
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】

実測面積
（㎡）

未利用地
番号

延床面積
供用廃止

施設
121902-02330 相川駅自転車駐車場管理ボックス 東淀川区 相川１丁目 1.44 建設局

121902-02331 相川駅自転車駐車場管理ボックス2 東淀川区 相川１丁目 1.69 建設局

121902-02321 相川駅自転車駐車場 東淀川区 相川２丁目 635.82 建設局

121902-02332 相川駅自転車駐車場管理事務所 東淀川区 相川２丁目 12.96 建設局

062507-00149 相川福祉会館老人憩の家 東淀川区 相川２丁目 384.59 福祉局

12ZZZZ-00928 相川抽水所 東淀川区 相川３丁目 431.66 290.51 建設局

540202-00009 北さくら園 東淀川区 相川３丁目 1446.67 1830.35 こども青少年局

540501-00033 相川保育園 東淀川区 相川３丁目 360 511.82 こども青少年局

560307-00222 相川住宅 東淀川区 相川３丁目 7554.09 7355.92 都市整備局

560307-00243 淡路第3住宅 東淀川区 淡路１丁目 5694.53 3741.24 都市整備局

560307-00357 日之出第2住宅 東淀川区 淡路１丁目 3964.8 6462.75 都市整備局

121601-12515 淡路2公園 東淀川区 淡路２丁目 1744.7 建設局

560307-00242 淡路第2住宅 東淀川区 淡路２丁目 4180.49 903.26 都市整備局

560307-10048 淡路本町住宅 東淀川区 淡路２丁目 5145.87 4657.67 都市整備局

420210-00018 もと西淡路小学校分校 東淀川区 淡路３丁目 341.8 337-1 2520 ○ 教育委員会事務局

121601-12958 淡路3公園 東淀川区 淡路３丁目 5422.46 建設局

121602-01006 淡路3公園 東淀川区 淡路３丁目 19.2 建設局

540401-10007 （仮称）北部こども相談センター 東淀川区 淡路３丁目 1904.23 こども青少年局

560307-00241 淡路第1住宅 東淀川区 淡路３丁目 9335.68
338/339/340/
341/342/343

3260.96 都市整備局

062506-00094
特別養護老人ホームだんらん・
軽費老人ホームいこい・
知的障がい者更生施設ハニカム

東淀川区 淡路３丁目 5397.06 福祉局

062507-00136 西淡路連合第2福祉会館老人憩の家 東淀川区 淡路３丁目 297.62 福祉局

121601-13006 淡路４公園 東淀川区 淡路４丁目 866.11 建設局

540502-00053 西淡路第1保育所 東淀川区 淡路４丁目 1391.73 336.92 こども青少年局

270117-10010 淡路福祉会館 東淀川区 淡路４丁目 104.48 東淀川区役所

062507-00168 淡路老人憩の家 東淀川区 淡路４丁目 101.77 福祉局

062507-00215 東淀川区老人福祉センター 東淀川区 淡路４丁目 1226.89 福祉局

530201-00101 もと東淀川警察署（コミュニティ用地等） 東淀川区 淡路５丁目 794.36 344 契約管財局

121601-12516 淡路公園 東淀川区 淡路５丁目 2267.76 建設局

121602-00521 淡路公園 東淀川区 淡路５丁目 19.2 建設局

062506-00118 特別養護老人ホーム淡路介護老人福祉施設ビハーラ 東淀川区 淡路５丁目 1170.13 福祉局

270108-00002 東淀川区役所出張所 東淀川区 淡路駅周辺地区 829.14 1250.52 東淀川区役所

270117-00001 東淀川区保健福祉センター淡路出張所 東淀川区 淡路駅周辺地区 501.33 東淀川区役所

420210-00042 井高野小学校 東淀川区 井高野１丁目 14550.19 7982.49 教育委員会事務局

121601-12048 井高野南公園 東淀川区 井高野１丁目 5378.66 建設局

12ZZZZ-00265 井高野抽水所 東淀川区 井高野１丁目 1451.23 1955.14 建設局

560301-00001 もと井高野住宅 東淀川区 井高野１丁目 791.23 345 都市整備局

560307-00014 井高野住宅 東淀川区 井高野１丁目 23005.84 43864.7 都市整備局

560307-00015 井高野第2住宅 東淀川区 井高野１丁目 9773.61 10441.1 都市整備局

062506-00009 井高野地域在宅サービスステーション 東淀川区 井高野１丁目 433.96 福祉局

420210-00043 井高野中学校 東淀川区 井高野２丁目 19054.82 6887.98 教育委員会事務局

420210-00371 東井高野小学校 東淀川区 井高野２丁目 12250.48 6086.87 教育委員会事務局

