
【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

560301-00059 柏里処分住宅用地 西淀川区 歌島１丁目 36.35 都市整備局

420210-00079 歌島小学校 西淀川区 歌島２丁目 8597.65 5554.67 教育委員会事務局

420210-00080 歌島中学校 西淀川区 歌島２丁目 17551.37 10633.11 教育委員会事務局

540201-10175 野里幼稚園 西淀川区 歌島２丁目 2581.24 1149.2 こども青少年局

121601-12804 北之町公園 西淀川区 歌島３丁目 3864.46 建設局

121602-00814 北之町公園 西淀川区 歌島３丁目 6.17 建設局

560307-10017 歌島第2住宅 西淀川区 歌島３丁目 17699.14 都市整備局

560307-10018 歌島第2住宅 西淀川区 歌島３丁目 2314.04 24707.31 都市整備局

560307-00066 歌島住宅 西淀川区 歌島４丁目 10704.95 10044.77 都市整備局

560307-00067 歌島北住宅 西淀川区 歌島４丁目 5878.84 5472.23 都市整備局

560108-00006 肩替地（第二阪神） 西淀川区 大野１丁目 24.08 都市整備局

560108-00037 もと区画整理事業用地（南部工区・西淀川） 西淀川区 大野１丁目 342.61 290 都市整備局

550301-00061 大野霊園 西淀川区 大野３丁目 1081.28 環境局

121601-12951 大野3公園 西淀川区 大野３丁目 1708.49 292-1 建設局

540502-10009 レイモンド西淀保育園 西淀川区 大野３丁目 689.87 こども青少年局

560307-00228 大野住宅 西淀川区 大野３丁目 2887.12 2953.42 都市整備局

250116-00005 大野百島コミュニティ会館 西淀川区 大野３丁目 123.57 西淀川区役所

530201-00167 契約管財局賃貸地（西淀川） 西淀川区 大和田１丁目 134.87 契約管財局

120907-00345 大阪池田線（西淀川）（管財課） 西淀川区 大和田１丁目 40153.12 建設局

121601-12423 西淀公園 西淀川区 大和田１丁目 32825.52 建設局

121602-00427 西淀公園 西淀川区 大和田１丁目 221.46 建設局

121902-02365 大和田自転車保管所管理事務所 西淀川区 大和田１丁目 25.65 建設局

550306-00000 西北環境事業センター 西淀川区 大和田２丁目 9478.35 4355.02 環境局

550502-10002 西淀工場 西淀川区 大和田２丁目 24883.42 環境局

550505-00009 西淀川屋内プール 西淀川区 大和田２丁目 2737.1 環境局

121107-00012 運河（西淀川） 西淀川区 大和田２丁目 1980.16 建設局

460108-00052 西淀川消防署大和田出張所 西淀川区 大和田２丁目 677.95 455.32 消防局

560307-00237 大和田第3住宅 西淀川区 大和田２丁目 9133.34 1706 9432.52 都市整備局

250116-00003 西淀川区民会館 西淀川区 大和田２丁目 2210.18 1071.61 西淀川区役所

062506-00052
西淀川特別養護老人ホーム・
淀地域在宅サービスステーション・
障がい福祉サービス事業所よつば

西淀川区 大和田２丁目 2608.1 福祉局

121601-12954 大和田中一公園 西淀川区 大和田３丁目 1330.29 293-1 建設局

121601-13003 もと大和田中一公園 西淀川区 大和田３丁目 354.74 293-2 建設局

250116-00006 大和田会館 西淀川区 大和田３丁目 134.64 西淀川区役所

420210-00302 大和田小学校 西淀川区 大和田４丁目 11184.45 11110.33 教育委員会事務局

120907-00361 大和田千船線（西淀川）（管財課） 西淀川区 大和田４丁目 3031.75 建設局

121601-12493 大和田中央公園 西淀川区 大和田４丁目 12309.61 建設局

121602-00498 大和田中央公園 西淀川区 大和田４丁目 19.2 建設局

540201-10153 大和田幼稚園 西淀川区 大和田４丁目 1980 920.61 こども青少年局

250116-00007 大和田福祉会館 西淀川区 大和田４丁目 122.31 西淀川区役所

062507-00164 大和田老人憩の家 西淀川区 大和田４丁目 266.18 122.31 福祉局

121601-12494 大和田北公園 西淀川区 大和田５丁目 4616.15 建設局

