
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】
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420210-00153 今里小学校 東成区 大今里１丁目 6755.49 4140.52 教育委員会事務局

121902-02120 今里駅第2自転車駐車場管理事務所 東成区 大今里１丁目 13.39 建設局

540201-10137 今里幼稚園 東成区 大今里１丁目 953.57 797.11 こども青少年局

121601-12948 大今里ふれあい公園 東成区 大今里２丁目 1153.95 建設局

280119-00000 神路連合地域集会所 東成区 大今里２丁目 217.71 東成区役所

530201-00250 廃道（東成） 東成区 大今里３丁目 47.82 契約管財局

120907-00403 廃道（東成） 東成区 大今里３丁目 570.23 建設局

121601-12212 今里西之口公園 東成区 大今里３丁目 1814.84 建設局

121902-02119 今里駅第1自転車駐車場管理事務所 東成区 大今里３丁目 13.39 建設局

121902-02670 地下鉄今里駅自転車駐車場 東成区 大今里３丁目 604.13 建設局

420210-00232 神路小学校 東成区 大今里４丁目 8427.76 7450.3 教育委員会事務局

121601-12471 大今里公園 東成区 大今里４丁目 1616.47 建設局

121602-00476 大今里公園 東成区 大今里４丁目 14.34 建設局

062507-00120 神路老人憩の家 東成区 大今里４丁目 259.37 112 福祉局

530201-00099 もと東成保健所 東成区 大今里西１丁目 94.28 契約管財局

530201-00217 東成警察署 東成区 大今里西１丁目 2611.56 契約管財局

530201-00251 廃道（東成・コミュニティ用地等） 東成区 大今里西１丁目 34.47 契約管財局

121601-12681 南中本公園 東成区 大今里西１丁目 6936 建設局

12ZZZZ-00326 下水道用地（東成） 東成区 大今里西１丁目 16555.78 建設局

12ZZZZ-00574 今里抽水所 東成区 大今里西１丁目 1961.52 197.96 建設局

12ZZZZ-10003 もと下水道用地（東成） 東成区 大今里西１丁目 45.71 建設局

121602-00690 南中本公園 東成区 大今里西１丁目 13.45 建設局

460108-00077 東成消防署 東成区 大今里西１丁目 2299.56 消防局

460108-00125 東成消防署 東成区 大今里西１丁目 3562.77 消防局

280114-00000 東成区保健福祉センター 東成区 大今里西１丁目 1346.84 1297.84 東成区役所

062405-00050 知的障がい者更生施設　東成育成園 東成区 大今里西１丁目 676.26 福祉局

120907-00353 大阪枚岡奈良線（東成）（管財課） 東成区 大今里西２丁目 544.9 建設局

121601-12751 平戸公園 東成区 大今里西２丁目 3044.28 建設局

280114-00001 東成区役所 東成区 大今里西２丁目 2972.47 6192.18 東成区役所

280119-00001 大成地域集会所 東成区 大今里西２丁目 280.73 東成区役所

420210-00289 大成小学校 東成区 大今里西３丁目 6225.15 8902.55 教育委員会事務局

420605-00032 東成図書館 東成区 大今里西３丁目 1501.84 教育委員会事務局

620101-00021 過小地（もと浪速区公設市場代替地） 東成区 大今里西３丁目 4.88 経済戦略局

590201-00003 今里休日急病診療所 東成区 大今里西３丁目 143.63 282.33 健康局

121601-12476 大成公園 東成区 大今里西３丁目 1443.1 建設局

540502-00063 大成保育所 東成区 大今里西３丁目 849.58 439.19 こども青少年局

280119-00003 東成区民センター 東成区 大今里西３丁目 4971.31 東成区役所

062406-10002 もと認定事務センター 東成区 大今里西３丁目 399.21 763.9 ○ 福祉局

062507-00208 東成区老人福祉センター 東成区 大今里西３丁目 447.74 857.7 福祉局

062507-00159 もと大成老人憩の家 東成区 大今里西３丁目 104.02 ○ 福祉局

121601-12213 今里南公園 東成区 大今里南１丁目 670.14 建設局

420210-00454 片江小学校 東成区 大今里南２丁目 7953.63 6142.87 教育委員会事務局

062506-00073 東成区在宅サービスセンター・地域集会所 東成区 大今里南３丁目 812.28 福祉局

