
【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

121601-12709 猫間川公園 生野区 生野西１丁目 1,031.45 建設局

540109-00029 生野児童遊園 生野区 生野西２丁目 479.56 こども青少年局

121601-12390 生野西公園 生野区 生野西３丁目 762.12 建設局

420210-00248 生野中学校 生野区 生野西３丁目 19,599.17 11,204.10 教育委員会事務局

420210-00256 西生野小学校 生野区 生野西３丁目 9,745.17 6,273.51 教育委員会事務局

420308-00003 もと生野学校業務サービスセンター 生野区 生野西３丁目 50.78 ○ 教育委員会事務局

062507-00135 西生野会館老人憩の家 生野区 生野西４丁目 368.32 福祉局

121601-12389 生野西4公園 生野区 生野西４丁目 1,830.31 建設局

550301-00047 生野東詰所 生野区 生野東１丁目 656.36 57.84 環境局

560706-00004 生野東第1住宅地区改良事業用地 生野区 生野東１丁目 30,098.93
995-1/1104-1/1235-1/1333-1/
1483/1902/1404/1557/1620/171
5/1811/415-1

都市整備局

121005-10004 河堀口舎利寺線 生野区 生野東１丁目 1,459.51 建設局

060106-00015 弘済院生野公舎 生野区 生野東２丁目 186.91 福祉局

062506-00049 生野東地域在宅サービスステーション 生野区 生野東２丁目 500.00 福祉局

420210-00246 生野工業高等学校 生野区 生野東２丁目 22,301.73 17,827.36 教育委員会事務局

560706-00003 生野東第1住宅地区改良事業 生野区 生野東３丁目 1,041.56 都市整備局

560706-00005 生野東第2住宅地区改良事業用地 生野区 生野東３丁目 2,632.79
995-1/1235-1/1333-1/
1483/1404/415-1