121602-00499 大和田北公園 西淀川区 大和田５丁目 6.17 建設局

540502-00068 大和田保育所 西淀川区 大和田５丁目 1010.98 こども青少年局

540502-00000 大和田保育所 西淀川区 大和田５丁目 519.9 こども青少年局

560307-00236 大和田第1住宅 西淀川区 大和田５丁目 7737.38 12844.1 都市整備局

550301-00062 大和田霊園 西淀川区 大和田６丁目 456.19 環境局

550201-00067 大気汚染常時監視測定局（淀中学校） 西淀川区 大和田６丁目 19 環境局

420210-00510 淀中学校 西淀川区 大和田６丁目 12491.12 7000.44 教育委員会事務局

560108-00003 肩替地（大和田） 西淀川区 大和田６丁目 51.79 都市整備局

560108-00055 区画整理事業用地（西淀川大和田工区） 西淀川区 大和田６丁目 211.37 都市整備局

560301-00045 大和田第2住宅 西淀川区 大和田６丁目 1970.81 1082 都市整備局

121601-12101 花川公園 西淀川区 柏里１丁目 2462.44 建設局

121902-02416 塚本駅自転車駐車場管理ボックス 西淀川区 柏里１丁目 1.2 建設局

420210-00429 柏里小学校 西淀川区 柏里２丁目 8110.27 6051.19 教育委員会事務局

120907-00409 福町浜町線（西淀川）（管財課） 西淀川区 柏里２丁目 232.19 建設局

121601-12720 柏里公園 西淀川区 柏里３丁目 1045.99 建設局

121601-12721 柏里西公園 西淀川区 柏里３丁目 2500 建設局

121902-02665 塚本駅自転車駐車場 西淀川区 柏里３丁目 354.67 建設局

121902-01923 ＪＲ塚本駅自転車駐車場 西淀川区 柏里３丁目 978.74 建設局

540201-00017 もと西淀川児童館 西淀川区 柏里３丁目 126 ○ こども青少年局

540502-00102 柏里保育所 西淀川区 柏里３丁目 365.11 こども青少年局

560307-00368 柏里住宅 西淀川区 柏里３丁目 17909.57 295 7058.85 都市整備局

560307-00369 柏里第2住宅 西淀川区 柏里３丁目 14980.15 21157.76 都市整備局

062507-00233 柏里老人憩の家 西淀川区 柏里３丁目 235.9 福祉局

460108-00053 西淀川消防署竹島出張所 西淀川区 竹島２丁目 334.62 消防局

460108-00126 西淀川消防署竹島出張所 西淀川区 竹島２丁目 195.05 消防局

250116-00008 竹島コミュニティ会館 西淀川区 竹島２丁目 270.73 西淀川区役所

121601-12519 竹島公園 西淀川区 竹島３丁目 2013.22 建設局

12ZZZZ-01035 竹島抽水所 西淀川区 竹島４丁目 641.14 1291.75 建設局

121601-12520 竹島西公園 西淀川区 竹島５丁目 7087.6 建設局

121602-00525 竹島西公園 西淀川区 竹島５丁目 21.12 建設局

530201-00196 西淀川警察署 西淀川区 千舟２丁目 1857.85 契約管財局

121601-12435 千舟公園 西淀川区 千舟２丁目 3725.61 建設局

062405-00019 障がい福祉サービス事業所　いきいき 西淀川区 千舟２丁目 378.29 216.86 福祉局

062506-00051 西淀川区在宅サービスセンター 西淀川区 千舟２丁目 750.1 福祉局

062506-00102 特別養護老人ホームルーチェ千舟 西淀川区 千舟２丁目 1060.34 福祉局

560307-00177 神崎川住宅 西淀川区 千舟３丁目 3123.93 4106.45 都市整備局

062507-00141 千舟老人憩の家 西淀川区 千舟３丁目 179.78 福祉局

420210-00343 佃小学校 西淀川区 佃１丁目 8565.83 6368.34 教育委員会事務局

121601-12633 東佃公園 西淀川区 佃１丁目 2760.71 建設局

420210-00344 佃西小学校 西淀川区 佃２丁目 9891.62 5894.16 教育委員会事務局

420210-00345 佃中学校 西淀川区 佃２丁目 15911.14 6485.77 教育委員会事務局

530201-00078 もと疎開跡地（西淀川） 西淀川区 佃２丁目 519.03 契約管財局

530201-00079 もと疎開跡地（西淀川・コミュニティ用地等） 西淀川区 佃２丁目 72.11 契約管財局
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121601-12342 新佃公園 西淀川区 佃２丁目 7163.57 建設局

