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460108-00056 大正消防署泉尾出張所 大正区 泉尾１丁目 279.26 301.28 消防局

530201-00044 もと警察関係土地（大正警察） 大正区 泉尾１丁目 3.33 契約管財局

530201-00201 大正署長公舎及び単身寮 大正区 泉尾１丁目 735.16 契約管財局

062506-00058 大正東地域在宅サービスステーション 大正区 泉尾２丁目 439.71 福祉局

062507-00147 泉尾北会館（もと泉尾北老人憩の家） 大正区 泉尾２丁目 220.49 102.28 大正区役所

121601-12446 泉尾2公園 大正区 泉尾２丁目 1,041.04 建設局

220107-00000 泉尾北会館 大正区 泉尾２丁目 80.98 大正区役所

420210-00274 泉尾北小学校 大正区 泉尾２丁目 7,594.58 6,151.68 教育委員会事務局

540502-00065 大正北保育所 大正区 泉尾２丁目 452.65 こども青少年局

560307-00120 三軒家住宅 大正区 泉尾２丁目 15,668.71 20,310.34 都市整備局

620601-00091 泉尾小売市場民営活性化事業施設 大正区 泉尾２丁目 1,349.25 経済戦略局

062505-10140 大正区老人福祉センター 大正区 泉尾３丁目 1,790.03 1,086.23 福祉局

121601-12449 泉尾中公園 大正区 泉尾３丁目 3,020.86 建設局

420210-00317 中泉尾小学校 大正区 泉尾３丁目 9,037.77 5,143.73 教育委員会事務局

530201-00076 もと泉尾浴場用地外 大正区 泉尾３丁目 14.52 契約管財局

540201-00018 もと大正勤労青少年ホーム 大正区 泉尾３丁目 1,126.11 〇 こども青少年局

062507-00174 中泉尾福祉会館 大正区 泉尾４丁目 207.26 72.10 大正区役所

121601-12447 泉尾公園 大正区 泉尾４丁目 45,299.67 建設局

121602-00451 泉尾公園 大正区 泉尾４丁目 38.40 建設局

560307-00209 泉尾住宅 大正区 泉尾４丁目 3,414.36 3,411.63 都市整備局

420210-00107 教育管理用地 大正区 泉尾５丁目 1,443.16 教育委員会事務局

420210-00272 泉尾工業高等学校 大正区 泉尾５丁目 20,812.98 25,079.34 教育委員会事務局

420210-00467 北恩加島小学校 大正区 泉尾５丁目 12,285.78 6,059.11 教育委員会事務局

560307-00214 泉尾第6住宅 大正区 泉尾５丁目 1,574.79 1,691.82 都市整備局

620601-00051 泉尾賃貸工場 大正区 泉尾６丁目 1,830.93 経済戦略局

620601-00103 もと泉尾賃貸工場 大正区 泉尾６丁目 40.04 経済戦略局

121307-00004 甚兵衛渡船場左岸待合所 大正区 泉尾７丁目 71.44 建設局

121601-12450 泉尾浜公園 大正区 泉尾７丁目 6,001.61 建設局

540502-00112 北恩加島保育所 大正区 泉尾７丁目 376.39 こども青少年局

560307-00210 泉尾第2住宅 大正区 泉尾７丁目 6,283.00 19,516.31 都市整備局

560307-00212 泉尾第4住宅 大正区 泉尾７丁目 20,312.49 30,881.96 都市整備局

