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121601-12405 西今福公園 城東区 今福西１丁目 861.40 建設局

540201-00005 もと今福児童館 城東区 今福西１丁目 882.62 1927 563.99 〇 こども青少年局

540502-00132 鯰江保育所 城東区 今福西１丁目 1,220.32 886.60 こども青少年局

121601-12525 中今福公園 城東区 今福西２丁目 1,147.16 建設局

530201-00057 もと三郷井路埋立地 城東区 今福西２丁目 20.91 契約管財局

120907-00343 大阪生駒線（城東）（管財課） 城東区 今福西３丁目 4,574.95 建設局

121902-02029 蒲生4丁目駅自転車駐車場管理事務所 城東区 今福西３丁目 7.84 建設局

121902-02030 蒲生四丁目駅自転車駐車場－１（自転車施策担当） 城東区 今福西３丁目 439.96 建設局

121902-02031 蒲生四丁目駅自転車駐車場－３（自転車施策担当） 城東区 今福西３丁目 74.05 建設局

310107-00012 聖賢会館 城東区 今福西３丁目 108.29 城東区役所

420210-00517 鯰江小学校 城東区 今福西３丁目 9,651.84 8,550.80 教育委員会事務局

530201-00067 もと城東消防署（児童遊園） 城東区 今福西３丁目 376.56 契約管財局

540201-10178 鯰江幼稚園 城東区 今福西３丁目 1,933.41 1,254.25 こども青少年局

420210-00518 鯰江中学校 城東区 今福西４丁目 15,932.52 6,548.38 教育委員会事務局

121601-12883 鯰江北公園 城東区 今福西５丁目 1,770.84 建設局

062507-00285 鯰江公園集会所（憩の家） 城東区 今福西６丁目 100.00 城東区役所

121601-12881 鯰江公園 城東区 今福西６丁目 11,778.51 建設局

121601-12882 鯰江南公園 城東区 今福西６丁目 1,899.87 建設局

121602-00893 鯰江公園 城東区 今福西６丁目 21.12 建設局

310107-00016 鯰江公園集会所 城東区 今福西６丁目 100.00 城東区役所

121601-12994 鯰江東公園 城東区 今福東１丁目 2,762.16 建設局

121904-00009 運河（城東） 城東区 今福東１丁目 133,745.99 建設局

310107-00017 鯰江東地域集会所 城東区 今福東１丁目 220.41 城東区役所

420210-00519 鯰江東小学校 城東区 今福東１丁目 10,131.68 5,454.07 教育委員会事務局

560307-00115 今福中住宅 城東区 今福東１丁目 6,407.85 16,913.42 都市整備局

560307-10022 今福中第2住宅 城東区 今福東１丁目 7,816.15 8,947.45 都市整備局

062507-00284 鯰江東憩の家 城東区 今福東２丁目 102.68 城東区役所

121601-12619 東今福公園 城東区 今福東２丁目 6,651.23 建設局

121602-00627 東今福公園 城東区 今福東２丁目 19.20 建設局

121902-02118 今福鶴見駅自転車駐車場管理事務所 城東区 今福東２丁目 9.76 建設局

121903-01040 もと東工営所 城東区 今福東２丁目 5,126.20 3,512.47 建設局

560307-10023 今福北住宅 城東区 今福東２丁目 9,314.22 9,789.17 都市整備局

121902-02117 今福鶴見駅自転車駐車場管理ボックス 城東区 今福東３丁目 1.44 建設局

560307-10008 すみれ住宅 城東区 今福東３丁目 20,455.93 18,359.93 都市整備局

120907-00313 石切大阪線（城東）（管財課） 城東区 今福南１丁目 2,885.01 建設局

530201-00259 八ヶ荘埋立地 城東区 今福南１丁目 29.01 契約管財局

121601-12211 今福南中央公園 城東区 今福南２丁目 703.20 建設局

121601-12918 今福南古堤公園 城東区 今福南２丁目 744.50 建設局

310107-00006 今福会館 城東区 今福南２丁目 108.00 城東区役所

420210-00152 今福小学校 城東区 今福南２丁目 5,641.36 6,202.12 教育委員会事務局

530201-00231 廃溝（城東・児童遊園） 城東区 今福南２丁目 200.15 契約管財局

12ZZZZ-00569 今福下水処理場 城東区 今福南３丁目 51,630.87 455 7,931.17 建設局

今福材料置場 城東区 今福南３丁目 105.70 建設局

062507-00082 今福老人憩の家 城東区 今福南４丁目 218.19 城東区役所

121601-12670 南今福公園 城東区 今福南４丁目 4,449.58 建設局

121601-12671 南今福北公園 城東区 今福南４丁目 1,626.43 建設局

540502-00029 今福南保育所 城東区 今福南４丁目 659.09 こども青少年局

560307-00116 今福南住宅 城東区 今福南４丁目 16,685.05 43,141.23 都市整備局

560307-00117 今福南第2住宅 城東区 今福南４丁目 14,117.10 15,068.12 都市整備局

560307-10083 今福南第3住宅 城東区 今福南４丁目 19,094.64 22,915.88 都市整備局

310107-00002 蒲生1丁目会館 城東区 蒲生１丁目 275.47 城東区役所

