
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】
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062507-00032 塩草連合稲荷会館老人憩の家 浪速区 稲荷１丁目 149.09 71.22 福祉局

560307-00019 稲荷住宅 浪速区 稲荷１丁目 2,757.03 7,254.61 都市整備局

240112-00016 浪速区民センター 浪速区 稲荷２丁目 1,775.69 1,892.07 浪速区役所

120907-00394 道路（浪速）（管財課） 浪速区 恵美須町１丁目 994,930.99 建設局

550301-00101 浪速区内公衆便所 浪速区 恵美須町１丁目 10.51 環境局

530201-10039 もと軌道敷（西道頓堀天王寺線） 浪速区 恵美須西１丁目 12,868.53 契約管財局

120907-00458 もと軌道敷(西道頓堀天王寺線) 浪速区 恵美須西１丁目 27,931.70 建設局

560701-00020 肩替地（森之宮） 浪速区 恵美須西２丁目 145.65 206 都市整備局

121601-12155 恵美公園 浪速区 恵美須西２丁目 6,645.56 建設局

420210-00123 もと恵美小学校 浪速区 恵美須西２丁目 9,142.17 1794 5,476.01 ○ 教育委員会事務局

062507-00063 恵美老人憩の家 浪速区 恵美須西２丁目 137.52 福祉局

240112-00006 恵美会館 浪速区 恵美須西２丁目 137.52 浪速区役所

530201-00257 廃道（浪速） 浪速区 恵美須西３丁目 29.35 契約管財局

560301-00032 水崎用地 浪速区 恵美須西３丁目 67.55 都市整備局

530201-00228 廃公園敷（浪速） 浪速区 恵美須東１丁目 89.19 契約管財局

530201-00229 廃公園敷（浪速・コミュニティ用地等） 浪速区 恵美須東１丁目 69.11 契約管財局

240112-00008 新世界会館 浪速区 恵美須東１丁目 63.98 160.70 浪速区役所

062506-00127 日本橋地域在宅サービスステーション・新世界老人憩いの家 浪速区 恵美須東２丁目 174.41 福祉局

240112-10002 地域集会施設関連用地（新世界） 浪速区 恵美須東２丁目 844.37 浪速区役所

062507-00062 恵美会館老人憩の家 浪速区 恵美須東２丁目 30.00 福祉局

530201-00131 過小地（もと施設用地） 浪速区 恵美須東３丁目 687.87 契約管財局

530201-00178 契約管財局賃貸地（浪速・新世界地区） 浪速区 恵美須東３丁目 1,304.99 契約管財局

530201-00277 浪速署通天閣下警ら連絡所 浪速区 恵美須東３丁目 299.75 契約管財局

530201-10045 恵美須東用地 浪速区 恵美須東３丁目 192.89 1795 契約管財局

062507-00101 戎本町老人憩の家 浪速区 戎本町１丁目 258.90 147.63 福祉局

121601-12269 戎公園 浪速区 戎本町１丁目 4,249.28 建設局

121902-02337 大国町駅自転車駐車場 浪速区 戎本町１丁目 418.86 建設局

420210-00110 教育事業関連用地（浪速区戎本町） 浪速区 戎本町１丁目 250.08 213 教育委員会事務局

420210-00488 木津中学校 浪速区 戎本町１丁目 8,829.27 8,141.33 教育委員会事務局

121902-02339 大国町駅自転車駐車場管理事務所 浪速区 戎本町１丁目 12.96 建設局

062507-00003 えびす会館社会福祉協議会老人憩の家 浪速区 戎本町２丁目 204.02 福祉局

560301-00002 もと宮津住宅 浪速区 戎本町２丁目 214.97 214 都市整備局

560307-00082 宮津住宅 浪速区 戎本町２丁目 2,430.87 3,087.60 都市整備局

121601-12270 戎南公園 浪速区 戎本町２丁目 1,641.01 建設局

560301-00062 立葉住宅 浪速区 木津川１丁目 1,360.05 1,285.55 都市整備局

12ZZZZ-00597 桜川抽水所 浪速区 木津川１丁目 809.38 186.71 建設局

420210-00109 教育管理用地（浪速区木津川） 浪速区 木津川１丁目 1,527.00 教育委員会事務局

030804-00000 大阪地域職業訓練センター A’ワーク創造館 浪速区 木津川２丁目 1,999.68 市民局

060106-00013 もと浪速第5温泉 浪速区 木津川２丁目 613.13 897 福祉局