560307-00018 井高野第5住宅 東淀川区 井高野２丁目 37601.99 31173.23 都市整備局

121601-12047 井高野公園 東淀川区 井高野３丁目 11945.7 建設局

121602-00046 井高野公園 東淀川区 井高野３丁目 19.2 建設局

560307-00016 井高野第3住宅 東淀川区 井高野３丁目 15606.46 19930.41 都市整備局

560307-10010 井高野第6住宅 東淀川区 井高野３丁目 82924.28 81609.26 都市整備局

062507-00204 東井高野老人憩の家 東淀川区 井高野３丁目 240 132.5 福祉局

560307-00017 井高野第4住宅 東淀川区 井高野４丁目 11150.4 11367.06 都市整備局

530201-00156 過小地（用悪水路） 東淀川区 井高野町 11734.14 契約管財局

121601-12481 大門公園 東淀川区 大隅１丁目 1348.7 建設局

420210-00283 大隅西小学校 東淀川区 大隅２丁目 6689.06 5630.99 教育委員会事務局

550304-00000 東北環境事業センター 東淀川区 上新庄１丁目 8809.85 5903.17 環境局

420210-00215 新庄小学校 東淀川区 上新庄２丁目 4912.6 5267.46 教育委員会事務局

530201-00222 東淀川署上新庄交番 東淀川区 上新庄２丁目 66.11 契約管財局

121601-12332 新庄公園 東淀川区 上新庄２丁目 887.65 建設局

121902-02209 上新庄駅自転車駐車場管理ボックス2 東淀川区 上新庄２丁目 12.2 建設局

540501-00026 上新庄保育園 東淀川区 上新庄２丁目 763.81 345.64 こども青少年局

560307-00165 上新庄住宅 東淀川区 上新庄２丁目 15165.29 11942.11 都市整備局

270117-10006 新庄会館 東淀川区 上新庄２丁目 181.85 155.72 東淀川区役所

062507-00115 新庄社福会館老人憩の家 東淀川区 上新庄２丁目 203.08 福祉局

550301-00040 上新庄霊園 東淀川区 上新庄３丁目 919 環境局

12ZZZZ-00147 もと下水道用地（東淀川） 東淀川区 北江口１丁目 1.31 建設局

460108-00081 東淀川消防署井高野出張所 東淀川区 北江口１丁目 1213.21 387.81 消防局

560307-10065 北江口第3住宅 東淀川区 北江口１丁目 9573.67 10902.27 都市整備局

530201-00017 その他の土地（東淀川） 東淀川区 北江口２丁目 1349.57 契約管財局

530201-00114 もと北江口ＬＣ1住宅（コミュニティ用地等） 東淀川区 北江口２丁目 643.52 349 契約管財局

121601-12782 北江口公園 東淀川区 北江口２丁目 2396.37 建設局

121601-12783 北江口中央公園 東淀川区 北江口２丁目 11071.45 建設局

121602-00792 北江口中央公園 東淀川区 北江口２丁目 27.43 建設局

270117-10001 井高野福祉会館 東淀川区 北江口２丁目 308.92 100.98 東淀川区役所

062507-00027 井高野福祉会館老人憩の家 東淀川区 北江口２丁目 107.33 福祉局

560301-00060 北江口宅地造成事業用地 東淀川区 北江口３丁目 18872.55 都市整備局

560307-00401 北江口住宅 東淀川区 北江口３丁目 1555.53 11288.73 都市整備局

560307-00402 北江口第2住宅 東淀川区 北江口３丁目 95177.66 346-1/347/350 95327.98 都市整備局

270117-10002 井高野連合町会集会所 東淀川区 北江口３丁目 109.55 東淀川区役所

121601-12784 北江口町開発公園 東淀川区 北江口４丁目 137.85 建設局

121902-02671 井高野駅自転車駐車場 東淀川区 北江口４丁目 519.52 建設局

121902-02267 崇禅寺駅自転車駐車場管理事務所 東淀川区 柴島１丁目 3.86 建設局

560108-00054 区画整理事業用地（新大阪駅） 東淀川区 柴島１丁目 915.2 都市整備局

560108-00099 道路 東淀川区 柴島１丁目 460.07 都市整備局

550201-00021 共同利用施設（柴島センター） 東淀川区 柴島２丁目 260.74 324.3 環境局

420210-00180 柴島中学校 東淀川区 柴島２丁目 11616.5 7412.92 教育委員会事務局

530201-00294 もと東淀川署柴島町警ら連絡所 東淀川区 柴島２丁目 42.97 契約管財局
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120114-00086
大阪都市計画事業
阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業用地