560307-00213 泉尾第5住宅 大正区 泉尾７丁目 6,579.93 11,403.08 都市整備局

560701-00101 防潮堤用地 大正区 泉尾７丁目 43.49 都市整備局

121601-12285 小林公園 大正区 恩加島附近 35,390.87 建設局

121602-00288 小林公園 大正区 恩加島附近 18.00 建設局

130505-00009 もと北恩加島労働者休憩所 大正区 北恩加島１丁目 83.23 〇 大阪港湾局

130622-00114 荷捌地（大正・一般） 大正区 北恩加島１丁目 7,050.90 大阪港湾局

560307-00211 泉尾第3住宅 大正区 北恩加島１丁目 3,704.42 11,645.46 都市整備局

121307-00005 千歳渡船場左岸待合所 大正区 北恩加島２丁目 90.93 建設局

130621-00066 護岸敷（大正） 大正区 北恩加島２丁目 55,527.04 大阪港湾局

130622-00116 水面（大正） 大正区 北恩加島２丁目 742,230.55 大阪港湾局

13ZZZZ-00072 荷捌地（大正） 大正区 北恩加島２丁目 15,673.27 大阪港湾局

13ZZZZ-00119 大正鋼材上屋 大正区 北恩加島２丁目 2,944.99 3,420.07 大阪港湾局

大正内港突堤地区荷さばき地１号・2号附設事務所 大正区 北恩加島２丁目 430.56 大阪港湾局

062507-00255 北恩加島会館・老人憩の家（もと北恩加島老人憩の家） 大正区 北村１丁目 264.55 105.45 大正区役所

220107-00003 北恩加島会館 大正区 北村１丁目 67.29 大正区役所

560701-00098 もと区画整理事業用地（南部工区・大正区鶴町） 大正区 北村１丁目 4,772.50 167/174 都市整備局

121601-12785 北村公園 大正区 北村２丁目 2,702.44 建設局

560307-00403 北村住宅 大正区 北村２丁目 2,893.42 4,578.26 都市整備局

062405-00012 障がい者支援施設ふくろうの杜 大正区 北村３丁目 2,460.26 福祉局

062405-00025 障がい福祉サービス事業所　ねぎぼうず 大正区 北村３丁目 87.93 福祉局

062506-00115 特別養護老人ホーム大正園・北恩加島地域在宅サービスステーション 大正区 北村３丁目 1,999.85 福祉局

062506-00117
特別養護老人ホーム第二大正園・軽費老人ホームつつじ荘・障がい福祉サービス事業所北
村園・第二大正園

大正区 北村３丁目 5,179.24 福祉局

121601-12786 北村南公園 大正区 北村３丁目 7,396.52 建設局

121602-00795 北村南公園 大正区 北村３丁目 19.20 建設局

420210-00293 大正北中学校 大正区 北村３丁目 16,501.91 7,097.43 教育委員会事務局

560701-00026 マリンテニスパーク北村 大正区 北村３丁目 978.17 都市整備局

560701-00033 もと区画整理事業用地（南部工区・大正区泉尾） 大正区 北村３丁目 38,240.24 164 都市整備局

062506-00056 大正区在宅サービスセンター 大正区 小林西１丁目 826.57 福祉局

130618-00003 大阪第2港湾労働者福祉センター 大正区 小林西１丁目 1,110.68 1,165.18 大阪港湾局

130618-00004 大正第1突堤港湾労働者便所 大正区 小林西１丁目 62.20 9.50 大阪港湾局