540502-00131 浪速第5保育所 浪速区 木津川２丁目 3,662.29 1,389.44 こども青少年局

560301-00065 浪速第2住宅 浪速区 木津川２丁目 14,900.19 1068 都市整備局

121601-12991 木津川公園 浪速区 木津川２丁目 5,298.49 建設局

420210-00060 もと難波特別支援学校　なにわ高等特別支援学校（木津川） 浪速区 木津川２丁目 2,706.18 1702 教育委員会事務局

560307-00456 浪速第8住宅 浪速区 久保吉１丁目 8,514.91 10,375.47 都市整備局

560307-00233 大浪橋住宅 浪速区 久保吉２丁目 13,919.02 16,131.73 都市整備局

121601-12039 芦原公園 浪速区 久保吉２丁目 22,815.53 建設局

121601-12131 久保吉公園 浪速区 久保吉２丁目 1,457.43 建設局

121602-00038 芦原公園 浪速区 久保吉２丁目 14.78 建設局

121904-00027 河川敷（浪速） 浪速区 幸町１丁目 18.29 建設局

062507-00068 幸町老人憩の家 浪速区 幸町３丁目 80.42 173.92 福祉局

121601-12175 幸町西公園 浪速区 幸町３丁目 1,553.94 建設局

121904-00035 共同物揚場（浪速） 浪速区 幸町３丁目 104.13 建設局

121307-00013 道頓堀川水門 浪速区 幸町３丁目 291.29 建設局

120907-00322 大阪伊丹線（浪速）（管財課） 浪速区 桜川１丁目 9,013.00 建設局

121601-12051 稲荷町公園 浪速区 桜川２丁目 1,096.54 建設局

460108-00122 浪速消防署立葉出張所 浪速区 桜川２丁目 292.42 590.89 消防局

240112-00003 塩草連合北集会所 浪速区 桜川２丁目 94.45 浪速区役所

620601-00037 桜川小売市場民営活性化事業施設 浪速区 桜川３丁目 4,272.02 1,600.76 経済戦略局

540201-10176 立葉幼稚園 浪速区 桜川４丁目 1,351.21 772.25 こども青少年局

560301-10112 もと立葉住宅 浪速区 桜川４丁目 1,182.51 1311 都市整備局

121601-12225 桜川公園 浪速区 桜川４丁目 5,879.00 建設局

240112-10001 地域集会施設関連用地（立葉） 浪速区 桜川４丁目 110.14 浪速区役所

240112-00014 立葉連合集会所 浪速区 桜川４丁目 168.30 浪速区役所

062507-00033 塩草連合老人憩の家 浪速区 塩草１丁目 250.30 106.92 福祉局

560301-00031 神田住宅用地 浪速区 塩草１丁目 660.94 都市整備局

560307-00035 塩草住宅 浪速区 塩草１丁目 3,656.75 6,837.40 都市整備局

560307-00036 塩草第2住宅 浪速区 塩草１丁目 2,531.63 4,015.35 都市整備局

121601-12865 浪速公園 浪速区 塩草１丁目 28,894.16 建設局

420210-00064 塩草立葉小学校 浪速区 塩草１丁目 5,748.62 3,697.74 教育委員会事務局

420210-00416 難波中学校 浪速区 塩草１丁目 16,064.70 14,303.94 教育委員会事務局

420210-00417 もと難波特別支援学校（塩草） 浪速区 塩草１丁目 6,502.68 1606/1607 5,623.83 ○ 教育委員会事務局

560301-00005 もと西難波住宅 浪速区 塩草１丁目 988.80 ○ 都市整備局

121001-10080 塩草地下駐車場 浪速区 塩草１丁目 5,838.17 建設局

121602-00877 浪速公園 浪速区 塩草１丁目 460.60 建設局

240112-00001 塩草連合集会所 浪速区 塩草１丁目 106.92 浪速区役所

540502-00039 小田町保育所 浪速区 塩草２丁目 917.33 553.29 こども青少年局

550307-00001 中部環境事業センター出張所 浪速区 塩草２丁目 3,651.46 7,110.68 環境局

121601-12070 塩草公園 浪速区 塩草２丁目 3,781.91 建設局

540201-00009 もと小田町児童館 浪速区 塩草２丁目 158.08 ○ こども青少年局

560307-00037 塩草第3住宅 浪速区 塩草２丁目 4,432.45 都市整備局
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121602-00070 塩草公園 浪速区 塩草２丁目 42.14 建設局

