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560307-00201 赤川住宅 旭区 赤川１丁目 3,387.13 1903 都市整備局

121601-12433 赤川南公園 旭区 赤川１丁目 705.69 建設局

300107-00005 城北集会所 旭区 赤川１丁目 362.92 104.34 旭区役所

560307-10117 もと赤川住宅 旭区 赤川１丁目 3,314.71 都市整備局

540109-00030 赤川児童遊園 旭区 赤川２丁目 165.18 こども青少年局

540502-00056 もと赤川保育所 旭区 赤川２丁目 542.59 1904 325.78 ○ こども青少年局

460108-00015 旭消防署赤川出張所 旭区 赤川２丁目 317.13 203.88 消防局

560307-00202 赤川西住宅 旭区 赤川３丁目 9,085.91 432 3,425.14 都市整備局

120907-00366 中津太子橋線（旭）（管財課） 旭区 赤川３丁目 6,346.42 建設局

420210-00209 城北小学校 旭区 赤川３丁目 9,984.80 11,341.62 教育委員会事務局

062507-00113 城北老人憩の家 旭区 赤川４丁目 245.71 108.21 福祉局

121601-12432 赤川公園 旭区 赤川４丁目 687.21 建設局

530201-00230 廃溝（旭） 旭区 赤川町 119.00 契約管財局

062507-00127 生江老人憩の家 旭区 生江１丁目 100.00 福祉局

121601-12388 生江南公園 旭区 生江１丁目 1,019.06 建設局

121601-12935 生江西公園 旭区 生江１丁目 911.39 建設局

420210-00244 生江小学校 旭区 生江１丁目 11,624.82 8,863.67 教育委員会事務局

550301-00046 生江霊園 旭区 生江２丁目 608.26 環境局

121601-12387 生江東公園 旭区 生江２丁目 972.13 建設局

030420-00026 もと市民交流センターあさひ西 旭区 生江３丁目 1,411.22 1716-1 3,220.02 ○ 市民局

062506-00047 生江地域在宅サービスステーション 旭区 生江３丁目 349.83 福祉局

062506-00048 生江特別養護老人ホーム白寿荘 旭区 生江３丁目 2,128.53 福祉局

590201-00018 生江診療所 旭区 生江３丁目 346.75 375.51 健康局

540109-00051 もと生江保育所 旭区 生江３丁目 687.09 1880 こども青少年局

540109-00052 もと生江保育所（東部分） 旭区 生江３丁目 10.92 こども青少年局

540502-00047 生江保育所 旭区 生江３丁目 1,090.25 こども青少年局

540502-10004 生江保育所第2所庭 旭区 生江３丁目 881.24 こども青少年局

560301-00033 生江第3地区住宅改良事業用地 旭区 生江３丁目 2,245.35 都市整備局

560301-10106 生江住宅 旭区 生江３丁目 288.57 都市整備局

560307-00171 新生江住宅 旭区 生江３丁目 4,179.06 6,383.86 都市整備局

560307-00185 生江住宅 旭区 生江３丁目 23,407.19 1484-1/1718 21,046.18 都市整備局

121601-12314 城北公園 旭区 生江３丁目 96,481.30 建設局

420410-00020 もと生江青少年会館付設プール 旭区 生江３丁目 1,464.35 1107/1109 174.50 ○ 教育委員会事務局

620601-00046 生江商業施設 旭区 生江３丁目 570.21 経済戦略局

540502-00134 生江保育所 旭区 生江３丁目 868.40 こども青少年局

560307-10080 もと生江住宅 旭区 生江３丁目 4,701.32 都市整備局

121001-10086 菅原城北大橋有料道路管理事務所 旭区 生江３丁目 452.76 ○ 建設局

121602-00318 城北公園 旭区 生江３丁目 1,872.19 建設局

062506-00031 今市地域在宅サービスステーション 旭区 今市１丁目 448.67 福祉局

12ZZZZ-00309 下水道用地（旭） 旭区 今市１丁目 34,025.79 建設局

550301-00041 上辻霊園 旭区 今市２丁目 191.73 環境局