121601-12472 大今里南公園 東成区 大今里南４丁目 991.75 建設局

12ZZZZ-01456 片江抽水所 東成区 大今里南４丁目 1614.01 643.55 建設局

062507-00246 片江老人憩の家 東成区 大今里南５丁目 336.79 101.09 福祉局

530201-00098 もと東成警察署片江寮（児童遊園） 東成区 大今里南６丁目 390.1 408 契約管財局

420210-00456 宝栄小学校 東成区 神路１丁目 9431.38 7150.75 教育委員会事務局

121107-00014 運河（東成） 東成区 神路１丁目 33958.67 建設局

12ZZZZ-00784 深江抽水所 東成区 神路１丁目 1530.57 476.63 建設局

062506-00091
特別養護老人ホームサンローズオオサカ・
東陽地域在宅サービスステーション

東成区 神路１丁目 1603.11 福祉局

420210-00275 相生中学校 東成区 神路２丁目 14213.89 7326 教育委員会事務局

121902-02227 新深江駅自転車駐車場管理事務所 東成区 神路４丁目 6.48 建設局

420210-00116 玉津中学校 東成区 玉津１丁目 8499.21 7837.13 教育委員会事務局

420210-00321 中道小学校 東成区 玉津１丁目 9202 4377.5 教育委員会事務局

120907-00388 道路（東成）（管財課） 東成区 玉津１丁目 304239.95 建設局

121601-12144 玉津公園 東成区 玉津１丁目 5967 建設局

530201-00016 その他の土地（東成） 東成区 玉津２丁目 58.99 契約管財局

540501-00001 第二明の守たまつ保育園 東成区 玉津２丁目 500 こども青少年局

050601-00009 公共施設等整備事業用地（東成区玉津） 東成区 玉津２丁目 4107.13 410 都市計画局

560107-10045 たまつ和ひろば（まちかど広場） 東成区 玉津２丁目 373.51 都市整備局

530201-00172 契約管財局賃貸地（東成） 東成区 玉津３丁目 210.61 契約管財局

530201-00273 平野川埋立地（東成） 東成区 玉津３丁目 12.72 契約管財局

121601-12008 玉津南公園 東成区 玉津３丁目 1970.71 建設局

121902-02236 森ノ宮駅自転車駐車場管理ボックス 東成区 中道１丁目 3.89 建設局

420210-00470 北中道小学校 東成区 中道２丁目 6409.32 5562.98 教育委員会事務局

121601-12789 北中道公園 東成区 中道２丁目 1135.09 建設局

540201-10171 北中道幼稚園 東成区 中道２丁目 1972.19 1018.95 こども青少年局

530201-00081 もと疎開跡地（東成） 東成区 中道４丁目 39.16 契約管財局

530201-00218 東成署中道交番 東成区 中道４丁目 49.88 契約管財局

120907-00311 上新庄生野線（東成）（管財課） 東成区 中道４丁目 172.93 建設局

121601-12538 中道中央公園 東成区 中道４丁目 799.35 建設局

560108-00014 肩替地（東成玉造） 東成区 中道４丁目 14.61 都市整備局

280119-00004 北中道連合地域集会所 東成区 中道４丁目 165.25 東成区役所

062507-00259 北中道老人憩の家 東成区 中道４丁目 87.32 福祉局

120907-00365 築港深江線（東成）（管財課） 東成区 中本１丁目 27152.59 建設局

121601-12790 北中本公園 東成区 中本２丁目 1151.93 建設局

420210-00323 中本小学校 東成区 中本４丁目 7709.58 6160.21 教育委員会事務局

530201-00117 もと北中本保育所 東成区 中本４丁目 13.22 契約管財局

530201-00220 東成署中本交番 東成区 中本４丁目 67 契約管財局

540109-00038 北中本児童遊園 東成区 中本４丁目 278.77 411 こども青少年局

540202-00007 東さくら園 東成区 中本４丁目 1097.23 1822.5 こども青少年局

540501-10056 北中本保育園 東成区 中本４丁目 1963.97 こども青少年局

540502-00071 中本保育所 東成区 中本４丁目 495.86 289.43 こども青少年局

540502-10022 民間移管母子生活支援施設建設用地（東さくら園） 東成区 中本４丁目 1218.57 こども青少年局
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560108-00059 区画整理事業用地（東成玉造工区） 東成区 中本４丁目 54.81 都市整備局