060106-00031 浪速老人世話ホーム代替地 浪速区 塩草３丁目 7.91 福祉局

12ZZZZ-00131 もと芦原橋材料置場 浪速区 塩草３丁目 486.40 建設局

240112-00002 塩草連合西集会所 浪速区 塩草３丁目 90.09 浪速区役所

062507-00286 敷津老人憩の家 浪速区 敷津西１丁目 380.39 227.22 福祉局

540109-00032 大国保育所代替用地 浪速区 敷津西１丁目 40.31 こども青少年局

560701-00042 もと建築物移転先用地（湊町工区） 浪速区 敷津西１丁目 439.68 都市整備局

121601-12075 鴎町公園 浪速区 敷津西１丁目 4,770.30 建設局

420605-00027 浪速図書館 浪速区 敷津西１丁目 1,079.11 606.36 教育委員会事務局

240112-00005 勘助町会館 浪速区 敷津西１丁目 106.60 99.38 浪速区役所

060106-00008 もと敷津老人憩の家 浪速区 敷津西１丁目 100.19 ○ 福祉局

590301-00000 放射線技術検査所 浪速区 敷津西１丁目 313.65 健康局

240112-00004 鴎町公園集会所 浪速区 敷津西１丁目 181.04 浪速区役所

240112-00013 敷津連合会館 浪速区 敷津西１丁目 197.78 浪速区役所

240106-00000 浪速区役所 浪速区 敷津東１丁目 1,633.03 7,469.97 浪速区役所

240106-00001 浪速区保健福祉センター 浪速区 敷津東１丁目 2,269.44 浪速区役所

560307-00382 敷津東住宅 浪速区 敷津東３丁目 5,795.72 19,439.18 都市整備局

121601-12187 高岸公園 浪速区 敷津東３丁目 7,120.13 建設局

420210-00441 敷津小学校 浪速区 敷津東３丁目 4,466.40 3,860.98 教育委員会事務局

062507-00074 高岸公園老人憩の家 浪速区 敷津東３丁目 105.84 福祉局

530201-00177 契約管財局賃貸地（浪速・その他） 浪速区 下寺２丁目 324.68 契約管財局

062507-00281 浪速区老人福祉センター 浪速区 下寺２丁目 1,401.42 569.13 福祉局

062507-00227 日東老人憩の家 浪速区 下寺２丁目 82.61 福祉局

540201-00031 もと浪速勤労青少年ホーム 浪速区 下寺２丁目 689.48 ○ こども青少年局

240112-00011 日東雲井橋会館 浪速区 下寺２丁目 197.91 浪速区役所

540502-00099 もと日東南保育所 浪速区 下寺３丁目 561.74 1870 370.92 ○ こども青少年局

121601-12034 愛染公園 浪速区 下寺３丁目 5,711.70 建設局

420210-00032 もと日東幼稚園代替地（教育） 浪速区 下寺３丁目 1,431.25 226 教育委員会事務局

420210-00286 大国小学校 浪速区 大国１丁目 5,351.86 5,911.08 教育委員会事務局

540502-10018 大国保育園 浪速区 大国２丁目 1,605.72 こども青少年局

560307-00226 大国南住宅 浪速区 大国２丁目 2,564.60 4,278.99 都市整備局

121601-12469 大国町南公園 浪速区 大国２丁目 8,882.64 建設局

121601-12470 大国町北公園 浪速区 大国２丁目 3,257.15 建設局

121002-00000 鴎町ポンプ場 浪速区 大国２丁目 5.29 建設局

030420-00036 もと浪速地区公共施設建設用地（恵美須東） 浪速区 大国３丁目 666.67 245 市民局

030420-00050 もと浪速地区公共施設建設用地（大国） 浪速区 大国３丁目 310.90 236 市民局

540109-00019 もと浪速第5保育所 浪速区 大国３丁目 1,652.90 248 こども青少年局

560301-00068 浪速地区改良事業用地 浪速区 大国３丁目 7,309.99 都市整備局

560307-00225 大国住宅 浪速区 大国３丁目 4,079.10 13,936.02 都市整備局

121601-12916 今宮駅前地区区画整理事業1号 浪速区 大国３丁目 1,295.27 建設局

121601-12917 今宮駅前地区区画整理事業2号 浪速区 大国３丁目 470.51 建設局

240112-00009 大国集会所 浪速区 大国３丁目 891.86 135.23 浪速区役所

121902-02104 今宮駅自転車駐車場管理ボックス 浪速区 大国３丁目 1.44 建設局

121902-02105 今宮駅自転車駐車場管理事務所 浪速区 大国３丁目 12.96 建設局