東淀川区 柴島２丁目 1698.1 建設局

120907-00284 熊野大阪線（東淀川）（管財課） 東淀川区 柴島２丁目 541.64 建設局

121601-12260 柴島東公園 東淀川区 柴島２丁目 661.15 建設局

121601-12259 柴島西公園 東淀川区 柴島３丁目 661.19 建設局

460108-00082 東淀川消防署柴島出張所 東淀川区 柴島３丁目 198.34 450.24 消防局

121902-02210 上新庄駅自転車駐車場管理ボックス3 東淀川区 小松１丁目 1.44 建設局

062506-00043 瑞光地域在宅サービスステーション 東淀川区 小松１丁目 452.05 福祉局

121601-12284 小松公園 東淀川区 小松２丁目 1914.04 建設局

420210-00198 小松小学校 東淀川区 小松３丁目 9489.62 8403.89 教育委員会事務局

460108-00083 東淀川消防署小松出張所 東淀川区 小松３丁目 330.57 199.39 消防局

121601-12292 松山公園 東淀川区 小松４丁目 4248.49 352 建設局

560307-10028 小松住宅 東淀川区 小松４丁目 13808.09 11769.89 都市整備局

550301-00060 大道霊園 東淀川区 小松５丁目 7049.57 353 環境局

420210-00234 瑞光中学校 東淀川区 小松５丁目 10940.17 9163.67 教育委員会事務局

540502-10012 南江口保育所 東淀川区 小松５丁目 717.07 1616 こども青少年局

540502-00094 南江口保育所 東淀川区 小松５丁目 319.7 こども青少年局

460108-00103 防火水槽用地（東淀川） 東淀川区 小松５丁目 98 消防局

560307-00159 小松南住宅 東淀川区 小松５丁目 11779.2 1615 8212.06 都市整備局

121601-12076 下新庄1公園 東淀川区 下新庄１丁目 243.45 354 建設局

121601-12724 鳩ヶ瀬公園 東淀川区 下新庄１丁目 3335.53 建設局

270117-10014 鳩ケ瀬会館 東淀川区 下新庄１丁目 165.34 東淀川区役所

120114-00085
大阪都市計画事業
阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業

東淀川区 下新庄２丁目 1134.22 建設局

121601-12897 下北公園整備事業 東淀川区 下新庄２丁目 455.03 建設局

530201-00252 廃道（東淀川） 東淀川区 下新庄３丁目 91.46 契約管財局

120907-00404 廃道（東淀川） 東淀川区 下新庄３丁目 901.4 1331/1332/ 建設局

120907-00405 廃道（東淀川区） 東淀川区 下新庄３丁目 14.41 建設局

550201-00011 水質観測局（下新庄） 東淀川区 下新庄４丁目 22.68 環境局

121601-12079 下新庄北公園 東淀川区 下新庄４丁目 4677.68 建設局

121902-01995 下新庄駅自転車駐車場 東淀川区 下新庄４丁目 50.34 建設局

121902-01999 下新庄駅自転車駐車場管理事務所 東淀川区 下新庄４丁目 12.96 建設局

560307-00041 下新庄住宅 東淀川区 下新庄４丁目 7417.88 9622.86 都市整備局

560307-10015 下新庄第2住宅 東淀川区 下新庄４丁目 7983.43 5376.29 都市整備局

560307-10016 下新庄4丁目住宅 東淀川区 下新庄４丁目 10963.79 16357.91 都市整備局

420210-00067 下新庄小学校 東淀川区 下新庄５丁目 8446.27 6067.69 教育委員会事務局

121601-12077 下新庄公園 東淀川区 下新庄５丁目 2996 建設局

121601-12078 下新庄小公園 東淀川区 下新庄５丁目 330 建設局

540502-00011 下新庄保育所 東淀川区 下新庄５丁目 1002.52 478.36 こども青少年局

270117-10004 下新庄福祉会館 東淀川区 下新庄５丁目 150.49 東淀川区役所

062507-00035 下新庄老人憩の家 東淀川区 下新庄５丁目 112.63 福祉局

121902-02203 上新庄駅自転車駐車場 東淀川区 瑞光１丁目 184.45 4168.9 建設局

121902-02208 上新庄駅自転車駐車場管理ボックス1 東淀川区 瑞光１丁目 1.44 建設局

121902-02211 上新庄駅自転車駐車場管理事務所 東淀川区 瑞光１丁目 12 建設局

121601-12361 瑞光寺公園 東淀川区 瑞光２丁目 10092.53 建設局

121602-00365 瑞光寺公園 東淀川区 瑞光２丁目 227.94 建設局