13ZZZZ-00109 大正1号上屋 大正区 小林西１丁目 2,248.30 908.28 大阪港湾局

13ZZZZ-00111 大正2号上屋 大正区 小林西１丁目 3,798.29 1,800.58 大阪港湾局

13ZZZZ-00112 大正3号上屋 大正区 小林西１丁目 3,800.08 1,802.79 大阪港湾局

13ZZZZ-00113 大正4号上屋 大正区 小林西１丁目 3,946.81 2,005.42 大阪港湾局

13ZZZZ-00114 大正5号上屋 大正区 小林西１丁目 3,386.74 2,104.38 大阪港湾局

13ZZZZ-00115 大正6号上屋 大正区 小林西１丁目 4,272.29 2,398.47 大阪港湾局

13ZZZZ-00116 大正7号上屋 大正区 小林西１丁目 3,818.37 2,149.51 大阪港湾局

13ZZZZ-00117 大正8号上屋 大正区 小林西１丁目 3,807.78 2,118.47 大阪港湾局

13ZZZZ-00118 大正9号上屋 大正区 小林西１丁目 3,258.16 1,893.77 大阪港湾局

550308-00000 西部環境事業センター 大正区 小林西１丁目 7,588.75 5,015.78 環境局

062507-00105 小林老人憩の家 大正区 小林西２丁目 144.67 172.09 大正区役所

121601-12286 小林南公園 大正区 小林西２丁目 2,114.83 建設局

12ZZZZ-00904 千島下水処理場 大正区 小林東２丁目 36,595.29 18,308.90 建設局

420210-00199 小林小学校 大正区 小林東２丁目 12,454.16 6,404.61 教育委員会事務局

540501-00008 めぐみ保育園 大正区 小林東２丁目 733.12 349.96 こども青少年局

560307-00160 小林住宅 大正区 小林東２丁目 23,878.83 24,863.26 都市整備局

560307-00203 千島住宅 大正区 小林東２丁目 5,585.46 1986 1,794.79 都市整備局

560307-10146 もと千島住宅 大正区 小林東２丁目 6,220.00 都市整備局

420210-00291 大正中央中学校 大正区 小林東３丁目 15,154.97 7,243.21 教育委員会事務局

460108-00055 大正消防署 大正区 小林東３丁目 1,609.62 3,652.64 消防局

530201-00200 大正警察署 大正区 小林東３丁目 1,469.89 契約管財局

550505-00140 小林斎場 大正区 小林東３丁目 5,647.07 1,292.45 環境局

560701-00056 区画整理事業用地（南部工区・大正区鶴町） 大正区 小林東３丁目 5,381.90 都市整備局

560701-00076 大正地区文化交流プラザ 大正区 小林東３丁目 2,323.05 都市整備局

620701-00024 大正スポーツセンター 大正区 小林東３丁目 5,147.79 経済戦略局

620701-00025 大正屋内プール 大正区 小林東３丁目 2,481.51 経済戦略局

062507-00086 三軒家西会館・老人憩の家 大正区 三軒家西１丁目 143.47 大正区役所

121601-12121 岩崎橋公園 大正区 三軒家西１丁目 823.34 建設局
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121902-02361 大正駅西自転車駐車場管理事務所 大正区 三軒家西１丁目 13.39 建設局