121601-12860 立葉町公園 浪速区 立葉２丁目 8,766.00 建設局

420210-00511 もと立葉小学校 浪速区 立葉２丁目 6,115.33 1545 5,461.42 ○ 教育委員会事務局

062507-00278 立葉老人憩の家 浪速区 立葉２丁目 113.78 福祉局

620601-00057 第2浪速西工場アパート 浪速区 浪速西１丁目 1,261.09 721.80 経済戦略局

620601-00075 浪速西工場アパート 浪速区 浪速西１丁目 955.58 1,047.20 経済戦略局

030420-00044 もと浪速地区公共施設建設用地（浪速西1） 浪速区 浪速西１丁目 415.23 市民局

062507-00022 もと浪速老人福祉センター附属用地 浪速区 浪速西１丁目 924.76 福祉局

560307-00007 にしはま住宅 浪速区 浪速西１丁目 2,611.49 3,781.58 都市整備局

560307-00175 新浪速第2住宅 浪速区 浪速西１丁目 11,764.50 18,652.78 都市整備局

560307-00447 浪速西第2住宅 浪速区 浪速西１丁目 2,466.82 1871 都市整備局

560307-00448 浪速西第3住宅 浪速区 浪速西１丁目 3,350.96 6,926.31 都市整備局

560307-00449 浪速西地区住宅集会所 浪速区 浪速西１丁目 408.52 192.22 都市整備局

560307-00450 浪速西地区住宅駐車場 浪速区 浪速西１丁目 2,229.46 都市整備局

121601-12867 浪速第1公園 浪速区 浪速西１丁目 3,123.77 建設局

121601-12872 浪速北公園 浪速区 浪速西１丁目 3,753.55 建設局

240106-10006 西南地域活性化拠点施設 浪速区 浪速西１丁目 3,546.74 1703 3,322.90 ○ 浪速区役所

560307-10109 もと浪速西第2住宅 浪速区 浪速西１丁目 4,547.72 都市整備局

121902-01981 芦原橋駅自転車駐車場管理ボックス 浪速区 浪速西１丁目 1.44 建設局

121902-02662 浪速西自転車保管所管理事務所 浪速区 浪速西１丁目 24.30 建設局

620601-00073 浪速購買施設 浪速区 浪速西２丁目 1,491.74 3,774.17 経済戦略局

590101-00003 看護専門学校（浪速区浪速西） 浪速区 浪速西２丁目 835.05 健康局

560301-00063 浪速西地区改良事業用地 浪速区 浪速西２丁目 488.58 都市整備局

560307-00174 新浪速第1住宅 浪速区 浪速西２丁目 15,226.79 21,371.27 都市整備局

560307-00454 浪速第6住宅 浪速区 浪速西２丁目 4,647.62 20,026.34 都市整備局

030801-00002 大阪人権博物館 浪速区 浪速西３丁目 6,951.16 市民局

060106-00012 もと浪速第1温泉 浪速区 浪速西３丁目 6.40 福祉局

540502-00129 もと浪速第2保育所 浪速区 浪速西３丁目 1,411.34 1896 712.47 ○ こども青少年局

560301-00037 西栄住宅建替事業用地 浪速区 浪速西３丁目 137.75 都市整備局

560301-10030 西栄住宅 浪速区 浪速西３丁目 729.42 都市整備局

560307-00187 西栄住宅 浪速区 浪速西３丁目 11,568.34 16,225.63 都市整備局

121601-12395 西栄緑道 浪速区 浪速西３丁目 564.94 260 建設局

121601-12866 浪速西公園 浪速区 浪速西３丁目 1,642.32 建設局

420410-00017 もと浪速青少年会館付設武道館 浪速区 浪速西３丁目 2,682.82 1075-1/1075-2 845.48 ○ 教育委員会事務局

620101-00011 もと工場建設用地 浪速区 浪速西４丁目 2,378.32 経済戦略局

030420-00046 浪速地区公共施設建設用地（浪速西2） 浪速区 浪速西４丁目 65.82 市民局

060106-00030 浪速内職指導所 浪速区 浪速西４丁目 37.60 福祉局

560301-10071 浪速第9住宅 浪速区 浪速西４丁目 251.98 都市整備局

560307-00457 浪速第9住宅 浪速区 浪速西４丁目 14,727.37 12,892.36 都市整備局

120907-00357 大阪臨海線（浪速）（管財課） 浪速区 浪速西４丁目 576.71 建設局
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121601-12027 もと新浪速公園 浪速区 浪速西４丁目 751.17 建設局