都市整備局

121601-12392 生野東公園 生野区 生野東３丁目 13,107.03 建設局

540201-00056 生野児童館 生野区 生野東４丁目 5,537.19 こども青少年局

540502-10006 南生野いちょう保育園 生野区 生野東４丁目 640.84 こども青少年局

560706-00002 生野東住宅 生野区 生野東４丁目 13,944.39 415-1 27,655.29 都市整備局

121601-12391 生野東4公園 生野区 生野東４丁目 1,758.54 建設局

121601-12676 南生野公園 生野区 生野東４丁目 186.12 414 建設局

121601-12677 南生野公園整備事業 生野区 生野東４丁目 55.23 建設局

121601-12282 勝山北公園 生野区 勝山北１丁目 375.24 建設局

121902-02499 桃谷駅自転車駐車場 生野区 勝山北１丁目 740.59 793.16 建設局

530201-00189 生野警察署 生野区 勝山北３丁目 1,920.65 契約管財局

530201-00262 府警生野単身寮 生野区 勝山北３丁目 469.85 契約管財局

062506-00076 特別養護老人ホームあじさいの里・生野区在宅サービスセンター 生野区 勝山北３丁目 1,633.98 福祉局

062507-00214 東桃谷老人憩の家 生野区 勝山北３丁目 289.69 福祉局

121601-12929 勝山北3公園 生野区 勝山北３丁目 588.41 416 建設局

460108-00044 生野消防署勝山出張所 生野区 勝山北３丁目 333.88 714.42 消防局

420210-00197 桃谷中学校（もと勝山中学校） 生野区 勝山北３丁目 9,502.25 7,310.87 教育委員会事務局

420210-00387 東桃谷小学校 生野区 勝山北３丁目 10,922.76 4,926.24 教育委員会事務局

290113-00003 生野区民センター 生野区 勝山北３丁目 2,284.41 2,144.21 生野区役所

550201-00049 大気汚染常時監視測定局（勝山中学校） 生野区 勝山北３丁目 33.62 環境局

530201-00139 過小地（河川埋立地） 生野区 勝山北４丁目 8,818.34 契約管財局

062405-00040 障がい福祉サービス事業所　豊生園 生野区 勝山北４丁目 847.43 福祉局

420210-00348 桃谷中学校（もと鶴橋中学校） 生野区 勝山北４丁目 9,676.03 6,281.86 教育委員会事務局

530201-00240 廃道（生野） 生野区 勝山南１丁目 24.50 契約管財局

062507-00000 もと勝山南老人憩の家 生野区 勝山南１丁目 108.43 417 102.06 ○ 福祉局

120907-00400 廃道（生野） 生野区 勝山南１丁目 85.98 建設局

121601-12281 勝山西公園 生野区 勝山南１丁目 766.99 建設局

420210-00196 勝山小学校 生野区 勝山南１丁目 8,736.84 4,856.26 教育委員会事務局

290113-00002 勝山連合地域集会所 生野区 勝山南１丁目 316.81 生野区役所

560706-00000 まちかど広場（生野南部地区） 生野区 勝山南３丁目 1,593.10 都市整備局

560706-00001 勝山南住宅 生野区 勝山南３丁目 2,392.13 3,568.48 都市整備局

120907-00378 道路（生野）（管財課） 生野区 勝山南３丁目 289,829.45 建設局

121002-00178 道路（生野）（道路維持担当） 生野区 勝山南３丁目 104.88 建設局

121601-12170 御勝山南公園 生野区 勝山南３丁目 7,701.01 建設局

290106-00000 もと生野区保健福祉センター 生野区 勝山南３丁目 1,342.34 418 生野区役所

290106-00002 生野区役所 生野区 勝山南３丁目 5,432.69 418 8,277.75 生野区役所

290106-00001 生野区保健福祉センター 生野区 勝山南３丁目 4,410.18 生野区役所

062507-00095 舎利寺会館老人憩の家 生野区 勝山南４丁目 329.47 福祉局

062507-00128 生野区老人福祉センター 生野区 勝山南４丁目 1,200.00 900.81 福祉局

121601-12262 舎利寺中央公園 生野区 勝山南４丁目 6,373.31 建設局

460108-00031 消防局生野分室 生野区 勝山南４丁目 1,958.97 662.77 消防局

420210-00181 舎利寺小学校 生野区 勝山南４丁目 8,659.62 4,395.63 教育委員会事務局

500199-00107 生野備蓄倉庫 生野区 勝山南４丁目 1,935.10 危機管理室

420605-00013 生野図書館 生野区 勝山南４丁目 893.80 教育委員会事務局

540502-00048 生野保育所 生野区 舎利寺１丁目 627.70 400.54 こども青少年局

460108-00042 生野消防署 生野区 舎利寺１丁目 1,431.09 1,458.42 消防局

460108-00043 生野災害待機宿舎 生野区 舎利寺１丁目 89.42 消防局

560307-00310 田島住宅 生野区 舎利寺２丁目 6,110.04 7,463.06 都市整備局

121601-12261 舎利寺公園 生野区 舎利寺３丁目 654.54 建設局

420210-00247 生野小学校 生野区 舎利寺３丁目 7,458.23 5,819.84 教育委員会事務局

121601-12288 小路西公園 生野区 小路２丁目 849.83 建設局

121902-02189 小路駅自転車駐車場 生野区 小路２丁目 298.31 建設局

420210-00200 小路小学校 生野区 小路２丁目 7,869.38 4,423.32 教育委員会事務局

062405-00020 障がい福祉サービス事業所　いわき生野学園 生野区 小路３丁目 1,051.29 福祉局

540501-00025 小路保育園 生野区 小路３丁目 1,703.22 479.67 こども青少年局

121601-12290 小路南公園 生野区 小路３丁目 1,113.75 建設局

062507-00106 小路老人憩の家 生野区 小路３丁目 102.72 福祉局

121601-12287 小路公園 生野区 小路東２丁目 799.09 建設局

121601-12289 小路東公園 生野区 小路東２丁目 1,286.48 建設局

121902-02195 小路駅自転車駐車場管理事務所 生野区 小路東２丁目 3.89 建設局

062507-00207 東小路会館老人憩の家 生野区 小路東３丁目 163.12 福祉局

420210-00378 東小路小学校 生野区 小路東３丁目 7,282.64 4,621.27 教育委員会事務局

120907-00299 国道４７９号（生野）（管財課） 生野区 小路東４丁目 37,187.19 建設局

121601-12330 新今里公園 生野区 新今里２丁目 8,558.67 建設局
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062507-00210 東中川会館老人憩の家 生野区 新今里３丁目 174.87 福祉局

