
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】

実測面積
（㎡）
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番号

延床面積
供用廃止

施設
420210-00484 味原小学校 天王寺区 味原町 4576.62 4528.75 教育委員会事務局

540201-10174 味原幼稚園 天王寺区 味原町 1218.65 823 こども青少年局

540502-00117 味原保育所 天王寺区 味原町 893.75 525.09 こども青少年局

540201-00021 もと天王寺勤労青少年ホーム 天王寺区 味原町 579.25 ○ こども青少年局

230115-00003 味原集会所 天王寺区 味原町 30.95 59.2 天王寺区役所

550301-00073 天王寺区内公衆便所 天王寺区 生玉町 5.05 環境局

121601-12386 生玉公園 天王寺区 生玉町 19123.21 196 建設局

540201-10148 生魂幼稚園 天王寺区 生玉町 2460.45 595.69 こども青少年局

121902-02374 谷町九丁目駅自転車駐車場管理事務所 天王寺区 生玉前町 4.88 建設局

230115-00002 天王寺区民センター 天王寺区 生玉寺町 1068.6 2198.76 天王寺区役所

062507-00194 天王寺区老人福祉センター 天王寺区 生玉寺町 811.71 福祉局

121601-12430 石ヶ辻公園 天王寺区 石ケ辻町 2515.86 建設局

121601-12302 上汐北公園 天王寺区 上汐３丁目 2064.77 建設局

420210-00245 生魂小学校 天王寺区 上汐４丁目 4864.06 4701.09 教育委員会事務局

121601-12301 上汐公園 天王寺区 上汐４丁目 6320.72 建設局

121001-10083 上汐地下駐車場 天王寺区 上汐４丁目 6905.7 建設局

230117-00000 天王寺区保健福祉センター 天王寺区 上汐４丁目 1481.15 1325.6 天王寺区役所

030802-00004 男女共同参画センター中央館 クレオ大阪中央 天王寺区 上汐５丁目 2605.02 7667.76 市民局

420605-00017 天王寺図書館 天王寺区 上之宮町 1239.04 1138 教育委員会事務局

121903-01042 上之宮出張所 天王寺区 上之宮町 2269.25 1197.54 建設局

540201-10136 五条幼稚園 天王寺区 上之宮町 2655.27 1424.56 こども青少年局

610002-00001 もと職員上之宮寮 天王寺区 上之宮町 2494 ○ 人事室

天王寺下水道センター 天王寺区 上之宮町 1360.12 建設局

121601-12151 空清町公園 天王寺区 上本町３丁目 4629.71 建設局

121902-02219 上本町駅自転車駐車場管理事務所 天王寺区 上本町６丁目 9.72 建設局

560108-00000 道路 天王寺区 上本町６丁目 440.63 都市整備局

121601-12303 上七公園 天王寺区 上本町７丁目 1110.73 建設局

620504-00004 大阪国際交流センター 天王寺区 上本町８丁目 15790.06 18256.5 経済戦略局

121601-12307 上八公園 天王寺区 上本町８丁目 639.43 建設局

460108-00066 天王寺消防署 天王寺区 上本町８丁目 1756.48 4554.62 消防局

560108-00057 区画整理事業用地（天王寺） 天王寺区 上本町９丁目 9.09 都市整備局

420210-00230 真田山小学校 天王寺区 餌差町 9941.05 6058.27 教育委員会事務局

540201-10145 真田山幼稚園 天王寺区 餌差町 1800.93 1059 こども青少年局

530201-00031 もと下付下水（天王寺） 天王寺区 逢阪１丁目 70.1 契約管財局

121601-12035 逢阪公園 天王寺区 逢阪１丁目 1841.26 198 建設局

121602-00034 逢阪公園 天王寺区 逢阪１丁目 198 50.4 建設局

560307-00157 勝山住宅 天王寺区 勝山２丁目 7376.06
1788/1791/
1792/1793

6235.22 都市整備局

560301-10138 勝山第1住宅 天王寺区 勝山２丁目 7040.88 都市整備局

560307-00083 空清住宅 天王寺区 空清町 3179.07 4757.43 都市整備局

560307-00084 空堀住宅 天王寺区 空清町 813.75 1243.98 都市整備局

420210-00287 大阪ビジネスフロンティア高等学校 天王寺区 烏ケ辻２丁目 17963.67 29151.86 教育委員会事務局