560301-00022 古市処分住宅用地 旭区 今市２丁目 137.61 都市整備局

121601-12205 今市公園 旭区 今市２丁目 552.09 建設局

530201-00011 その他の土地（旭） 旭区 大宮１丁目 548.75 契約管財局

062507-00151 大宮南老人憩の家 旭区 大宮１丁目 316.09 福祉局

590101-10005 もと職員大宮寮 旭区 大宮１丁目 1,585.05 445 2,603.79 ○ 健康局

540502-00061 大宮まぶね保育園 旭区 大宮１丁目 1,175.64 こども青少年局

550501-00022 もと大宮詰所 旭区 大宮１丁目 607.89 446/997 283.51 環境局

121601-12465 大宮南公園 旭区 大宮１丁目 1,006.95 建設局

121902-02335 大宮自転車保管所 旭区 大宮１丁目 2,703.67 429.09 建設局

460108-00012 旭消防署 旭区 大宮１丁目 1,644.78 1,672.36 消防局

300106-00001 旭区役所 旭区 大宮１丁目 4,044.63 5,968.16 旭区役所

300107-10002 旭区自転車駐車場 旭区 大宮１丁目 176.37 旭区役所

460108-00013 旭災害待機宿舎 旭区 大宮１丁目 85.58 消防局

550301-00044 森小路霊園 旭区 大宮３丁目 759.47 環境局

121601-12464 大宮中公園 旭区 大宮３丁目 3,404.42 建設局

121601-12947 大宮ふれあい公園 旭区 大宮４丁目 2,701.01 建設局

420210-00278 大宮小学校 旭区 大宮４丁目 13,149.59 6,910.19 教育委員会事務局

300107-00009 大宮地域集会所 旭区 大宮４丁目 248.89 123.58 旭区役所

530201-10043 もと軌道敷（都島守口線） 旭区 大宮５丁目 1,854.54 契約管財局

062507-00152 大宮北老人憩の家 旭区 大宮５丁目 174.00 102.70 福祉局

540501-00034 大宮保育園 旭区 大宮５丁目 869.70 471.70 こども青少年局

560301-10078 もと城北住宅 旭区 大宮５丁目 642.20 都市整備局

560307-00166 城北住宅 旭区 大宮５丁目 29,135.08 45,721.95 都市整備局

560307-00223 大宮住宅 旭区 大宮５丁目 3,894.35 7,423.87 都市整備局

120907-00371 道路（旭）（管財課） 旭区 大宮５丁目 136,112.77 建設局

120907-00466 もと軌道敷(都島守口線) 旭区 大宮５丁目 99,118.96 建設局

420210-00148 今市中学校 旭区 大宮５丁目 13,888.25 7,654.72 教育委員会事務局

062507-10024 シルバー人材センター清水作業所 旭区 清水２丁目 399.99 191.40 福祉局

540502-00046 清水保育所 旭区 清水２丁目 1,005.07 421.15 こども青少年局

550301-00093 北清水霊園 旭区 清水２丁目 487.79 環境局

121601-12381 清水小公園 旭区 清水２丁目 493.06 建設局

121601-12384 清水南公園 旭区 清水２丁目 1,923.96 建設局

062507-00125 清水老人憩の家 旭区 清水２丁目 166.61 福祉局

530201-00116 もと北清水町会館（コミュニティ用地等） 旭区 清水３丁目 186.07 契約管財局

062506-00002 （仮称）清水特別養護老人ホーム用地 旭区 清水３丁目 235.20 福祉局

062506-00104 特別養護老人ホーム旭さくら苑・養護老人ホーム旭さくら苑・旭東地域在宅サービスステーション 旭区 清水３丁目 3,834.48 福祉局

120907-00312 深野南寺方大阪線（旭）（管財課） 旭区 清水３丁目 2,027.65 建設局

121601-12383 清水中公園 旭区 清水３丁目 276.58 建設局

121601-12385 清水北公園 旭区 清水３丁目 721.98 建設局
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300107-00007 清水地域集会センター 旭区 清水３丁目 374.08 102.60 旭区役所