560307-00178 瑞光寺住宅 東淀川区 瑞光２丁目 7381.81 5801.8 都市整備局

121601-12360 瑞光3公園 東淀川区 瑞光３丁目 264 355 建設局

121902-02674 瑞光四丁目駅自転車駐車場 東淀川区 瑞光３丁目 452.28 建設局

062507-00155 大隅西老人憩の家 東淀川区 瑞光３丁目 1108.19 228.18 福祉局

121601-12014 瑞光4公園 東淀川区 瑞光４丁目 979.5 建設局

560307-00180 瑞光第2住宅 東淀川区 瑞光４丁目 6136.03 357 3979.32 都市整備局

270117-10009 大隅東会館 東淀川区 瑞光４丁目 110.98 東淀川区役所

420210-00284 大隅東小学校 東淀川区 瑞光５丁目 13240.7 6873.21 教育委員会事務局

121601-12646 東淀川開発3号公園 東淀川区 瑞光５丁目 219.41 建設局

560307-00179 瑞光住宅 東淀川区 瑞光５丁目 17424.03 18852.39 都市整備局

121601-12468 大隅東公園 東淀川区 瑞光通６丁目 470.41 建設局

062507-00156 大隅東老人憩の家 東淀川区 瑞光通６丁目 338.93 109.52 福祉局

121005-10018 新庄長柄線（菅原） 東淀川区 菅原１丁目 435.44 建設局

560307-10037 菅原第3住宅 東淀川区 菅原１丁目 10043.25 8696.7 都市整備局

121601-12366 菅原天満宮公園 東淀川区 菅原２丁目 3342.59 建設局

560108-00029 ディーゼル機関車上屋（豊里西工区） 東淀川区 菅原２丁目 100.44 都市整備局

270117-10007 菅東集会所 東淀川区 菅原２丁目 54.65 東淀川区役所

121601-12364 菅原公園 東淀川区 菅原３丁目 3679.33 建設局

121601-12878 和合公園 東淀川区 菅原３丁目 722.03 建設局

270117-10019 和合会館 東淀川区 菅原３丁目 90.83 85.74 東淀川区役所

062507-00121 菅原老人憩の家 東淀川区 菅原３丁目 192.92 福祉局

121601-12367 菅原東公園 東淀川区 菅原４丁目 1891.91 建設局

540501-00029 菅原保育園 東淀川区 菅原４丁目 1057.85 582.39 こども青少年局

460108-00080 東淀川消防署 東淀川区 菅原４丁目 1390.24 3376.51 消防局

560307-00183 菅原第2住宅 東淀川区 菅原４丁目 8984.13 361 9061.15 都市整備局

062506-00074 東淀川区在宅サービスセンター 東淀川区 菅原４丁目 695.94 福祉局

420210-00235 菅原小学校 東淀川区 菅原６丁目 11541.66 6225.35 教育委員会事務局

121601-12365 菅原西公園 東淀川区 菅原６丁目 770.24 建設局

560301-10079 もと菅原住宅 東淀川区 菅原６丁目 816.28 362 都市整備局

560307-00182 菅原住宅 東淀川区 菅原６丁目 3681.31 3394.36 都市整備局

121601-12368 菅原北公園 東淀川区 菅原７丁目 1993.38 建設局

12ZZZZ-00755 新庄材料置場 東淀川区 菅原７丁目 782.91 364 建設局

121602-00372 菅原北公園 東淀川区 菅原７丁目 32.4 建設局

062506-00044 菅原地域在宅サービスステーション 東淀川区 菅原７丁目 327.63 福祉局

121902-02676 だいどう豊里駅自転車駐車場 東淀川区 大桐１丁目 666.09 建設局

560307-00224 大桐住宅 東淀川区 大桐１丁目 31445.08 27227.77 都市整備局

062506-00054 大桐地域在宅サービスステーション 東淀川区 大桐１丁目 519.17 福祉局

120907-00342 大阪高槻線（東淀川）（管財課） 東淀川区 大桐２丁目 2.49 建設局

121601-12204 今在家公園 東淀川区 大桐２丁目 2586.07 建設局

121601-12239 三宝寺西公園 東淀川区 大桐２丁目 469.78 建設局

540502-00052 西大道保育所 東淀川区 大桐２丁目 440.47 こども青少年局

560307-00199 西大道第3住宅 東淀川区 大桐２丁目 4152.81 5671.53 都市整備局

121601-12466 大桐公園 東淀川区 大桐３丁目 1686.49 建設局
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270117-10008 大桐地域福祉会館 東淀川区 大桐３丁目 81.73 東淀川区役所