121601-12969 佃ふれあい公園 西淀川区 佃２丁目 7232.8 建設局

121602-01024 佃ふれあい公園 西淀川区 佃２丁目 18.24 建設局

121902-02315 千船駅自転車駐車場管理事務所 西淀川区 佃２丁目 3.89 建設局

540502-00080 佃保育所 西淀川区 佃２丁目 478.64 こども青少年局

560307-00292 佃住宅 西淀川区 佃２丁目 18580.87 1550 23715.67 都市整備局

062507-00140 西淀川区老人福祉センター 西淀川区 佃２丁目 531.75 654.36 福祉局

062507-00187 佃第2老人憩の家 西淀川区 佃２丁目 179.72 福祉局

062507-00188 佃老人憩の家 西淀川区 佃２丁目 162.07 福祉局

550301-00069 佃霊園 西淀川区 佃３丁目 911.53 環境局

530201-00242 廃道（西淀川） 西淀川区 佃３丁目 103.46 契約管財局

120907-00424 廃道（西淀川） 西淀川区 佃３丁目 979.24 1799 建設局

121601-12566 佃中公園 西淀川区 佃３丁目 1155.57 建設局

121601-12564 佃4公園 西淀川区 佃４丁目 1426.84 296 建設局

12ZZZZ-01115 佃第2抽水所 西淀川区 佃４丁目 3479.61 1077.65 建設局

460108-00054 西淀川消防署佃出張所 西淀川区 佃４丁目 325.12 505.16 消防局

560307-00293 佃第2住宅 西淀川区 佃４丁目 5714.59 7827.21 都市整備局

420210-00346 佃南小学校 西淀川区 佃５丁目 9701.15 6619.46 教育委員会事務局

121601-12565 佃公園 西淀川区 佃５丁目 6611.57 建設局

121602-00572 佃公園 西淀川区 佃５丁目 19.2 建設局

460108-00099 防火水槽用地（西淀川） 西淀川区 佃５丁目 356.45 消防局

550301-00068 佃斎場 西淀川区 佃６丁目 3090.9 771.55 環境局

12ZZZZ-01114 佃第1抽水所 西淀川区 佃７丁目 412.79 171.79 建設局

121601-12274 出来島公園 西淀川区 出来島１丁目 2351.99 建設局

121601-13025 出来島第一公園 西淀川区 出来島１丁目 2680.99 建設局

121601-13026 出来島第二公園 西淀川区 出来島１丁目 3386.04 建設局

121902-02187 出来島駅自転車駐車場および保管所 西淀川区 出来島１丁目 1311.18 建設局

121902-02188 出来島駅自転車駐車場管理事務所 西淀川区 出来島１丁目 12.56 建設局

560301-00029 出来島住宅用地 西淀川区 出来島１丁目 656.21 297 都市整備局

560307-10026 出来島第2住宅 西淀川区 出来島１丁目 8132.55 12403.77 都市整備局

250116-00000 出来島会館 西淀川区 出来島１丁目 134.64 西淀川区役所

550201-00047 大気汚染常時監視測定局（出来島小学校） 西淀川区 出来島２丁目 18.72 環境局

420210-00193 出来島小学校 西淀川区 出来島２丁目 9489 5146.12 教育委員会事務局

121601-12424 西淀川開発1号公園 西淀川区 出来島２丁目 240.23 建設局

121601-12492 大和田川公園 西淀川区 出来島２丁目 5283.88 建設局

121601-12275 出来島西公園 西淀川区 出来島３丁目 6579.18 建設局

560307-00147 出来島住宅 西淀川区 出来島３丁目 6559.23 11544.53 都市整備局

420210-00267 川北小学校 西淀川区 中島１丁目 11370.39 4396.74 教育委員会事務局

530201-00088 もと中島応急住宅 西淀川区 中島１丁目 16.55 契約管財局

530201-00197 西淀川署中島交番 西淀川区 中島１丁目 62.61 契約管財局

121107-00088 防潮堤（西淀川） 西淀川区 中島１丁目 33521.55 建設局

121601-12425 西淀川開発2号公園 西淀川区 中島１丁目 498.95 建設局

121601-12426 西淀川開発3号公園 西淀川区 中島１丁目 431.9 建設局

121601-12427 西淀川開発4号公園 西淀川区 中島１丁目 601.97 建設局

121601-12536 中島公園 西淀川区 中島１丁目 135155.58 建設局

121601-12537 中島東公園 西淀川区 中島１丁目 2242.97 建設局

121601-12945 川北中央公園 西淀川区 中島１丁目 2920 建設局