540502-00127 両国保育所 旭区 清水４丁目 2,096.76 1,039.62 こども青少年局

560307-00184 清水住宅 旭区 清水４丁目 13,077.15 449 11,105.02 都市整備局

560307-00442 両国住宅 旭区 清水４丁目 3,296.59 5,363.30 都市整備局

120907-00296 国道４７９号（旭）（管財課） 旭区 清水４丁目 12,519.08 建設局

121601-12861 両国町公園 旭区 清水４丁目 1,273.62 建設局

420210-00243 清水小学校 旭区 清水４丁目 13,258.18 9,941.29 教育委員会事務局

121902-02672 清水駅自転車駐車場 旭区 清水４丁目 416.27 建設局

530201-00102 もと道路 旭区 清水５丁目 50.86 契約管財局

530201-00123 もと用悪水路（旭） 旭区 清水５丁目 548.24 契約管財局

062405-00015 障がい者小規模作業所　両国福祉作業センター 旭区 清水５丁目 128.92 福祉局

062507-00014 もと地域活動支援プラザ旭 旭区 清水５丁目 881.08 1111 595.37 ○ 福祉局

590201-00024 もと両国診療所 旭区 清水５丁目 315.18 998-1 306.60 ○ 健康局

560307-00443 両国住宅地区改良事業用地 旭区 清水５丁目 2,668.12 都市整備局

560703-00049 両国住宅地区改良事業用地 旭区 清水５丁目 176.32 1559 都市整備局

120907-00412 平野守口線（旭）（管財課） 旭区 清水５丁目 1,938.79 建設局

420410-00015 もと両国青少年会館 旭区 清水５丁目 10.46 教育委員会事務局

060106-00340 もと両国理髪館 旭区 清水５丁目 85.01 ○ 福祉局

121601-12336 新森南公園 旭区 新森１丁目 2,352.86 建設局

121601-12337 新森南小公園 旭区 新森１丁目 496.73 建設局

460108-00014 旭消防署新森出張所 旭区 新森２丁目 323.42 227.04 消防局

121601-12338 新森北公園 旭区 新森３丁目 2,197.98 建設局

121601-12334 新森中央公園 旭区 新森４丁目 8,809.13 建設局

062507-00116 新森老人憩の家 旭区 新森４丁目 102.00 福祉局

121602-00338 新森中央公園 旭区 新森４丁目 63.32 建設局

300107-00006 新森中央公園集会所 旭区 新森４丁目 102.00 旭区役所

550301-00090 別所霊園 旭区 新森６丁目 152.06 環境局

560307-00170 新森住宅 旭区 新森６丁目 6,098.28 5,767.60 都市整備局

121601-12333 新森6丁目公園 旭区 新森６丁目 172.95 建設局

121601-12335 新森東公園 旭区 新森６丁目 2,475.23 建設局

420210-00037 旭東中学校 旭区 新森６丁目 20,049.50 15,395.85 教育委員会事務局

420210-00128 もと光陽特別支援学校 旭区 新森６丁目 2,102.23 教育委員会事務局

420210-00216 新森小路小学校 旭区 新森６丁目 13,978.94 7,779.13 教育委員会事務局

550201-00051 大気汚染常時監視測定局（新森小路小学校） 旭区 新森６丁目 10.14 環境局

530201-00128 過小地（その他） 旭区 新森７丁目 1,078.16 契約管財局

540201-10182 旭東幼稚園 旭区 新森７丁目 1,487.60 579.94 こども青少年局

550301-00007 旭区内公衆便所 旭区 千林１丁目 19.66 環境局

620601-00089 森小路小売市場民営活性化事業施設 旭区 千林２丁目 2,043.75 経済戦略局

121601-12442 千林公園 旭区 千林２丁目 1,497.60 建設局

530201-00126 旭署太子橋交番 旭区 太子橋１丁目 42.97 契約管財局

560307-00112 今市住宅 旭区 太子橋１丁目 2,591.73 5,013.45 都市整備局

560307-10045 太子橋住宅 旭区 太子橋１丁目 1,589.75 1,048.49 都市整備局

121601-12458 太子橋西公園 旭区 太子橋１丁目 1,032.33 建設局

121601-12461 太子橋南公園 旭区 太子橋１丁目 1,994.04 建設局