121601-12349 新浪速公園 浪速区 浪速西４丁目 2,380.34 建設局

560301-00066 浪速第2地区改良事業用地 浪速区 浪速東１丁目 1,138.04 都市整備局

121107-00003 芦原駅前整備事業用地 浪速区 浪速東１丁目 136.00 建設局

121902-01820 芦原橋駅自転車駐車場 浪速区 浪速東１丁目 332.91 915.42 建設局

420410-00016 もと浪速青少年会館用地 浪速区 浪速東１丁目 33,437.00 1076-1/1076-3 497.50 ○ 教育委員会事務局

420210-10004 栄小学校 浪速区 浪速東１丁目 6,324.12 教育委員会事務局

620601-00074 浪速商業施設 浪速区 浪速東２丁目 652.24 448.18 経済戦略局

030420-00048 もと浪速地区公共施設建設用地（浪速東） 浪速区 浪速東２丁目 249.00 265/268 市民局

590201-00012 もと保健福祉施設用地 浪速区 浪速東２丁目 1,051.52 267 健康局

590201-00025 浪速生野病院 浪速区 浪速東２丁目 3,043.60 健康局

560301-00064 浪速第10住宅付帯施設用地 浪速区 浪速東２丁目 270.60 都市整備局

560301-00070 浪速東住宅付帯施設用地 浪速区 浪速東２丁目 2,005.96 263/264/266/980 都市整備局

560301-10068 浪速第10住宅 浪速区 浪速東２丁目 1,043.74 都市整備局

560307-00451 浪速第10住宅 浪速区 浪速東２丁目 7,154.01 12,477.40 都市整備局

560307-00458 浪速東住宅 浪速区 浪速東２丁目 2,433.14 979/982 都市整備局

560307-00459 浪速東第2住宅 浪速区 浪速東２丁目 8,435.85 13,241.29 都市整備局

121601-12868 浪速中公園 浪速区 浪速東２丁目 4,523.76 建設局

121601-12870 浪速東公園 浪速区 浪速東２丁目 1,000.05 建設局

620601-00058 第2浪速東工場アパート 浪速区 浪速東３丁目 1,318.90 1,050.41 経済戦略局

620601-00059 第3浪速東（南）工場アパート 浪速区 浪速東３丁目 500.51 450.12 経済戦略局

620601-00060 第3浪速東（北）工場アパート 浪速区 浪速東３丁目 762.62 607.50 経済戦略局

620601-00076 浪速東工場アパート 浪速区 浪速東３丁目 1,650.00 880.20 経済戦略局

030420-00045 人権文化センター用地（浪速区浪速東） 浪速区 浪速東３丁目 140.59 市民局

530201-00279 浪速署浪速町交番 浪速区 浪速東３丁目 32.98 契約管財局

050601-00000 今宮地区開発事業用地 浪速区 浪速東３丁目 8,128.89 都市計画局

060106-00341 もと浪速第2温泉 浪速区 浪速東３丁目 676.88 1472 福祉局

540502-00128 浪速第1保育所 浪速区 浪速東３丁目 3,671.78 1,297.28 こども青少年局

560301-10070 浪速第7住宅 浪速区 浪速東３丁目 1,601.66 76.13 都市整備局

560307-00453 浪速第5住宅 浪速区 浪速東３丁目 10,006.49 1225-1/1319/1549 都市整備局

560307-00455 浪速第7住宅 浪速区 浪速東３丁目 15,489.35 21,597.13 都市整備局

121601-12863 浪速街園 浪速区 浪速東３丁目 136.06 建設局