121601-12960 中島中公園 西淀川区 中島１丁目 1194.17 建設局

12ZZZZ-01060 中島抽水所 西淀川区 中島１丁目 3128.41 2934.87 建設局

121602-00541 中島公園 西淀川区 中島１丁目 152.33 建設局

560307-00255 中島住宅 西淀川区 中島１丁目 2052.81 2050 都市整備局

560307-00256 中島第2住宅 西淀川区 中島１丁目 1084.29 1024.37 都市整備局

560307-00257 中島第3住宅 西淀川区 中島１丁目 1720.85 1424.45 都市整備局

250116-00004 川北コミュニティ会館 西淀川区 中島１丁目 309.78 250.92 西淀川区役所

120907-00381 道路（西淀川）（管財課） 西淀川区 中島２丁目 685531.96 建設局

12ZZZZ-01059 中島第2抽水所 西淀川区 中島２丁目 5085.28 1325.68 建設局

12ZZZZ-00874 西島抽水所 西淀川区 西島１丁目 321.21 52.39 建設局

121902-02312 西島自転車保管所管理事務所 西淀川区 西島１丁目 13.17 建設局

121601-12838 矢倉緑地 西淀川区 西島２丁目 24000 建設局

12ZZZZ-00980 大野下水処理場 西淀川区 西島２丁目 238376.95 298 22751.88 建設局

121602-00849 矢倉緑地 西淀川区 西島２丁目 46.23 建設局

121601-12835 野里公園 西淀川区 野里１丁目 3196.69 建設局

121602-00846 野里公園 西淀川区 野里１丁目 13.45 建設局

420210-00492 野里小学校 西淀川区 野里２丁目 5965.22 4950.87 教育委員会事務局

420210-00507 淀商業高等学校 西淀川区 野里２丁目 28664.05 12934.11 教育委員会事務局

620701-00022 西淀川スポーツセンター 西淀川区 野里２丁目 1160.55 経済戦略局

121601-12836 野里西公園 西淀川区 野里２丁目 770.71 建設局

121601-12837 野里北公園 西淀川区 野里２丁目 1019.1 建設局

540502-00122 野里保育所 西淀川区 野里２丁目 1014.7 508.31 こども青少年局

062507-00272 野里老人憩の家 西淀川区 野里２丁目 220.66 341.78 福祉局

250106-00011 地域集会所用地 西淀川区 野里３丁目 199.5 299-1 西淀川区役所

530201-00134 過小地（下水道用地） 西淀川区 野里町 3332.52 契約管財局

530201-00258 もと柏里小学校代替地（児童遊園） 西淀川区 花川２丁目 194.34 301 契約管財局

121601-12033 愛光公園 西淀川区 花川２丁目 410.8 303 建設局

121601-12102 花川西公園 西淀川区 花川２丁目 2225.58 建設局

250116-00009 柏花コミュニティ会館 西淀川区 花川２丁目 176.89 西淀川区役所

530201-00122 もと野里東共同住宅（コミュニティ用地等） 西淀川区 姫里１丁目 219.82 304 契約管財局

560307-00467 姫里住宅 西淀川区 姫里１丁目 2064.46 都市整備局

560307-00005 姫里住宅 西淀川区 姫里１丁目 1759.43 都市整備局

062507-00236 姫里老人憩の家 西淀川区 姫里１丁目 588.07 福祉局

420210-00436 姫里小学校 西淀川区 姫里２丁目 6403.3 6254.83 教育委員会事務局

530201-00046 もと公害対策事業用地（運動場） 西淀川区 姫里２丁目 1785.3 305 契約管財局

121601-12729 姫之里公園 西淀川区 姫里２丁目 3553.71 建設局

540502-00105 姫里保育所 西淀川区 姫里２丁目 1198.91 503.76 こども青少年局

540201-00016 もと西淀川勤労青少年ホーム 西淀川区 姫里２丁目 500.07 ○ こども青少年局

250116-00001 西淀川区コミュニティ会館 西淀川区 姫里２丁目 25.52 西淀川区役所

250116-00011 姫里コミュニティ会館 西淀川区 姫里２丁目 306.75 西淀川区役所

121601-12306 上町公園 西淀川区 姫里３丁目 1573.55 建設局

12ZZZZ-00319 下水道用地（西淀川） 西淀川区 姫里３丁目 84633.18 建設局
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121902-02553 姫島駅自転車駐車場管理事務所 西淀川区 姫島１丁目 10.8 建設局