062507-00153 大桐地域ウェルフェアセンター老人憩の家 東淀川区 大桐３丁目 275.08 福祉局

062507-00154 大桐老人憩の家 東淀川区 大桐３丁目 70.74 81.73 福祉局

420210-00281 大桐小学校 東淀川区 大桐４丁目 13359.46 7719.49 教育委員会事務局

420210-00282 大桐中学校 東淀川区 大桐４丁目 15950.66 6085.86 教育委員会事務局

121601-12627 東大道公園 東淀川区 大桐４丁目 2243.4 建設局

062207-00005 救護施設淀川寮 東淀川区 大桐４丁目 4378.68 4350.08 福祉局

062206-00001 自立支援センター淀川 東淀川区 大桐４丁目 412.96 福祉局

121601-12467 大隅公園 東淀川区 大桐５丁目 3080.99 建設局

560307-00404 北大桐住宅 東淀川区 大桐５丁目 14324.12 16230.17 都市整備局

420210-00296 大道南小学校 東淀川区 大道南１丁目 10000.27 5997.85 教育委員会事務局

120907-00302 国道４７９号（東淀川）（管財課） 東淀川区 大道南１丁目 1134.79 建設局

121601-12959 竹間公園 東淀川区 大道南１丁目 2500.25 建設局

121601-12980 能条東公園 東淀川区 大道南１丁目 1500.04 建設局

560108-00034 もと区画整理事業用地（東淀川東部第1工区） 東淀川区 大道南１丁目 152.96 910 都市整備局

560307-00227 大道南住宅 東淀川区 大道南１丁目 14350.38 20045.59 都市整備局

560307-00345 南大道第2住宅 東淀川区 大道南１丁目 8758.35 8023.61 都市整備局

062507-00162 大道南老人憩の家 東淀川区 大道南１丁目 200.09 福祉局

121601-12950 大道公園 東淀川区 大道南２丁目 1200.07 建設局

121601-12981 能條公園 東淀川区 大道南３丁目 1246.71 建設局

420210-00220 新東淀中学校 東淀川区 豊里１丁目 15753.64 7456.38 教育委員会事務局

120114-10045 十三吹田線（基金） 東淀川区 豊里１丁目 5799.95 建設局

120114-10046 淀川北岸線（基金） 東淀川区 豊里１丁目 3811.02 建設局

120114-10047 新庄長柄線（菅原）（基金） 東淀川区 豊里１丁目 29.35 建設局

120114-10048 歌島豊里線（基金） 東淀川区 豊里１丁目 873.18 建設局

120907-00389 道路（東淀川）（管財課） 東淀川区 豊里１丁目 1060290.86 建設局

121601-12808 北淀公園 東淀川区 豊里１丁目 5333.24 建設局

270117-10018 豊里西会館 東淀川区 豊里１丁目 180.97 118.59 東淀川区役所

121601-12238 三番公園 東淀川区 豊里２丁目 3011.07 建設局

121601-12776 豊里三角公園 東淀川区 豊里２丁目 1992.05 建設局

540502-00111 豊里第2保育所 東淀川区 豊里２丁目 641.04 こども青少年局

121601-12830 野村公園 東淀川区 豊里３丁目 1333.02 建設局

420210-00465 豊里小学校 東淀川区 豊里５丁目 14680.01 7630.05 教育委員会事務局

420210-00466 豊里南小学校 東淀川区 豊里５丁目 5909 教育委員会事務局

121601-12777 豊里中央公園 東淀川区 豊里５丁目 18146.13 建設局

121602-00786 豊里中央公園 東淀川区 豊里５丁目 19.2 建設局

560108-00042 もと区画整理事業用地（豊里工区） 東淀川区 豊里５丁目 614.8 368 都市整備局

560108-10011 豊里郷土資料館 東淀川区 豊里５丁目 370.53 1806 都市整備局

560307-00395 豊里住宅 東淀川区 豊里５丁目 53103.11 37178.47 都市整備局

560108-00103 豊里郷土史料館（豊里工区） 東淀川区 豊里５丁目 297.15 ○ 都市整備局

270117-10017 豊里会館 東淀川区 豊里５丁目 284 東淀川区役所

420210-00391 東淀中学校 東淀川区 豊里６丁目 20049.6 8393.31 教育委員会事務局

270117-10005 三番町会館 東淀川区 豊里６丁目 76 東淀川区役所

121601-12775 豊里さつき公園 東淀川区 豊里７丁目 2493.37 建設局

540502-00110 豊里第1保育所 東淀川区 豊里７丁目 650.96 こども青少年局

540109-00046 もと豊里第1保育所 東淀川区 豊里７丁目 356.56 こども青少年局

540502-00135 豊里第1保育所 東淀川区 豊里７丁目 657.28 こども青少年局

560108-10012 西大道児童遊園 東淀川区 豊里７丁目 205.02 都市整備局

560307-00396 豊里第2住宅 東淀川区 豊里７丁目 15953.58
1807/1808/
1809

13586.48 都市整備局

560307-10101 もと豊里第2住宅 東淀川区 豊里７丁目 7020.29 都市整備局

620101-00007 もと運送業振興施設 東淀川区 西淡路１丁目 1694.29 369/1478 経済戦略局

620601-00039 産業振興事業用地（東淀川区西淡路） 東淀川区 西淡路１丁目 2377.89 経済戦略局

530201-00157 区画整理取得地 東淀川区 西淡路１丁目 889.45 契約管財局

121601-12319 新駅工区開発2号広場 東淀川区 西淡路１丁目 1587.72 建設局

121601-12320 新駅工区開発3号広場 東淀川区 西淡路１丁目 3183.1 建設局

121601-12702 日之出公園 東淀川区 西淡路１丁目 8409.8 建設局

121601-12705 日之出北公園 東淀川区 西淡路１丁目 1248.1 建設局