121601-12864 浪速玉姫公園 浪速区 浪速東３丁目 2,280.99 建設局

121601-12869 浪速東3公園 浪速区 浪速東３丁目 3,491.06 建設局

121601-12871 浪速南公園 浪速区 浪速東３丁目 4,714.88 建設局

460108-00123 浪速消防署浪速出張所 浪速区 浪速東３丁目 587.31 670.70 消防局

530201-10038 もと軌道敷（難波木津線） 浪速区 難波中１丁目 9,932.43 契約管財局

062507-00225 難波老人憩の家 浪速区 難波中１丁目 164.89 100.00 福祉局

120907-00456 もと軌道敷(難波木津線) 浪速区 難波中１丁目 8,968.58 建設局

12ZZZZ-00333 下水道用地（浪速） 浪速区 難波中１丁目 17,474.14 建設局

240112-00010 難波地域集会所 浪速区 難波中１丁目 100.00 浪速区役所

620701-00043 浪速スポーツセンター 浪速区 難波中３丁目 4,962.50 経済戦略局

620701-00045 浪速屋内プール 浪速区 難波中３丁目 1,230.00 経済戦略局

620701-00046 浪速屋内プールアイススケート場 浪速区 難波中３丁目 2,475.38 経済戦略局

062506-00138 浪速区在宅サービスセンター 浪速区 難波中３丁目 328.07 福祉局

560701-00007 肩替地（東部新川町） 浪速区 難波中３丁目 250.86 都市整備局

121601-12699 難波中公園 浪速区 難波中３丁目 4,027.91 建設局

620701-00044 浪速スポーツセンター・浪速屋内プール・浪速アイススケート場 浪速区 難波中３丁目 16,555.70 経済戦略局

590101-10008 もと日本橋病院公舎 浪速区 日本橋３丁目 19.78 健康局

540201-10168 もと日本橋小学校附属幼稚園 浪速区 日本橋３丁目 744.00 1705 297.00 ○ こども青少年局

121601-12706 日本橋公園 浪速区 日本橋３丁目 4,978.21 建設局

420210-00420 もと日本橋小学校 浪速区 日本橋３丁目 3,712.52 1704 4,769.53 ○ 教育委員会事務局

530201-00278 浪速署日本橋4丁目交通詰所 浪速区 日本橋４丁目 24.56 契約管財局

530201-00276 浪速警察署 浪速区 日本橋５丁目 1,744.60 契約管財局

062506-00075 特別養護老人ホームあいぜん・グループホームあいぜん 浪速区 日本橋５丁目 1,608.92 福祉局

560307-00353 日東住宅 浪速区 日本橋５丁目 4,427.20 27,381.81 都市整備局

560307-00361 日本橋住宅 浪速区 日本橋５丁目 19,839.64 37,163.55 都市整備局

560703-00007 日本橋住宅（北） 浪速区 日本橋５丁目 1,113.04 984 都市整備局

460108-00121 浪速消防署恵美須出張所 浪速区 日本橋５丁目 140.39 226.88 消防局

121902-02704 恵美須町駅自転車駐車場管理事務所 浪速区 日本橋５丁目 6.50 建設局

420210-00422 浪速小学校　日本橋中学校 浪速区 日本橋西１丁目 14,996.27 14,077.04 教育委員会事務局

240112-00012 日本橋連合会館 浪速区 日本橋西１丁目 135.00 101.01 浪速区役所

062507-00228 日本橋連合老人憩の家 浪速区 日本橋西１丁目 100.02 福祉局

540502-00024 広田保育所 浪速区 日本橋西２丁目 898.82 382.17 こども青少年局