121902-02675 大正駅自転車駐車場 大正区 三軒家西１丁目 720.39 建設局

12ZZZZ-00320 下水道用地（大正） 大正区 三軒家西１丁目 4,300.39 建設局

420210-00162 三軒家西小学校 大正区 三軒家西１丁目 7,210.14 5,002.35 教育委員会事務局

540201-10139 三軒家西幼稚園 大正区 三軒家西１丁目 1,075.17 927.09 こども青少年局

540501-10069 大正ゆめの樹保育園 大正区 三軒家西１丁目 635.72 こども青少年局

530201-00243 廃道（大正） 大正区 三軒家西２丁目 1.81 契約管財局

121601-12477 大正橋公園 大正区 三軒家東１丁目 1,528.69 建設局

121902-01891 （地）大正駅自転車駐車場 大正区 三軒家東１丁目 927.00 建設局

121902-01963 もと大正駅東自転車駐車場 大正区 三軒家東１丁目 53.00 建設局

121902-02360 大正駅自転車駐車場管理ボックス 大正区 三軒家東１丁目 2.50 建設局

121902-02362 大正駅東自転車駐車場 大正区 三軒家東１丁目 303.87 建設局

121902-02363 大正駅東自転車駐車場管理事務所 大正区 三軒家東１丁目 13.39 建設局

530201-00083 もと大正橋派出所 大正区 三軒家東１丁目 30.74 契約管財局

530201-00142 過小地（疎開跡地） 大正区 三軒家東１丁目 34.38 契約管財局

530201-00169 契約管財局賃貸地（大正・大正駅前地区） 大正区 三軒家東１丁目 878.40 契約管財局

550301-00059 大正区内公衆便所 大正区 三軒家東１丁目 12.80 環境局

062507-00087 三軒家東福祉会館・老人憩の家（もと三軒家東老人憩の家） 大正区 三軒家東２丁目 305.02 大正区役所

121601-12230 三軒家公園 大正区 三軒家東２丁目 14,549.71 建設局

420210-00163 三軒家東小学校 大正区 三軒家東２丁目 11,605.40 5,839.00 教育委員会事務局

540502-00067 大浪保育所 大正区 三軒家東２丁目 411.52 こども青少年局

560307-00234 大浪住宅 大正区 三軒家東２丁目 8,141.26 5,772.44 都市整備局

560701-00004 肩替地（三軒家） 大正区 三軒家東２丁目 55.20 都市整備局

560701-00046 区画整理事業用地（三軒家工区・三軒家東） 大正区 三軒家東２丁目 101.37 都市整備局

590202-00000 大正車庫 大正区 三軒家東２丁目 1,286.39 749.69 健康局

12ZZZZ-01361 難波島抽水所 大正区 三軒家東３丁目 2,331.89 386.70 建設局

460108-00100 防火水槽用地（大正） 大正区 三軒家東３丁目 74.00 消防局

難波島材料置場 大正区 三軒家東３丁目 184.00 建設局

120907-00350 大阪八尾線（大正）（管財課） 大正区 三軒家東４丁目 1,849.00 建設局

420210-00292 大正東中学校 大正区 三軒家東４丁目 13,566.86 7,540.55 教育委員会事務局

121307-00016 落合上渡船場右岸待合所 大正区 千島１丁目 58.51 建設局

121601-12448 泉尾上公園 大正区 千島１丁目 2,384.00 建設局

121601-12678 南泉尾公園 大正区 千島１丁目 3,475.00 建設局

121601-12946 泉尾東公園 大正区 千島１丁目 877.95 建設局

121904-00085 防潮堤（大正） 大正区 千島１丁目 2,093.18 建設局

420210-00273 泉尾東小学校 大正区 千島１丁目 9,501.74 6,251.07 教育委員会事務局

062507-00146 泉尾東福祉会館 大正区 千島２丁目 270.54 大正区役所

120907-00382 道路（大正）（管財課） 大正区 千島２丁目 1,061,780.14 建設局

121601-12438 千島公園 大正区 千島２丁目 111,970.77 建設局

121602-00442 千島公園 大正区 千島２丁目 483.94 建設局

220106-00000 大正区役所 大正区 千島２丁目 5,013.65 6,252.64 大正区役所

220106-00001 大正区保健福祉センター 大正区 千島２丁目 1,211.85 大正区役所

220107-00001 大正会館 大正区 千島２丁目 2,661.62 1,866.67 大正区役所

420605-00015 大正図書館 大正区 千島２丁目 644.44 教育委員会事務局

540502-00057 千島保育所 大正区 千島２丁目 544.90 こども青少年局

620701-00023 千島体育館 大正区 千島２丁目 4,068.86 経済戦略局

121601-12441 千林橋公園 大正区 千島３丁目 2,116.30 建設局