121002-00062 新大阪ポンプ場 東淀川区 西淡路１丁目 92.13 建設局

121602-00711 日之出公園 東淀川区 西淡路１丁目 19.2 建設局

121902-01920 ＪＲ新大阪駅自転車駐車場 東淀川区 西淡路１丁目 662.13 建設局

121902-02229 新大阪駅東口自転車駐車場管理ボックス 東淀川区 西淡路１丁目 1.44 建設局

121902-02497 東淀川駅自転車駐車場管理ボックス 東淀川区 西淡路１丁目 12.96 建設局

030404-00008 もと市民交流センターひがしよどがわ 東淀川区 西淡路１丁目 2449.21 1710 3317.58 ○ 市民局

030404-00014 もと東淀川人権文化センター 東淀川区 西淡路１丁目 74.75 ○ 市民局

560301-10072 もと日之出住宅 東淀川区 西淡路１丁目 2003.07 1477 都市整備局

560307-00356 日之出住宅附帯駐車場 東淀川区 西淡路１丁目 1484.2 都市整備局

560307-00360 日之出北住宅 東淀川区 西淡路１丁目 5925.73 16112.75 都市整備局

270117-10020 西淡路集会所 東淀川区 西淡路１丁目 245.15 東淀川区役所

060106-00024 日之出墓地 東淀川区 西淡路１丁目 297.52 福祉局

062405-00055 知的障がい者授産施設　西淡路希望の家 東淀川区 西淡路１丁目 562.84 福祉局

590201-00021 もと日之出診療所 東淀川区 西淡路２丁目 401.33 993 633.22 ○ 健康局

120114-00018 建設局資材置場 東淀川区 西淡路２丁目 7.91 建設局

121601-12704 日之出南公園 東淀川区 西淡路２丁目 2622.49 建設局

12ZZZZ-00328 下水道用地（東淀川） 東淀川区 西淡路２丁目 143877.78 建設局

460108-00084 東淀川消防署西淡路出張所 東淀川区 西淡路２丁目 278.79 706.22 消防局

062405-00005 もと日之出共同作業場 東淀川区 西淡路２丁目 237.21 992 449.9 ○ 福祉局

062507-00010
もと軽費老人ホーム日之出荘・
地域活動支援プラザ新大阪

東淀川区 西淡路２丁目 1138.81 1330 2164.13 ○ 福祉局

121601-12703 淡路地域在宅サービスステーション 東淀川区 西淡路２丁目 339.35 福祉局

060106-00334 もと日之出理髪館 東淀川区 西淡路２丁目 1330 40.8 ○ 福祉局

550201-00000 もと共同利用施設（西淡路センター） 東淀川区 西淡路３丁目 503.49 1403 509.95 ○ 環境局

420210-00258 もと西淡路小学校（西淡路3丁目） 東淀川区 西淡路３丁目 13229.83 1711 8265.54 ○ 教育委員会事務局

121601-12414 西淡路公園 東淀川区 西淡路３丁目 3722.88 建設局

121602-01617 西淡路公園 東淀川区 西淡路３丁目 19.2 建設局

420210-00310 淡路中学校 東淀川区 西淡路４丁目 21483.6 14414.12 教育委員会事務局

121601-12359 須賀森公園 東淀川区 西淡路４丁目 2862.76 建設局

121602-00363 須賀森公園 東淀川区 西淡路４丁目 20.59 建設局

560301-00039 西淡路住宅用地 東淀川区 西淡路４丁目 2983.11 375-1 都市整備局
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270117-10003 引江集会所 東淀川区 西淡路４丁目 150 東淀川区役所

550301-00026 国次霊園 東淀川区 西淡路５丁目 2105.57 環境局

420210-00309 西淡路小学校 東淀川区 西淡路５丁目 8897.78 5679.15 教育委員会事務局

540502-00054 西淡路第2保育所 東淀川区 西淡路５丁目 1003.79 555.26 こども青少年局

540201-00026 もと東淀川児童館 東淀川区 西淡路５丁目 531.5 ○ こども青少年局

560307-00411 北陽第2住宅 東淀川区 西淡路５丁目 7155.96 376/1712 2704.29 都市整備局

560307-10047 淡路住宅 東淀川区 西淡路５丁目 11334.69 都市整備局

560307-10046 淡路住宅 東淀川区 西淡路５丁目 9029.92 都市整備局

062405-00047 淡路こども園 東淀川区 西淡路５丁目 1200.06 福祉局

12ZZZZ-00549 国次抽水所 東淀川区 西淡路６丁目 3875.73 2685.42 建設局

560307-00410 北陽住宅 東淀川区 西淡路６丁目 19292.88 27274.58 都市整備局

560307-10042 西淡路住宅 東淀川区 西淡路６丁目 12894.2 12995 都市整備局

560307-00358 日之出第3住宅 東淀川区 西町 690.55 2086.06 都市整備局

420506-10003 特別教育支援センター（インクルーシブ教育推進室） 東淀川区 東淡路１丁目 1732.42 1432.55 教育委員会事務局

420605-00022 東淀川図書館 東淀川区 東淡路１丁目 1208.53 教育委員会事務局

620701-00035 東淀川スポーツセンター 東淀川区 東淡路１丁目 3311.86 3619.71 経済戦略局

620701-00036 東淀川屋内プール 東淀川区 東淡路１丁目 4848.69 6217.3 経済戦略局

030404-10011 もと男女共同参画センター北部館 クレオ大阪北 東淀川区 東淡路１丁目 1953.58 1617.65 ○ 市民局

560307-00323 東淡路第2住宅 東淀川区 東淡路１丁目 27489.53 32159.1 都市整備局

270117-10013 東淀川区民会館 東淀川区 東淡路１丁目 1002.23 東淀川区役所

062506-00093
特別養護老人ホームジュネス・
柴島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エフォール