560301-00023 広田住宅 浪速区 日本橋西２丁目 1,789.14 都市整備局

560307-00362 日本橋西住宅 浪速区 日本橋西２丁目 3,972.95 8,112.19 都市整備局

121601-13002 日本橋西公園 浪速区 日本橋西２丁目 2,523.62 建設局

560307-00000 広田住宅 浪速区 日本橋西２丁目 2,481.71 都市整備局

560703-00010 もと北日東住宅地区改良事業用地 浪速区 日本橋東２丁目 1,028.92 285-1 都市整備局

560703-00043 北日東住宅地区改良事業用地 浪速区 日本橋東２丁目 85.20 285-2 都市整備局

560703-00075 北日東住宅地区改良事業用地 浪速区 日本橋東２丁目 2,852.44 都市整備局

560307-00354 日東住宅住宅地区改良事業用地 浪速区 日本橋東３丁目 16,222.70 都市整備局

560703-00041 日東住宅住宅地区改良事業用地 浪速区 日本橋東３丁目 492.56 1081 都市整備局

121601-12701 日東公園 浪速区 日本橋東３丁目 2,542.90 建設局

420210-00419 浪速小学校　日本橋中学校（もと日東小学校） 浪速区 日本橋東３丁目 5,743.11 5,108.37 教育委員会事務局

540201-10167 日東幼稚園 浪速区 日本橋東３丁目 730.31 こども青少年局

050601-00040 湊町地区交通広場 浪速区 湊町１丁目 3,961.53 都市計画局

050601-00041 湊町地区複合交通センター 浪速区 湊町１丁目 7,677.62 都市計画局

560701-00058 区画整理事業用地（湊町工区・湊町） 浪速区 湊町１丁目 14,267.85 都市整備局

560701-00092 湊町東公園 浪速区 湊町１丁目 1,648.57 都市整備局

120114-00002 もとＪＲ関西本線連続立体交差事業 浪速区 湊町１丁目 12.08 建設局

120907-00396 南北線（浪速）（管財課） 浪速区 湊町１丁目 1,172.09 建設局

120907-00397 難波境川線（浪速）（管財課） 浪速区 湊町１丁目 17,021.15 建設局
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560701-00091 湊町リバープレイス 浪速区 湊町１丁目 21,240.89 都市整備局

121902-02130 桜川駅・ＪＲ難波駅・汐見橋駅自転車駐車場管理事務所 浪速区 湊町１丁目 12.15 建設局

050601-00039 湊町地区開発事業用地 浪速区 湊町２丁目 9,665.32 都市計画局

120114-00000 ＪＲ関西本線連続立体交差事業 浪速区 湊町２丁目 175.09 建設局

120907-00417 浪速鶴町線（浪速）（管財課） 浪速区 湊町２丁目 6,755.81 建設局

560701-00018 肩替地（湊町）・（江戸堀） 浪速区 元町１丁目 47.66 都市整備局

121601-12156 元町中公園 浪速区 元町１丁目 3,325.80 建設局

460108-00120 浪速消防署 浪速区 元町１丁目 971.68 3,583.49 消防局

420210-00415 難波元町小学校 浪速区 元町１丁目 6,832.12 6,305.45 教育委員会事務局

240112-00007 元町1丁目北振興町会集会所 浪速区 元町１丁目 49.68 浪速区役所

121601-12978 難波塩草敷津公園 浪速区 元町２丁目 6,817.06 建設局

240112-00000 難波元町西会館 浪速区 元町２丁目 280.00 172.15 浪速区役所

062507-00064 元町老人憩の家 浪速区 元町３丁目 163.73 福祉局