620601-00036 今里小売市場民営活性化事業施設 生野区 新今里４丁目 1,071.36 経済戦略局

121902-02088 近鉄今里駅自転車駐車場管理ボックス 生野区 新今里４丁目 1.44 建設局

121902-02089 近鉄今里駅自転車駐車場管理事務所 生野区 新今里４丁目 4.80 建設局

121904-00010 運河（生野） 生野区 新今里５丁目 39,108.79 建設局

460108-00046 生野消防署中川出張所 生野区 新今里５丁目 222.70 211.46 消防局

121601-12329 新今里6公園 生野区 新今里６丁目 162.73 建設局

540502-10020 東生野愛育園 生野区 新今里７丁目 1,028.09 こども青少年局

121601-12630 東中川公園 生野区 新今里７丁目 5,067.76 建設局

420210-00379 東生野中学校 生野区 新今里７丁目 14,220.66 8,782.87 教育委員会事務局

420210-00382 東中川小学校 生野区 新今里７丁目 9,467.87 5,827.00 教育委員会事務局

12ZZZZ-01167 田島工営所 生野区 田島１丁目 2,684.66 2,294.33 建設局

120907-00325 大阪環状線（生野）（管財課） 生野区 田島２丁目 10,846.64 建設局

121601-12605 田島公園 生野区 田島３丁目 3,712.15 建設局

420210-00363 田島小学校 生野区 田島３丁目 9,596.68 2,703.20 教育委員会事務局

062507-00198 田島老人憩の家 生野区 田島４丁目 224.24 福祉局

121601-12604 田島4公園 生野区 田島４丁目 275.31 建設局

121601-12013 新田島公園 生野区 田島５丁目 495.37 建設局

121601-12606 田島南公園 生野区 田島５丁目 512.39 建設局

420210-00364 田島中学校 生野区 田島５丁目 17,416.76 6,279.29 教育委員会事務局

121601-12512 巽北西公園 生野区 巽北１丁目 1,481.95 建設局

420210-00294 大池中学校 生野区 巽北１丁目 10,078.45 6,262.43 教育委員会事務局

420210-00468 北巽小学校 生野区 巽北１丁目 8,256.16 6,557.09 教育委員会事務局

540201-00011 もと生野勤労青少年ホーム 生野区 巽北２丁目 1,842.19 618.37 ○ こども青少年局

560307-00240 巽北住宅 生野区 巽北２丁目 1,028.08 2,153.47 都市整備局

121601-12957 巽北さくら公園 生野区 巽北２丁目 1,154.60 建設局

062507-00258 北巽会館老人憩の家 生野区 巽北２丁目 108.20 福祉局

290113-00006 北巽集会所 生野区 巽北２丁目 100.59 生野区役所

120907-00348 大阪八尾線（生野）（管財課） 生野区 巽北４丁目 49,354.57 建設局

121601-12511 巽北公園 生野区 巽北４丁目 1,150.59 建設局

121902-02615 北巽駅自転車駐車場 生野区 巽北４丁目 442.86 建設局

540501-00037 巽保育園 生野区 巽中１丁目 402.32 440.76 こども青少年局

550309-00000 東部環境事業センター 生野区 巽中１丁目 5,106.57 6,029.46 環境局

560307-00239 巽住宅 生野区 巽中１丁目 2,612.54 9,192.31 都市整備局

121601-12503 巽西足代公園 生野区 巽中１丁目 1,692.60 建設局

121601-12507 巽中東公園 生野区 巽中１丁目 2,208.27 建設局

121904-00023 河川敷（生野） 生野区 巽中１丁目 81.02 建設局

121904-00018 加美巽川排水機場 生野区 巽中１丁目 277.34 建設局

062507-00166 巽会館老人憩の家 生野区 巽中２丁目 320.38 福祉局

550301-00063 巽霊園 生野区 巽中２丁目 535.52 環境局

121601-12045 伊賀ヶ西公園 生野区 巽中２丁目 1,025.94 建設局

121601-12505 巽大地北公園 生野区 巽中２丁目 1,127.17 建設局

121601-12504 巽大地公園 生野区 巽中３丁目 1,161.07 建設局