東淀川区 東淡路１丁目 3400.12 福祉局

550301-00078 もと東淡路詰所 東淀川区 東淡路２丁目 338.62 環境局

121005-10015 歌島豊里線 東淀川区 東淡路２丁目 873.18 建設局

121601-12629 東淡路南公園 東淀川区 東淡路２丁目 2217.25 建設局

560110-00000 減歩緩和用地（淡路駅周辺地区） 東淀川区 東淡路２丁目 102.41 都市整備局

270117-10011 東淡路会館 東淀川区 東淡路２丁目 145.16 東淀川区役所

062507-00209 東淡路老人憩の家 東淀川区 東淡路２丁目 261.05 102.13 福祉局

420210-00380 東淡路小学校 東淀川区 東淡路３丁目 12488.5 7799.93 教育委員会事務局

560307-00322 東淡路住宅 東淀川区 東淡路３丁目 14598.6 1555-1 15905.41 都市整備局

270117-10021 東淡路集会所 東淀川区 東淡路３丁目 318.68 85.58 東淀川区役所

121601-12628 東淡路町公園 東淀川区 東淡路４丁目 4761.32 建設局

121902-02669 淡路駅自転車駐車場 東淀川区 東淡路４丁目 158 建設局

560110-00001 公共施設充当用地（淡路駅周辺地区） 東淀川区 東淡路４丁目 15860.98 都市整備局

560110-00116 区画整理事業用地（もと公園用地・淡路駅周辺地区） 東淀川区 東淡路４丁目 751.35 都市整備局

560307-00324 東淡路第3住宅 東淀川区 東淡路４丁目 1114.87 6447.29 都市整備局

560110-00002 淡路駅周辺地区土地区画整理事業　仮設建物（2） 東淀川区 東淡路４丁目 492.03 都市整備局

560110-00003 淡路駅周辺地区土地区画整理事業仮設建物 東淀川区 東淡路４丁目 298.01 都市整備局

121601-12242 山口本町公園 東淀川区 東中島１丁目 1439.94 建設局

121002-00167 東中島ポンプ場 東淀川区 東中島１丁目 47.44 建設局

540103-00010 青少年文化創造ステーション 東淀川区 東中島１丁目 3385.44 こども青少年局

540103-00009 青少年センター 東淀川区 東中島１丁目 8667.13 こども青少年局

560307-00126 山口第2住宅 東淀川区 東中島１丁目 3587.2 3499.16 都市整備局

620601-00065 南方商業施設 東淀川区 東中島２丁目 609.85 622.15 経済戦略局

620601-00066 南方商業振興施設 5号館生協 東淀川区 東中島２丁目 274.46 経済戦略局

590201-00020 もと南方診療所 東淀川区 東中島２丁目 511.42 994 376.72 ○ 健康局

121601-12692 南方公園 東淀川区 東中島２丁目 2793.22 建設局

121601-12693 南方南公園 東淀川区 東中島２丁目 1885.1 381 建設局

121601-12694 南方南公園整備事業 東淀川区 東中島２丁目 96.46 建設局

121601-12695 南方北公園 東淀川区 東中島２丁目 474.8 建設局

121601-12976 南方公園整備事業 東淀川区 東中島２丁目 98.29 建設局

540502-00098 南方保育所 東淀川区 東中島２丁目 1789.7 1029.52 こども青少年局

560301-00010 もと南方住宅 東淀川区 東中島２丁目 53.43 都市整備局

560307-00352 南方住宅 東淀川区 東中島２丁目 15716.07 26735.92 都市整備局

060106-00007 もと南方地区共同浴場 東淀川区 東中島２丁目 4.97 福祉局

062506-00035 南方地域在宅サービスステーション 東淀川区 東中島２丁目 599.86 福祉局

550301-00033 山口霊園 東淀川区 東中島３丁目 2109.21 環境局

550301-00102 もと山口霊園 東淀川区 東中島３丁目 356.89 386 環境局

420210-00320 もと東淀川特別支援学校 東淀川区 東中島３丁目 502.12 教育委員会事務局

420410-00010 もと東淀川区東中島事業用地 東淀川区 東中島３丁目 430.28 388 教育委員会事務局

420410-00011 もと飛鳥青少年会館 東淀川区 東中島３丁目 3213.93 387-3 2217.67 ○ 教育委員会事務局

620601-00015
もと小売市場施設（東淀川区）
もと飛鳥小売市場民営化事業施設

東淀川区 東中島３丁目 1815.41 1233 経済戦略局

121601-12362 崇禅寺公園 東淀川区 東中島３丁目 1627.73 建設局

121601-12725 飛鳥公園 東淀川区 東中島３丁目 1059.15 387-1 建設局

121601-12974 もと東淀川区東中島事業用地 東淀川区 東中島３丁目 426.4 389-1 建設局

540502-10014 あすか保育園 東淀川区 東中島３丁目 577.6 こども青少年局

540502-10019 もとあすか保育所 東淀川区 東中島３丁目 1524.96 1714 こども青少年局

560301-10055 飛鳥住宅 東淀川区 東中島３丁目 528.91 都市整備局

560301-10145 もと飛鳥住宅 東淀川区 東中島３丁目 159.27 1101-1/1101-2 都市整備局

560307-00375 飛鳥住宅 東淀川区 東中島３丁目 14049.38 1556-1 18924.56 都市整備局

560307-00376 飛鳥西住宅 東淀川区 東中島３丁目 9070.39 18437.62 都市整備局

060106-00023 もと東淀川区東中島事業用地 東淀川区 東中島３丁目 376.45 390-1 福祉局

062506-00046
生活支援ハウス飛鳥ともしび苑・
認知症高齢者グループホーム飛鳥ともしび苑

東淀川区 東中島３丁目 1087.98 福祉局

420210-00122 啓発小学校　中島中学校 東淀川区 東中島４丁目 14918.73 9683.84 教育委員会事務局

420213-00002 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設 東淀川区 東中島４丁目 993.15 教育委員会事務局