420210-00276 太子橋小学校 旭区 太子橋１丁目 9,518.19 7,259.89 教育委員会事務局

121902-02334 太子橋今市駅自転車駐車場管理事務所 旭区 太子橋１丁目 3.89 建設局

121601-12459 太子橋中公園 旭区 太子橋２丁目 15,361.02 建設局

062507-00150 太子橋老人憩の家 旭区 太子橋２丁目 100.74 福祉局

121602-00464 太子橋中公園 旭区 太子橋２丁目 18.24 建設局

300107-00008 太子橋中公園集会所 旭区 太子橋２丁目 100.74 旭区役所

560307-10021 橋寺住宅 旭区 太子橋３丁目 6,517.89 8,567.40 都市整備局

121601-12460 太子橋東公園 旭区 太子橋３丁目 993.06 建設局

121601-12197 高殿西公園 旭区 高殿１丁目 991.73 建設局

121601-12940 西浪橋公園 旭区 高殿１丁目 1,950.77 建設局

560307-00108 高殿西第2住宅 旭区 高殿２丁目 3,150.41 2,606.23 都市整備局

560307-00109 高殿西第3住宅 旭区 高殿２丁目 2,047.68 1,606.53 都市整備局

560307-00186 高殿西第4住宅 旭区 高殿２丁目 2,998.33 1917 5,007.78 都市整備局

062507-00076 高殿南老人憩の家 旭区 高殿３丁目 347.32 101.01 福祉局

560307-00107 高殿西住宅 旭区 高殿３丁目 29,049.54 31,934.82 都市整備局

560307-00110 高殿南住宅 旭区 高殿３丁目 3,249.56 3,090.35 都市整備局

121601-12914 高殿南三公園 旭区 高殿３丁目 1,389.55 建設局

420210-00143 高殿南小学校 旭区 高殿３丁目 10,755.43 5,605.72 教育委員会事務局

300107-00004 高殿南地域集会所 旭区 高殿３丁目 77.29 旭区役所

121601-12915 高殿南四公園 旭区 高殿４丁目 993.91 建設局

121902-02042 関目高殿駅自転車駐車場管理ボックス 旭区 高殿４丁目 14.80 建設局

121902-02043 関目高殿駅自転車駐車場管理事務所 旭区 高殿４丁目 3.89 建設局

530201-00159 契約管財局賃貸地（旭） 旭区 高殿５丁目 3,862.96 契約管財局

560307-00111 高殿北住宅 旭区 高殿５丁目 6,538.21 12,399.40 都市整備局

120907-00308 上新庄生野線（旭）（管財課） 旭区 高殿５丁目 18,610.22 建設局

121601-12036 旭公園 旭区 高殿５丁目 40,775.42 建設局

121904-00007 運河（旭） 旭区 高殿５丁目 84,400.16 建設局

420210-00038 旭陽中学校 旭区 高殿５丁目 16,707.43 7,404.66 教育委員会事務局

620701-00002 旭スポーツセンター 旭区 高殿５丁目 3,559.40 経済戦略局

620701-00198 旭プール 旭区 高殿５丁目 764.25 経済戦略局

121602-00035 旭公園 旭区 高殿５丁目 331.72 建設局

620701-00003 旭屋内プール 旭区 高殿６丁目 2,988.82 4,694.98 経済戦略局

062506-00008 旭区在宅サービスセンター 旭区 高殿６丁目 989.00 福祉局

062506-00018 介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター（北部館） 旭区 高殿６丁目 3,011.87 福祉局

062506-00101 特別養護老人ホームゆうゆう 旭区 高殿６丁目 2,112.92 福祉局

062507-00077 高殿老人憩の家 旭区 高殿６丁目 174.90 福祉局

590101-10007 もと城北市民病院 旭区 高殿６丁目 1.56 健康局

540601-00002 保育・幼児教育センター 旭区 高殿６丁目 1,538.97 2,163.71 こども青少年局

550201-00036 公害工場跡地（田中電工） 旭区 高殿６丁目 1,401.55 環境局
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560307-00106 高殿住宅 旭区 高殿６丁目 18,398.87 15,330.79 都市整備局