420210-00305 巽小学校 生野区 巽中３丁目 9,366.34 6,839.39 教育委員会事務局

420210-00306 巽中学校 生野区 巽中３丁目 4,958.16 7,135.92 教育委員会事務局

290113-00001 もと生野区役所巽出張所 生野区 巽中３丁目 368.77 生野区役所

120907-00413 平野守口線（生野）（管財課） 生野区 巽中４丁目 460.73 建設局

121601-12506 巽中4公園 生野区 巽中４丁目 1,001.65 建設局

121902-02529 南巽駅自転車駐車場管理ボックス 生野区 巽中４丁目 1.44 建設局

620701-00015 生野スポーツセンター 生野区 巽西１丁目 2,455.97 2,062.30 経済戦略局

121601-12499 巽公園 生野区 巽西１丁目 37,671.70 425-1 建設局

121601-12500 巽西1公園 生野区 巽西１丁目 959.45 建設局

12ZZZZ-00316 下水道用地（生野） 生野区 巽西１丁目 24,335.62 建設局

121602-00504 巽公園 生野区 巽西１丁目 191.85 建設局

121601-12501 巽西みのり公園 生野区 巽西３丁目 1,450.63 建設局

121601-12502 巽西公園 生野区 巽西４丁目 1,288.78 建設局

121601-12498 巽伊賀ヶ公園 生野区 巽東１丁目 608.91 建設局

121601-12513 巽矢柄公園 生野区 巽東１丁目 313.71 建設局

121601-12955 巽東第一公園 生野区 巽東１丁目 842.41 建設局

460108-00045 生野消防署巽出張所 生野区 巽東１丁目 495.86 270.86 消防局

620601-00061 巽小売市場民営活性化事業施設 生野区 巽東２丁目 1,584.08 1,793.80 経済戦略局

560307-00238 巽伊賀住宅 生野区 巽東２丁目 6,171.30 5,096.99 都市整備局

121601-12508 巽東3公園 生野区 巽東３丁目 999.22 建設局

420210-00217 新生野中学校 生野区 巽東３丁目 20,917.90 6,385.06 教育委員会事務局

420210-00307 巽東小学校 生野区 巽東３丁目 10,435.00 5,314.00 教育委員会事務局

420308-00002 もと新生野校園営繕園芸事務所 生野区 巽東３丁目 363.00 教育委員会事務局

062506-00114 特別養護老人ホーム瑞光苑・新生野地域在宅サービスステーション 生野区 巽東４丁目 2,803.84 福祉局

062507-00167 巽東会館老人憩の家 生野区 巽東４丁目 226.25 福祉局

121601-12509 巽東公園 生野区 巽東４丁目 1,636.90 建設局

420210-00249 もと生野特別支援学校 生野区 巽東４丁目 964.56 教育委員会事務局

550201-00053 生野地盤沈下観測所 生野区 巽東４丁目 21.16 環境局

121602-01619 巽東緑地 生野区 巽東４丁目 40.90 建設局

121601-12510 巽南公園 生野区 巽南１丁目 1,540.49 建設局

420210-00308 巽南小学校 生野区 巽南２丁目 11,010.57 6,204.97 教育委員会事務局

121601-12680 南巽公園 生野区 巽南３丁目 1,618.69 建設局

121902-02530 南巽駅自転車駐車場管理事務所 生野区 巽南３丁目 9.72 建設局

121601-12977 楠正長史跡公園 生野区 巽南４丁目 577.46 建設局

420210-00218 新巽中学校 生野区 巽南４丁目 18,038.59 5,419.02 教育委員会事務局

121601-12956 巽南ふれあい公園 生野区 巽南５丁目 2,416.13 建設局

290113-00004 巽南連合地域集会施設 生野区 巽南５丁目 197.04 426-2 生野区役所

050601-00019 東部密集市街地再開発用地 生野区 鶴橋１丁目 4,801.09 427 都市計画局

121601-12796 北鶴ふれあい公園 生野区 鶴橋１丁目 2,500.93 建設局

121902-01924 ＪＲ鶴橋駅自転車駐車場 生野区 鶴橋１丁目 564.80 建設局
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121601-12567 鶴橋2公園 生野区 鶴橋２丁目 529.84 建設局