121601-12162 五条公園 天王寺区 烏ケ辻２丁目 9496.36 建設局

121602-00163 五条公園 天王寺区 烏ケ辻２丁目 6.8 建設局

560307-00156 勝三住宅 天王寺区 烏ケ辻２丁目 6223.84 1789 2938.47 都市整備局

560307-10098 もと勝三住宅 天王寺区 烏ケ辻２丁目 4402.24 都市整備局

420210-00356 天王寺中学校 天王寺区 北河堀町 11805.52 8502.68 教育委員会事務局

062506-00112
特別養護老人ホーム四天王寺きたやま苑・
夕陽ヶ丘地域在宅サービスステーション

天王寺区 北山町 1293.02 福祉局

121601-12198 国分公園 天王寺区 国分町 4071.57 建設局

120907-00352 大阪枚岡奈良線（天王寺）（管財課） 天王寺区 小橋町 513.8 建設局

121601-12283 小橋公園 天王寺区 小橋町 4130.31 建設局

420210-00125 五条小学校 天王寺区 小宮町 7981.34 5887.34 教育委員会事務局

420210-00506 夕陽丘中学校 天王寺区 小宮町 7590.19 4263.74 教育委員会事務局

560307-00158 小宮住宅 天王寺区 小宮町 4549.86 11867.32 都市整備局

620701-00211 天王寺スポーツセンター・真田山プール 天王寺区 真田山町 13723.09 経済戦略局

121601-12355 真田山公園 天王寺区 真田山町 54120.41 建設局

121602-00359 真田山公園 天王寺区 真田山町 1213.39 建設局

420210-00285 大江小学校 天王寺区 四天王寺１丁目 4533.02 4758.65 教育委員会事務局

121902-02139 四天王寺前夕陽丘駅自転車駐車場管理事務所 天王寺区 四天王寺１丁目 12.96 建設局

540201-10152 大江幼稚園 天王寺区 四天王寺１丁目 580.9 こども青少年局

460108-00067 天王寺消防署元町出張所 天王寺区 四天王寺１丁目 251.32 消防局

121601-12382 清水谷公園 天王寺区 清水谷町 7052.66 建設局

121601-12463 大岸公園 天王寺区 下寺町２丁目 451.12 建設局

420210-00141 高津中学校 天王寺区 城南寺町 6928.79 5772.31 教育委員会事務局

620101-00016 もと天王寺公設市場 天王寺区 真法院町 182.63 経済戦略局

12ZZZZ-00323 下水道用地（天王寺） 天王寺区 真法院町 12244.57 建設局

540501-10070 （仮称）天王寺区真法院町保育所用地 天王寺区 真法院町 1022.66 こども青少年局

230106-00002 天王寺区役所 天王寺区 真法院町 2599.08 7071.93 天王寺区役所

420210-00355 天王寺小学校 天王寺区 大道１丁目 8748.66 4306.87 教育委員会事務局

120907-00385 道路（天王寺）（管財課） 天王寺区 大道１丁目 701888.06 1468 建設局

121601-12052 稲生公園 天王寺区 大道３丁目 3012.89 建設局

121601-12480 大道北公園 天王寺区 大道４丁目 3789.92 建設局

062507-00195 天王寺連合会館老人憩の家 天王寺区 大道４丁目 150 福祉局

121601-12479 大道南公園 天王寺区 大道５丁目 4121.76 367 建設局

121902-02143 寺田町駅自転車駐車場管理事務所 天王寺区 大道５丁目 10.46 建設局

121601-12216 宰相山公園 天王寺区 玉造本町 4027.63 建設局

121601-12217 宰相山西公園 天王寺区 玉造本町 6672.19 建設局

121602-00218 宰相山公園 天王寺区 玉造本町 6.17 建設局

530201-00246 廃道（天王寺） 天王寺区 玉造元町 2.03 契約管財局

121005-10021 廃道（天王寺） 天王寺区 玉造元町 441.39 1601 建設局

230115-00000 地域集会所（天王寺区玉造元町） 天王寺区 玉造元町 66.38 天王寺区役所

050601-00011 公共用地先行取得事業用地（天王寺区玉造元町） 天王寺区 玉造元町 1207.61 200-1 都市計画局

062506-00113

特別養護老人ホーム四天王寺たまつくり苑・
軽費老人ホーム四天王寺たまつくり苑・
 高津地域在宅サービスステーション・
地域活動支援センター四天王寺たまつくり苑

天王寺区 玉造元町 1648.45 福祉局
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620401-00018 美術館 天王寺区 茶臼山町 16824.42 経済戦略局