420210-00142 高殿小学校 旭区 高殿６丁目 12,356.80 12,015.21 教育委員会事務局

062506-00019 介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター(北部館) 旭区 高殿６丁目 6,096.34 福祉局

530201-00007 コミュニティ用地（旭区） 旭区 高殿７丁目 280.16 契約管財局

121601-12009 高殿7公園 旭区 高殿７丁目 2,361.35 建設局

121602-00198 高殿7公園 旭区 高殿７丁目 21.12 建設局

530201-00125 旭警察署 旭区 中宮１丁目 2,667.74 契約管財局

560307-00250 中宮第2住宅 旭区 中宮１丁目 4,323.20 9,349.57 都市整備局

121601-12523 中宮1公園 旭区 中宮１丁目 1,000.01 建設局

江野川抽水所 旭区 中宮１丁目 776.31 建設局

420210-00279 大宮西小学校 旭区 中宮１丁目 8,093.94 5,088.97 教育委員会事務局

300107-00000 旭区民センター等複合施設用地 旭区 中宮１丁目 5,905.01 旭区役所

500199-00103 旭備蓄倉庫 旭区 中宮１丁目 1,189.76 危機管理室

620401-00005 芸術創造館 旭区 中宮１丁目 4,308.47 経済戦略局

420605-00007 旭図書館 旭区 中宮１丁目 1,479.99 教育委員会事務局

300107-00001 旭区民センター 旭区 中宮１丁目 5,428.42 旭区役所

540502-00060 大宮第1保育所 旭区 中宮２丁目 711.65 322.95 こども青少年局

121601-12182 江野公園 旭区 中宮２丁目 5,778.51 建設局

121602-00183 江野公園 旭区 中宮２丁目 8.25 建設局

300107-00003 江野公園中宮集会所 旭区 中宮２丁目 104.80 旭区役所

550301-00024 江野霊園 旭区 中宮３丁目 163.61 環境局

420210-00280 大宮中学校 旭区 中宮４丁目 18,290.56 7,828.51 教育委員会事務局

550201-00057 大気汚染常時監視測定局（大宮中学校） 旭区 中宮４丁目 16.00 環境局

560307-10033 城北中宮住宅 旭区 中宮５丁目 3,336.95 3,901.70 都市整備局

062507-00065 古市老人憩の家 旭区 森小路１丁目 361.28 福祉局

121601-12351 森小路東公園 旭区 森小路１丁目 437.09 建設局

121601-12352 森小路南公園 旭区 森小路１丁目 491.21 建設局

530201-00129 過小地（もと学校用地） 旭区 森小路２丁目 1,685.05 契約管財局

062507-00025 旭区総合福祉センター 旭区 森小路２丁目 1,671.19 福祉局

121601-12350 森小路公園 旭区 森小路２丁目 1,437.67 建設局

121902-02238 千林大宮駅自転車駐車場 旭区 森小路２丁目 263.16 建設局

420210-00124 古市小学校 旭区 森小路２丁目 8,653.74 6,709.57 教育委員会事務局

300106-00000 旭区保健福祉センター 旭区 森小路２丁目 1,530.41 988.77 旭区役所

062507-00026 旭区老人福祉センター 旭区 森小路２丁目 1,093.82 福祉局

590303-00000 もと消毒所（旭区保健福祉センター敷地内） 旭区 森小路２丁目 249.84 ○ 健康局

540109-00021 旭母子家庭集いの家 旭区 森小路２丁目 59.01 ○ こども青少年局

540201-00002 もと旭勤労青少年ホーム 旭区 森小路２丁目 711.91 ○ こども青少年局

540502-00045 森小路保育所 旭区 森小路２丁目 658.50 こども青少年局

121902-02317 千林大宮駅自転車駐車場 旭区 森小路２丁目 1,003.20 建設局

121902-02319 千林大宮駅自転車駐車場管理事務所 旭区 森小路２丁目 12.56 建設局