530201-00190 生野署鶴橋交番 生野区 鶴橋３丁目 47.04 契約管財局

062507-00262 北鶴橋老人憩の家 生野区 鶴橋３丁目 86.90 福祉局

121601-12797 北鶴橋公園 生野区 鶴橋３丁目 661.77 建設局

420210-00473 北鶴橋小学校 生野区 鶴橋３丁目 2,466.29 4,662.84 教育委員会事務局

121601-12798 北鶴橋第2公園 生野区 鶴橋４丁目 1,915.35 建設局

530201-10027 もと中川職員公舎１・２号館 生野区 中川２丁目 3,688.52 996-2 契約管財局

530201-10031 もと中川職員公舎５号棟 生野区 中川２丁目 1,624.48 996-1 1,752.46 ○ 契約管財局

062507-00173 中川会館老人憩の家 生野区 中川２丁目 199.21 福祉局

540502-00070 中川保育所 生野区 中川２丁目 812.19 477.93 こども青少年局

121601-12527 中川公園 生野区 中川２丁目 1,069.48 建設局

420210-00316 中川小学校 生野区 中川３丁目 10,204.95 6,720.40 教育委員会事務局

121601-12530 中川南公園 生野区 中川５丁目 836.23 建設局

121601-12526 中川6公園 生野区 中川６丁目 704.13 建設局

550301-00070 鶴橋霊園 生野区 中川西１丁目 2,372.60 環境局

290113-00005 中川連合地域集会所 生野区 中川西１丁目 150.00 生野区役所

121601-12528 中川西公園 生野区 中川西２丁目 826.56 建設局

121601-12529 中川東2公園 生野区 中川東２丁目 746.14 建設局

121005-10032 生野線 生野区 林寺３丁目 158.33 建設局

620601-00025 過小地（もと生野公設市場） 生野区 林寺１丁目 27.69 経済戦略局

062507-00280 林寺会館老人憩の家 生野区 林寺２丁目 394.63 223.86 福祉局

121601-13028 林寺西公園 生野区 林寺２丁目 960.50 建設局

420210-00513 林寺小学校 生野区 林寺２丁目 6,714.04 4,207.75 教育委員会事務局

290113-00007 林寺集会所 生野区 林寺２丁目 102.32 生野区役所

540501-00053 林寺保育園 生野区 林寺４丁目 1,034.95 497.82 こども青少年局

121601-12393 生野南公園 生野区 林寺４丁目 2,455.39 建設局

062507-00129 生野南会館老人憩の家 生野区 林寺６丁目 200.66 福祉局

420210-00250 生野南小学校 生野区 林寺６丁目 10,945.00 3,799.30 教育委員会事務局

121601-12649 桃谷公園 生野区 桃谷１丁目 16,608.46 建設局

121602-00657 桃谷公園 生野区 桃谷１丁目 52.45 建設局

540201-10159 鶴橋幼稚園 生野区 桃谷２丁目 2,345.00 833.50 こども青少年局

420210-00347 桃谷中学校（もと鶴橋小学校） 生野区 桃谷２丁目 8,452.91 5,957.92 教育委員会事務局

620701-00017 生野温水プール 生野区 桃谷３丁目 1,812.04 経済戦略局

530201-00164 契約管財局賃貸地（生野） 生野区 桃谷３丁目 881.07 契約管財局

540501-00052 北桃谷乳児保育園 生野区 桃谷３丁目 1,250.04 こども青少年局

121601-12026 みゆき公園 生野区 桃谷３丁目 654.31 建設局

121601-12650 桃谷南公園 生野区 桃谷３丁目 566.43 建設局

121601-12887 つるのはし跡公園 生野区 桃谷３丁目 70.16 建設局

620701-00016 生野屋内プール 生野区 桃谷３丁目 2,998.85 経済戦略局

062507-00066 御幸森老人憩の家 生野区 桃谷５丁目 270.00 福祉局

540502-00081 もと鶴橋保育所 生野区 桃谷５丁目 686.04 1879 422.19 ○ こども青少年局

121601-12164 御幸森公園 生野区 桃谷５丁目 1,181.75 建設局

121601-12165 御幸森第2公園 生野区 桃谷５丁目 2,775.90 建設局

420210-00126 御幸森小学校 生野区 桃谷５丁目 7,774.76 8,032.61 教育委員会事務局