540201-10184 幼保連携型認定こども園ファミリーチシマ 大正区 千島３丁目 2,745.14 こども青少年局

560307-00204 千島第2住宅 大正区 千島３丁目 8,500.54 11,112.95 都市整備局

062506-00057 大正西地域在宅サービスステーション 大正区 鶴町１丁目 987.82 福祉局

121307-00008 船町渡船場右岸待合所 大正区 鶴町１丁目 48.79 建設局

121601-12580 鶴町南公園 大正区 鶴町１丁目 17,848.59 建設局

121602-00588 鶴町南公園 大正区 鶴町１丁目 19.20 建設局

12ZZZZ-01134 鶴町抽水所 大正区 鶴町１丁目 2,505.02 710.86 建設局

130505-00015 港湾局賃貸地（大正・一般） 大正区 鶴町１丁目 571,950.76 1944/1699 大阪港湾局

560307-00298 鶴町第2住宅 大正区 鶴町１丁目 13,807.66 10,483.30 都市整備局

560307-00304 鶴町第8住宅 大正区 鶴町１丁目 5,419.63 7,547.98 都市整備局

062507-00193 鶴町福祉会館老人憩の家 大正区 鶴町２丁目 237.35 大正区役所

121601-12579 鶴町中央公園 大正区 鶴町２丁目 7,710.02 建設局

121602-00587 鶴町中央公園 大正区 鶴町２丁目 19.20 建設局

130504-00001 もと鶴町事務所 大正区 鶴町２丁目 8,215.88 966‐1/966‐2/966‐3 大阪港湾局

130704-00002 機械事務所 大正区 鶴町２丁目 2,036.99 大阪港湾局

130704-00006 鶴町基地施設保全事務所 大正区 鶴町２丁目 865.59 大阪港湾局

130704-00007 鶴町事務所 大正区 鶴町２丁目 21,177.41 3,008.73 大阪港湾局

130704-00008 鶴町地盤沈下観測所 大正区 鶴町２丁目 23.86 大阪港湾局

13ZZZZ-00134 鶴浜埋立地 大正区 鶴町２丁目 153,217.38 大阪港湾局

420210-00353 鶴町小学校 大正区 鶴町２丁目 9,431.92 5,711.69 教育委員会事務局

420213-00004 埋蔵文化財鶴浜収蔵倉庫 大正区 鶴町２丁目 9,445.07 5,463.38 教育委員会事務局

530201-10030 もと鶴浜車庫用地 大正区 鶴町２丁目 19,374.27 969 大阪港湾局

560307-00303 鶴町第7住宅 大正区 鶴町２丁目 2,446.86 2,604.12 都市整備局

560307-00305 鶴町第9住宅 大正区 鶴町２丁目 4,751.28 7,326.44 都市整備局

620601-00062 鶴町小売市場民営活性化事業施設 大正区 鶴町２丁目 1,869.94 1,268.91 経済戦略局

062507-00192 鶴町第2福祉会館・老人憩の家 大正区 鶴町３丁目 313.43 大正区役所

130504-00000 もと護岸敷（大正） 大正区 鶴町３丁目 367.31 大阪港湾局

130504-00002 もと防潮堤敷（大正） 大正区 鶴町３丁目 2,191.41 大阪港湾局

130504-00003 もと臨港道路（大正） 大正区 鶴町３丁目 6.83 大阪港湾局

130621-00029 臨港緑地（大正） 大正区 鶴町３丁目 63,982.72 大阪港湾局

13ZZZZ-00091 港湾局賃貸地（大正・港営） 大正区 鶴町３丁目 23,284.85 大阪港湾局

13ZZZZ-00178 防潮堤敷（大正・港営） 大正区 鶴町３丁目 49.27 大阪港湾局

460108-00057 大正消防署鶴町出張所 大正区 鶴町３丁目 220.39 441.91 消防局

530201-00049 もと港湾局鶴町地区の土地 大正区 鶴町３丁目 278.30 契約管財局

530201-00050 もと港湾局鶴町地区の土地（コミュニティ用地等） 大正区 鶴町３丁目 782.08 契約管財局

530201-00170 契約管財局賃貸地（大正・鶴町地区） 大正区 鶴町３丁目 10,294.35 契約管財局

530201-00202 大正署鶴町交番 大正区 鶴町３丁目 71.16 契約管財局

540501-00045 鶴町学園 大正区 鶴町３丁目 1,918.42 こども青少年局

540502-00082 もと鶴町保育所 大正区 鶴町３丁目 424.72 〇 こども青少年局

560301-10227 もと鶴町第５住宅 大正区 鶴町３丁目 976.10 都市整備局

560307-00299 鶴町第3住宅 大正区 鶴町３丁目 8,909.22 11,681.33 都市整備局

560307-00301 鶴町第5住宅 大正区 鶴町３丁目 7,724.23 11,065.00 都市整備局
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土地 建物
所属区・局施設.索引番号 施設.施設名（財産名称）