620701-00037 東淀川体育館 東淀川区 東中島４丁目 3535.87 3093.38 経済戦略局

121601-12318 新駅2号公園 東淀川区 東中島４丁目 3985.77 建設局

540502-00100 日之出保育所 東淀川区 東中島４丁目 2845.41 1763.51 こども青少年局

560301-00055 東中島住宅 東淀川区 東中島４丁目 2623.47
392/393/394/
1480

都市整備局

560301-00056 東中島定期借地権事業用地 東淀川区 東中島４丁目 805 都市整備局

560301-00144 もと東中島住宅 東淀川区 東中島４丁目 2329.28 395/1481 都市整備局

560307-00359 日之出第4住宅 東淀川区 東中島４丁目 3548.6 399 2670.65 都市整備局

560307-10057 東中島住宅 東淀川区 東中島４丁目 3268.14
392/393/394/
1480

2389.78 都市整備局

560110-00006 淡路土地区画整理事務所 東淀川区 東中島４丁目 669.23 都市整備局

550201-00019 共同利用施設（啓発センター） 東淀川区 東中島５丁目 492.52 505.75 環境局

120114-00015 熊野大阪線代替地 東淀川区 東中島５丁目 187.36 398 建設局
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560307-00125 山口住宅 東淀川区 東中島５丁目 1336.51 3033.05 都市整備局

560307-00355 日之出住宅 東淀川区 東中島５丁目 16131.64 990 20931.33 都市整備局

560307-10036 崇禅寺住宅 東淀川区 東中島５丁目 27379.42 16188.82 都市整備局

062507-00061 啓発老人憩の家 東淀川区 東中島５丁目 565.03 福祉局

560307-00377 飛鳥北住宅 東淀川区 東中島６丁目 6080.53 400/401 6056.83 都市整備局

530201-00221 東淀川警察署 東淀川区 豊新１丁目 1489 契約管財局

121601-12774 豊北公園 東淀川区 豊新１丁目 980.58 建設局

030404-00000 東淀川区民センター保有地 東淀川区 豊新１丁目 3774.9 402/403/404 市民局

030404-00012 東淀川区民センター建設用地 東淀川区 豊新１丁目 172.52 405 市民局

121601-12457 多幸公園 東淀川区 豊新２丁目 4100.4 建設局

540201-00025 もと東淀川勤労青少年ホーム 東淀川区 豊新２丁目 654.46 ○ こども青少年局

270108-00000 東淀川区役所 東淀川区 豊新２丁目 5188.22 5603.16 東淀川区役所

270117-10015 豊新会館 東淀川区 豊新２丁目 216.78 東淀川区役所

270117-10016 豊新福祉会館 東淀川区 豊新２丁目 281.96 135.35 東淀川区役所

270117-00000 東淀川区保健福祉センター 東淀川区 豊新２丁目 1332.65 東淀川区役所

270117-10012 東淀川区民ホール 東淀川区 豊新２丁目 940.1 東淀川区役所

062405-00032 障がい福祉サービス事業所　ワークセンター豊新 東淀川区 豊新２丁目 500.62 福祉局

062506-00090 特別養護老人ホームさわやか苑 東淀川区 豊新２丁目 3348.87 福祉局

121601-12873 六原公園 東淀川区 豊新３丁目 1988.33 建設局

420210-00463 豊新小学校 東淀川区 豊新４丁目 10184.09 6216.67 教育委員会事務局

121601-12023 かぶと公園 東淀川区 豊新４丁目 4605.99 建設局

062507-00253 豊新老人憩の家 東淀川区 豊新４丁目 207.89 111.78 福祉局

460108-00085 東淀川消防署豊里出張所 東淀川区 豊新５丁目 433.1 201.51 消防局

560108-10013 アポロ児童遊園 東淀川区 豊新５丁目 196.91 都市整備局

560307-10064 豊新住宅 東淀川区 豊新５丁目 7879.1 9194.51 都市整備局

560307-00334 南江口第2住宅 東淀川区 南江口１丁目 41976.94 48236.32 都市整備局

560307-00333 南江口第1住宅 東淀川区 南江口２丁目 24727.57 26334.92 都市整備局

560307-10061 南江口住宅 東淀川区 南江口２丁目 19141.39 16068.97 都市整備局

550502-10008 東淀工場 東淀川区 南江口３丁目 16430.92 環境局

550505-00011 東淀工場附帯施設 エコホール江口 東淀川区 南江口３丁目 1415.08 560.91 環境局

550505-00025 東淀工場（局管理分） 東淀川区 南江口３丁目 374.03 環境局

121601-12667 南江口公園 東淀川区 南江口３丁目 1906.18 建設局

121601-12668 南江口北公園 東淀川区 南江口３丁目 915.26 建設局

12ZZZZ-00613 三千樋揚水場 東淀川区 南江口３丁目 363.63 214.53 建設局

560307-00335 南江口第5住宅 東淀川区 南江口３丁目 14704.48 407 13183.1 都市整備局


