老人憩の家 港区 弁天３丁目 151.64 福祉局

121601-12764 弁天東公園 港区 弁天５丁目 767.94 建設局

13ZZZZ-00060 安治川5号上屋 港区 弁天５丁目 2451.2 1491 港湾局

13ZZZZ-00061 安治川6号上屋 港区 弁天５丁目 2527.33 1491 港湾局

13ZZZZ-00062 安治川7号上屋 港区 弁天５丁目 2610.29 1491 港湾局

062507-00247 弁天東老人憩の家 港区 弁天５丁目 131.97 142 福祉局

121601-12765 弁天埠頭公園 港区 弁天６丁目 1777 建設局

130621-00006 安治川突堤公共広場 港区 弁天６丁目 4306.83 港湾局

130621-00019 弁天埠頭臨港緑地 港区 弁天６丁目 1898.41 港湾局

130622-00123 物揚場敷（港） 港区 弁天６丁目 104422.52 港湾局

13ZZZZ-00065 安治川突堤1号上屋 港区 弁天６丁目 3330.93 2024.41 港湾局

13ZZZZ-00066 安治川突堤2号上屋 港区 弁天６丁目 3250.4 2024.41 港湾局

13ZZZZ-00067 安治川突堤3号上屋 港区 弁天６丁目 3478.2 2024.41 港湾局

13ZZZZ-00068 安治川突堤4号上屋 港区 弁天６丁目 3266.1 2597.7 港湾局

弁天埠頭船客通路上屋 港区 弁天６丁目 1706.4 港湾局

420210-00134 港南中学校 港区 三先１丁目 15105.35 7415.39 教育委員会事務局

121601-12186 港南公園 港区 三先１丁目 1651.9 建設局

540201-10140 三先幼稚園 港区 三先１丁目 1858.3 1230.5 こども青少年局

062507-00089 三先老人憩の家 港区 三先１丁目 357.11 福祉局

420210-00166 三先小学校 港区 三先２丁目 9693.1 5850.95 教育委員会事務局

530201-00161 契約管財局賃貸地（港・港地区） 港区 三先２丁目 151476.11 契約管財局

121601-12235 三先公園 港区 三先２丁目 5166.45 建設局

121602-00238 三先公園 港区 三先２丁目 19.2 建設局

560307-00122 三先住宅 港区 三先２丁目 17789.52 30778.5 都市整備局

210111-00005 防災モニュメント等用地 港区 三先２丁目 39.78 港区役所

530201-00234 廃道（港） 港区 南市岡１丁目 88.54 契約管財局

530201-00289 もと港湾地帯用地（児童遊園） 港区 南市岡１丁目 5346.87
105/109/131/
141/143/144/
153/156/160

契約管財局

12ZZZZ-00310 下水道用地（港） 港区 南市岡１丁目 902.62 建設局

420210-00406 南市岡小学校 港区 南市岡２丁目 7529.35 4750.6 教育委員会事務局

121601-12672 南市岡公園 港区 南市岡２丁目 387.63 建設局

121601-12673 南市岡西公園 港区 南市岡２丁目 1877.3 建設局

062507-00221 南市岡老人憩の家 港区 南市岡２丁目 204.6 101.22 福祉局

210111-00002 南市岡会館 港区 南市岡２丁目 96.22 港区役所

530201-00105 もと復興土地区画整理事業用地 港区 南市岡３丁目 103.46 154 契約管財局

530201-00285 もと港湾地帯用地 港区 南市岡３丁目 3493.72 114 契約管財局

121601-12707 入舟公園 港区 八幡屋１丁目 9032.37 建設局

121602-00716 入舟公園 港区 八幡屋１丁目 10.8 建設局

210111-00000 港近隣センター 港区 八幡屋１丁目 1298.41 739.41 港区役所

560307-00370 八幡屋住宅 港区 八幡屋２丁目 14001.28 16061.85 都市整備局

420210-00432 八幡屋小学校 港区 八幡屋３丁目 8734.1 5581.81 教育委員会事務局

121601-12708 入舟南公園 港区 八幡屋３丁目 1300.46 建設局
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540502-00103 八幡屋保育所 港区 八幡屋３丁目 330.97 546.26 こども青少年局

560108-00100 道路（港） 港区 八幡屋３丁目 8.48 都市整備局

560307-00371 八幡屋第2住宅 港区 八幡屋３丁目 20241.35 157 32681.69 都市整備局

062507-00234 八幡屋会館老人憩の家 港区 八幡屋３丁目 331.22 福祉局

121601-12723 八幡屋南公園 港区 八幡屋４丁目 759.04 建設局

130621-00053 角落扉倉庫（三十間堀川） 港区 八幡屋４丁目 921.79 481.71 港湾局

130621-00054 港区三十間堀川水門発電機室 港区 八幡屋４丁目 24.78 港湾局

560307-00372 八幡屋第3住宅 港区 八幡屋４丁目 2054.73 2445.22 都市整備局

560307-00373 八幡屋第4住宅 港区 八幡屋４丁目 3169.55 2723.03 都市整備局

062506-00103

特別養護老人ホーム愛港園・第2愛港園・
港地域在宅サービスステーション・
 認知症対応型共同生活介護ときめき・
第2みなとデイサービスセンター

港区 八幡屋４丁目 5132.84 福祉局

550301-00025 港区内公衆便所 港区 夕凪２丁目 30.66 環境局

620504-00001 もと見本市恒久展示場駐車場 港区 夕凪２丁目 34.69 経済戦略局

530201-00286 もと港湾地帯用地（コミュニティ用地等） 港区 夕凪２丁目 1110.69 109/116/161 契約管財局

121601-12852 夕凪公園 港区 夕凪２丁目 2963.39 建設局

121602-00863 夕凪公園 港区 夕凪２丁目 21.12 建設局

121902-02394 朝潮橋駅自転車駐車場管理事務所 港区 夕凪２丁目 12.56 建設局

540109-00023 港母子家庭集いの家 港区 夕凪２丁目 52.13 ○ こども青少年局

062405-00010 肢体不自由児施設あさしお園 港区 夕凪２丁目 1439.73 福祉局

062507-00071 港区老人福祉センター 港区 夕凪２丁目 1016.62 496.67 福祉局

060106-00011 もと夕凪寮 港区 夕凪２丁目 994.52 ○ 福祉局

210111-00006 夕凪会館 港区 夕凪２丁目 216.01 港区役所