代表所在地
（区）

代表所在地（町丁目）

121601-12581 鶴町北公園 大正区 鶴町４丁目 8,274.95 建設局

121602-00589 鶴町北公園 大正区 鶴町４丁目 14.40 建設局

540502-10024 つるまち海の風保育園 大正区 鶴町４丁目 717.07 こども青少年局

560307-00297 鶴町住宅 大正区 鶴町４丁目 17,432.40 26,334.35 都市整備局

560307-00300 鶴町第4住宅 大正区 鶴町４丁目 4,633.67 5,645.90 都市整備局

560307-00302 鶴町第6住宅 大正区 鶴町４丁目 11,821.16 25,664.63 都市整備局

560307-10145 もと鶴町第6住宅 大正区 鶴町４丁目 9,508.24 都市整備局

12ZZZZ-01429 福町抽水所 大正区 鶴町５丁目 170.98 54.96 建設局

130621-00060 防潮堤（大正） 大正区 鶴町５丁目 57,553.66 大阪港湾局

130622-00110 運河用地（大正） 大正区 鶴町５丁目 38,303.91 大阪港湾局

121307-00014 落合下渡船場右岸待合所 大正区 平尾１丁目 40.90 建設局

121601-12983 平尾亥開公園 大正区 平尾１丁目 3,500.57 建設局

12ZZZZ-01304 南恩加島抽水所 大正区 平尾１丁目 2,859.03 423.08 建設局

130505-00045 水害防止施設用地 大正区 平尾１丁目 1,898.66 大阪港湾局

560701-00010 肩替地（南部） 大正区 平尾１丁目 487.20 都市整備局

121601-12752 平尾公園 大正区 平尾２丁目 10,084.39 建設局

121602-00761 平尾公園 大正区 平尾２丁目 19.20 建設局

220107-00002 平尾会館 大正区 平尾２丁目 81.43 大正区役所

220107-10002 平尾会館・老人憩の家（もと平尾老人憩の家） 大正区 平尾２丁目 260.27 102.79 大正区役所

420210-00446 平尾小学校 大正区 平尾２丁目 10,076.16 6,444.73 教育委員会事務局

540502-00064 大正保育所 大正区 平尾２丁目 781.40 こども青少年局

560701-00034 もと区画整理事業用地(南部工区・大正区鶴町） 大正区 平尾２丁目 320.62 都市整備局

121307-00009 船町渡船場左岸待合所 大正区 船町１丁目 26.49 建設局

12ZZZZ-00924 船町抽水所 大正区 船町１丁目 699.56 79.57 建設局

130621-00033 新木津川大橋 大正区 船町１丁目 29,689.30 大阪港湾局

130704-00015 木津川渡船事務所 大正区 船町１丁目 150.37 52.96 大阪港湾局

130505-00022 もと護岸敷（大正） 大正区 船町２丁目 9,034.56 大阪港湾局

130621-00026 臨港道路（大正） 大正区 船町２丁目 157,396.07 大阪港湾局

130704-00000 木津川渡船待合所 大正区 船町２丁目 19.89 大阪港湾局

121307-00006 千本松渡船場右岸待合所 大正区 南恩加島１丁目 65.85 建設局

121601-12660 南恩加島公園 大正区 南恩加島１丁目 5,454.46 建設局

121602-00668 南恩加島公園 大正区 南恩加島１丁目 19.20 建設局

530201-00168 契約管財局賃貸地（大正・その他） 大正区 南恩加島１丁目 2,262.90 契約管財局

550301-00058 大正詰所 大正区 南恩加島１丁目 56.99 環境局

550301-00097 木津川事務所 大正区 南恩加島１丁目 718.20 環境局

550501-00008 もと南恩加島詰所 大正区 南恩加島１丁目 1,157.02 193 環境局

550505-00002 もと大正工場公舎 大正区 南恩加島１丁目 1,603.20 〇 環境局

550505-00010 大正工場 大正区 南恩加島１丁目 19,457.62 23,729.35 〇 環境局

062507-00220 南恩加島会館・老人憩の家 大正区 南恩加島２丁目 290.73 大正区役所

420210-00397 南恩加島小学校 大正区 南恩加島３丁目 7,727.08 6,363.10 教育委員会事務局

530201-00051 もと港湾局南恩加島地区の土地 大正区 南恩加島３丁目 4.19 契約管財局

130622-00122 物揚場（大正） 大正区 南恩加島５丁目 8,799.71 大阪港湾局

121601-12661 南恩加島西公園 大正区 南恩加島６丁目 1,421.52 建設局

420210-00290 大正西中学校 大正区 南恩加島６丁目 9,808.11 10,378.91 教育委員会事務局
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