540201-10169 姫島幼稚園 西淀川区 姫島１丁目 2015.46 1205.12 こども青少年局

550301-00083 稗島霊園 西淀川区 姫島２丁目 2292.65 環境局

121902-02552 姫島駅自転車駐車場管理ボックス 西淀川区 姫島２丁目 2.38 建設局

121601-12690 南姫島公園 西淀川区 姫島３丁目 6042.97 建設局

121601-12728 姫島浜公園 西淀川区 姫島３丁目 1266.11 建設局

121601-12982 姫松公園 西淀川区 姫島３丁目 604.68 建設局

121601-12639 東姫島公園 西淀川区 姫島４丁目 869.87 建設局

121601-12727 姫島公園 西淀川区 姫島４丁目 5464.82 建設局

121601-12807 北姫島公園 西淀川区 姫島４丁目 583.27 建設局

121602-00736 姫島公園 西淀川区 姫島４丁目 19.2 建設局

540502-00104 姫島保育所 西淀川区 姫島４丁目 1191.03 468.5 こども青少年局

250116-00010 姫島会館 西淀川区 姫島４丁目 134.64 西淀川区役所

062507-00235 姫島老人憩の家 西淀川区 姫島４丁目 370.43 福祉局

420210-00263 西淀中学校 西淀川区 姫島６丁目 32656.7 7930.02 教育委員会事務局

121601-12421 西姫島公園 西淀川区 姫島６丁目 7574.52 建設局

121602-00425 西姫島公園 西淀川区 姫島６丁目 6.17 建設局

560307-00378 姫島住宅 西淀川区 姫島６丁目 3987.45 7109.66 都市整備局

560307-00379 姫島第1住宅 西淀川区 姫島６丁目 1726.72 2702.34 都市整備局

560307-10063 姫島第3住宅 西淀川区 姫島６丁目 4985.23 6372.65 都市整備局

062405-00039 障がい福祉サービス事業所　風の子そだち園 西淀川区 姫島６丁目 584.05 福祉局

062405-00062 姫島こども園 西淀川区 姫島６丁目 1785.91 福祉局

420210-00435 姫島小学校 西淀川区 姫島町 8026.74 6191.65 教育委員会事務局

121601-12731 百島公園 西淀川区 百島１丁目 433.42 建設局

121601-12933 新淀川公園 西淀川区 百島１丁目 651.56 建設局

12ZZZZ-00981 大野下水処理場（百島） 西淀川区 百島１丁目 18226.82 306 建設局

121602-00969 新淀川公園 西淀川区 百島１丁目 19.2 建設局

121601-12742 福町東公園 西淀川区 福町１丁目 4892.56 建設局

121602-00751 福町東公園 西淀川区 福町１丁目 19.2 建設局

550301-00085 福霊園 西淀川区 福町２丁目 1310 環境局

420210-00442 福小学校 西淀川区 福町２丁目 7657.42 6276.65 教育委員会事務局

121601-12740 福町公園 西淀川区 福町２丁目 1298.01 建設局

121601-12741 福町西公園 西淀川区 福町２丁目 10842.33 建設局

121602-00750 福町西公園 西淀川区 福町２丁目 21.12 建設局

121902-01844 福町自転車保管所管理事務所 西淀川区 福町２丁目 27.2 建設局

540502-00107 もと福保育所 西淀川区 福町２丁目 308 ○ こども青少年局

560307-00383 福住宅 西淀川区 福町２丁目 2562.14 3735.05 都市整備局

560307-00384 福第2住宅 西淀川区 福町２丁目 6673.82 6841.01 都市整備局