062507-00179 中本老人憩の家 東成区 中本４丁目 114.53 67.89 福祉局

121601-12962 中本くすのき公園 東成区 中本５丁目 2615.07 建設局

121601-12620 東今里3号開発公園 東成区 東今里３丁目 134.22 建設局

530201-00219 東成署中道本通警ら連絡所 東成区 東小橋１丁目 37.38 契約管財局

121601-12624 東小橋北公園 東成区 東小橋１丁目 2163 建設局

121902-01918 ＪＲ玉造駅自転車駐車場 東成区 東小橋１丁目 728.1 1024.94 建設局

121602-00632 東小橋北公園 東成区 東小橋１丁目 21.12 建設局

280119-00002 中道地域集会所 東成区 東小橋１丁目 47.24 東成区役所

062507-00177 中道老人憩の家 東成区 東小橋１丁目 99.37 104.34 福祉局

121601-12623 東小橋公園 東成区 東小橋２丁目 9680 建設局

121602-00013 東小橋公園 東成区 東小橋２丁目 21 建設局

540201-10163 東小橋幼稚園 東成区 東小橋２丁目 895 678.28 こども青少年局

420210-00377 東小橋小学校 東成区 東小橋３丁目 4949.95 3672.61 教育委員会事務局

121902-01908 （地）鶴橋駅自転車駐車場 東成区 東小橋３丁目 514.72 建設局

540502-00088 東小橋保育所 東成区 東小橋３丁目 644.62 351.94 こども青少年局

121902-02658 緑橋駅自転車駐車場管理事務所 東成区 東中本１丁目 12.96 建設局

121902-02678 緑橋駅自転車駐車場 東成区 東中本１丁目 330.46 建設局

420210-00384 東中本小学校 東成区 東中本２丁目 10483.85 6469.24 教育委員会事務局

620701-00034 東成スポーツセンター 東成区 東中本２丁目 2688.97 5693.9 経済戦略局

620701-00212 東成屋内プール 東成区 東中本２丁目 2598.06 経済戦略局

121601-12357 神路公園 東成区 東中本２丁目 13725.6 建設局

121602-00361 神路公園 東成区 東中本２丁目 63.72 建設局

540201-10185 東中本幼稚園 東成区 東中本２丁目 1377 730.37 こども青少年局

540502-00091 東中本保育所 東成区 東中本２丁目 668.66 465.86 こども青少年局

540201-00024 もと東成勤労青少年ホーム 東成区 東中本２丁目 507.58 ○ こども青少年局

460108-00079 東成消防署中本出張所 東成区 東中本２丁目 218.18 486.76 消防局

560307-00195 西今里住宅 東成区 東中本２丁目 2361.75 4604.99 都市整備局

062506-00015 介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター（東部館） 東成区 東中本２丁目 2537.16 6287.3 福祉局

062507-00212 東中本老人憩の家 東成区 東中本２丁目 96.67 福祉局

420210-00482 本庄中学校 東成区 東中本３丁目 15337.36 7528.85 教育委員会事務局

120907-00328 大阪環状線（東成）（管財課） 東成区 東中本３丁目 9588.28 建設局

121601-12632 東中本公園 東成区 東中本３丁目 8293.92 建設局

121902-02659 緑橋自転車保管所 東成区 東中本３丁目 1937.09 建設局

121602-00640 東中本公園 東成区 東中本３丁目 6.17 建設局

121902-01849 緑橋自転車保管所管理事務所 東成区 東中本３丁目 31.05 建設局

420210-00228 深江小学校 東成区 深江北１丁目 6286.9 4670.96 教育委員会事務局

121601-12224 阪陽公園 東成区 深江北１丁目 2909.09 建設局

121902-02252 深江橋駅自転車駐車場管理ボックス 東成区 深江北１丁目 12.96 建設局

460108-00078 東成消防署深江出張所 東成区 深江北１丁目 277.68 225.79 消防局

062507-00249 宝栄老人憩の家 東成区 深江北１丁目 160.2 福祉局

420210-00389 東陽中学校 東成区 深江北２丁目 11249.57 6074.44 教育委員会事務局

120907-00293 国道３０８号（東成）（管財課） 東成区 深江北２丁目 18291.65 建設局

121601-12354 深江公園 東成区 深江北２丁目 3877.68 建設局

121602-00358 深江公園 東成区 深江北２丁目 6.17 建設局

121902-02253 深江橋駅自転車駐車場管理事務所 東成区 深江北２丁目 12.96 建設局

121601-12626 東深江公園 東成区 深江北３丁目 3338.84 建設局

121602-00634 東深江公園 東成区 深江北３丁目 19.2 建設局

121601-12410 西深江公園 東成区 深江南１丁目 4016.52 建設局

121601-12675 南深江公園 東成区 深江南２丁目 4195.04 建設局

120907-00347 大阪東大阪線（東成）（管財課） 東成区 深江南３丁目 4890.13 建設局

120907-00415 平野守口線（東成）（管財課） 東成区 深江南３丁目 402.73 建設局

062507-00118 深江老人憩の家 東成区 深江南３丁目 147.04 107.65 福祉局