121601-12585 天王寺公園 天王寺区 茶臼山町 258901.81 建設局

121602-00593 天王寺公園 天王寺区 茶臼山町 3934.73 建設局

121609-00000 天王寺動植物園 天王寺区 茶臼山町 17011.83 建設局

逢阪会所 天王寺区 茶臼山町１丁目 270.79 建設局

420210-00252 聖和小学校 天王寺区 寺田町１丁目 7425.48 9395.52 教育委員会事務局

121601-12253 寺田町公園 天王寺区 寺田町１丁目 12864.56 建設局

121602-00256 寺田町公園 天王寺区 寺田町１丁目 30 建設局

420210-00392 桃陽小学校 天王寺区 堂ケ芝１丁目 5195.23 6136.88 教育委員会事務局

121902-02503 桃谷駅自転車駐車場管理ボックス 天王寺区 堂ケ芝１丁目 1.44 建設局

121601-12163 五条小公園 天王寺区 堂ケ芝２丁目 1158.64 建設局

540502-00083 天王寺保育所 天王寺区 堂ケ芝２丁目 272.44 こども青少年局

560307-00327 堂ヶ芝住宅 天王寺区 堂ケ芝２丁目 4069.51 16276.56 都市整備局

590101-10011 もと環境科学研究所 天王寺区 東上町 5477.13 健康局

121601-12625 東上町公園 天王寺区 東上町 1220.93 建設局

062405-00058 中央授産場 天王寺区 東上町 2243.6 1693.45 福祉局

500199-00104 災害対策用職員住宅（天王寺） 天王寺区 東高津町 17.05 139.11 危機管理室

121601-12618 東高津公園 天王寺区 東高津町 6089.68 建設局

060106-00017 社会福祉センター 天王寺区 東高津町 1333.32 4889.42 福祉局

12ZZZZ-00143 もと下水道用地（天王寺） 天王寺区 悲田院町 35.22 建設局

530201-00028 もと下水道用地（天王寺） 天王寺区 筆ケ崎町 97.85 契約管財局

590101-10006 もと桃山・桃山市民病院 天王寺区 筆ケ崎町 150.91 健康局

590201-00004 市民健康づくり施設 天王寺区 筆ケ崎町 4937.6 健康局

590201-00007 保健関連施設等公共施設用地 天王寺区 筆ケ崎町 2762.53 202 健康局

590201-00013 温泉利用健康関連施設 天王寺区 筆ケ崎町 2422.17 健康局

590201-00014 健康づくり施設 天王寺区 筆ケ崎町 13716.58 健康局

590201-00016 市民健康づくり施設 天王寺区 筆ケ崎町 0.33 健康局

590201-00022 保健関連施設等公共施設用地 天王寺区 筆ケ崎町 4.98 202 健康局

120114-00004 もと道路（天王寺） 天王寺区 筆ケ崎町 33.41 建設局

230115-00001 地域集会所・老人憩の家（天王寺区筆ケ崎町） 天王寺区 筆ケ崎町 200 天王寺区役所

560307-10062 筆ケ崎住宅 天王寺区 筆ケ崎町 5435.19 20319.68 都市整備局

121601-12177 庚申堂公園 天王寺区 堀越町 693.52 建設局

560108-00004 肩替地（庚申堂） 天王寺区 堀越町 22.9 都市整備局

590101-00001 看護専門学校（天王寺区南河堀町） 天王寺区 南河堀町 1836.79 健康局

120907-00339 大阪高石線（天王寺）（管財課） 天王寺区 南河堀町 174.51 建設局

121903-01043 上之宮出張所資材置場 天王寺区 南河堀町 224.64 建設局

121601-12853 夕陽丘公園 天王寺区 夕陽丘町 10899.16 203/204/1310 建設局

620601-00077 六万体町小売市場民営活性化事業施設 天王寺区 六万体町 1271.48 1150.3 経済戦略局

530201-00206 天王寺警察署及び署長公舎 天王寺区 六万体町 2678.43 契約管財局

560307-00460 六万体住宅 天王寺区 六万体町 2469.07 都市整備局

062506-00068
天王寺区在宅サービスセンター・
老人憩の家・地域集会所

天王寺区 六万体町 668.74 福祉局