062506-00053 西淀地域在宅サービスステーション 西淀川区 福町２丁目 647.04 福祉局

062507-00240 福老人憩の家 西淀川区 福町２丁目 430.29 福祉局

121601-12743 福町北公園 西淀川区 福町３丁目 2514.06 建設局

121902-02556 福駅自転車駐車場管理事務所 西淀川区 福町３丁目 8.1 建設局

550301-00022 御幣島霊園 西淀川区 御幣島１丁目 842.97 環境局

550301-00098 野里霊園 西淀川区 御幣島１丁目 793.38 環境局

500199-00108 西淀川備蓄倉庫 西淀川区 御幣島１丁目 723.1 危機管理室

420605-00000 西淀川図書館 西淀川区 御幣島１丁目 1792.23 教育委員会事務局

121902-02100 御幣島駅自転車駐車場 西淀川区 御幣島１丁目 86.74 建設局

121902-01919 ＪＲ御幣島駅自転車駐車場 西淀川区 御幣島１丁目 1221.87 建設局

460108-00051 西淀川消防署 西淀川区 御幣島１丁目 1335.21 1825.67 消防局

250106-00006 西淀川区役所 西淀川区 御幣島１丁目 3869.2 西淀川区役所

250106-00000 西淀川区保健福祉センター 西淀川区 御幣島１丁目 2381.47 西淀川区役所

250106-00001 西淀川区役所 西淀川区 御幣島１丁目 7777.39 西淀川区役所

420605-00005 もと西淀川図書館 西淀川区 御幣島２丁目 410.23 ○ 教育委員会事務局

620601-00049 西淀川小売市場民営活性化事業施設 西淀川区 御幣島２丁目 1363.47 1350.09 経済戦略局

121903-01039 淀川右岸水防事務組合倉庫 西淀川区 御幣島２丁目 178.51 建設局

540109-00024 香蓑子どもの家 西淀川区 御幣島２丁目 40.14 97.79 ○ こども青少年局

550301-00051 西淀川区内公衆便所 西淀川区 御幣島３丁目 37.95 環境局

420210-00127 御幣島小学校 西淀川区 御幣島３丁目 13201.3 6325.79 教育委員会事務局

121601-12173 御幣島東公園 西淀川区 御幣島３丁目 8535.21 建設局

121602-00174 御幣島東公園 西淀川区 御幣島３丁目 19.2 建設局

560307-00099 御幣島東住宅 西淀川区 御幣島３丁目 15910.36 14614.42 都市整備局

250116-00002 西淀川区民ホール 西淀川区 御幣島３丁目 2949.68 1148.5 西淀川区役所

121601-12171 御幣島公園 西淀川区 御幣島４丁目 3090.9 建設局

121601-12172 御幣島中央公園 西淀川区 御幣島４丁目 23286.57 309 建設局

560307-00098 御幣島西住宅 西淀川区 御幣島４丁目 2988.89 2779.07 都市整備局

121601-12099 歌島公園 西淀川区 御幣島５丁目 33441.32 建設局

121602-00099 歌島公園 西淀川区 御幣島５丁目 46.15 建設局

540502-00025 香蓑保育園 西淀川区 御幣島５丁目 972.92 こども青少年局

420210-00135 香簑小学校 西淀川区 御幣島６丁目 9262.8 6011.65 教育委員会事務局

121601-12428 西淀川開発5号公園 西淀川区 御幣島６丁目 439.96 建設局

121601-12909 御幣六公園 西淀川区 御幣島６丁目 1928.32 建設局

560307-00097 御幣島住宅 西淀川区 御幣島６丁目 22806.59 22577.4 都市整備局