121601-12885 （仮称）蒲生緑道 城東区 蒲生２丁目 1,989.99 建設局

530201-00281 鯰江川埋立地（城東） 城東区 蒲生２丁目 381.51 契約管財局

121601-12112 蒲生南公園 城東区 蒲生３丁目 463.45 建設局

530201-00065 もと城東署蒲生橋派出所 城東区 蒲生町 40.69 契約管財局

030802-00005 男女共同参画センター東部館 クレオ大阪東 城東区 鴫野西２丁目 3,092.34 市民局

420210-00211 城陽中学校分校 城東区 鴫野西２丁目 8,387.76 教育委員会事務局

460108-00097 防火水槽用地（城東） 城東区 鴫野西２丁目 91.45 消防局

530201-00047 もと工場跡地（運動場） 城東区 鴫野西２丁目 711.23 契約管財局

530201-00112 もと平野川市有水路埋立地 城東区 鴫野西２丁目 1,348.03 契約管財局

530201-00275 立江井路埋立地 城東区 鴫野西２丁目 55.20 契約管財局

560701-00097 もと区画整理事業用地（城東） 城東区 鴫野西２丁目 538.75 都市整備局

620701-00013 城東スポーツセンター 城東区 鴫野西２丁目 4,044.21 経済戦略局

420210-00210 城陽中学校 城東区 鴫野西３丁目 20,661.80 8,473.58 教育委員会事務局

530201-00188 寝屋川両岸廃川敷 城東区 鴫野西３丁目 267.94 契約管財局

560307-00132 鴫野第2住宅 城東区 鴫野西３丁目 21,643.44 460 22,356.89 都市整備局

121601-12254 鴫野公園 城東区 鴫野西４丁目 9,888.97 建設局

121601-12255 鴫野西公園 城東区 鴫野西４丁目 1,816.17 建設局

121602-00257 鴫野公園 城東区 鴫野西４丁目 18.20 建設局

420210-00179 鴫野小学校 城東区 鴫野西４丁目 12,466.76 8,392.36 教育委員会事務局

530201-00064 もと鐘紡水路敷地 城東区 鴫野西４丁目 8,893.66 契約管財局

530201-00239 廃道（城東） 城東区 鴫野西４丁目 100.56 契約管財局

550505-00159 中浜霊園 城東区 鴫野西４丁目 1,203.84 環境局

560307-00130 鴫野住宅 城東区 鴫野西４丁目 33,482.39 28,536.55 都市整備局

560307-00131 鴫野西住宅 城東区 鴫野西４丁目 2,702.11 1,358.17 都市整備局

062507-00094 鴫野憩の家 城東区 鴫野西５丁目 490.90 104.34 城東区役所

540502-00035 鴫野保育所 城東区 鴫野西５丁目 634.16 こども青少年局

121601-12257 鴫野北公園 城東区 鴫野東１丁目 1,505.78 建設局

121602-00260 鴫野北公園 城東区 鴫野東１丁目 10.80 建設局

062506-00092 特別養護老人ホームしぎの黄金の里・城陽地域在宅サービスステーション 城東区 鴫野東２丁目 3,411.02 福祉局

121601-12011 鴫野東2公園 城東区 鴫野東２丁目 1,150.32 建設局

121902-02673 鴫野駅自転車駐車場 城東区 鴫野東２丁目 281.92 建設局

062507-00112 城東憩の家 城東区 鴫野東３丁目 105.60 城東区役所

120907-00324 大阪環状線（城東）（管財課） 城東区 鴫野東３丁目 24,273.89 建設局

121601-12256 鴫野東公園 城東区 鴫野東３丁目 3,097.52 建設局

12ZZZZ-00136 もと下水道用地（城東） 城東区 鴫野東３丁目 5.05 建設局

310107-00010 城東福祉会館 城東区 鴫野東３丁目 166.80 城東区役所

420210-00207 城東小学校 城東区 鴫野東３丁目 10,738.14 5,135.71 教育委員会事務局

540201-10142 城東幼稚園 城東区 鴫野東３丁目 2,948.84 1,252.35 こども青少年局
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120114-10038 豊里矢田線（鴫野）（基金） 城東区 新喜多１丁目 263.48 建設局

120907-00377 道路（城東）（管財課） 城東区 新喜多１丁目 233,481.12 建設局

121005-10016 豊里矢田線（鴫野） 城東区 新喜多１丁目 332.94 建設局

121601-12323 新喜多公園 城東区 新喜多１丁目 1,181.25 建設局

420210-00251 聖賢小学校 城東区 新喜多２丁目 8,781.92 8,067.09 教育委員会事務局

550201-00054 大気汚染常時監視測定局（聖賢小学校） 城東区 新喜多２丁目 21.00 環境局

062507-00130 聖賢老人憩の家 城東区 新喜多東１丁目 340.18 101.03 城東区役所

121601-12325 新喜多東中央公園 城東区 新喜多東１丁目 1,095.00 建設局

121601-12736 布屋公園 城東区 新喜多東１丁目 1,037.12 建設局

540501-00000 ゆりかご第2保育園 城東区 新喜多東１丁目 518.66 こども青少年局

620601-00013 もと小売市場施設（城東区） もと鯰江小売市場民営活性化事業施設 城東区 新喜多東１丁目 1,338.21 1,289.98 〇 経済戦略局

121601-12324 新喜多東公園 城東区 新喜多東２丁目 1,109.02 建設局

550505-00144 新喜多霊園 城東区 新喜多東２丁目 423.14 環境局

550505-00133 左専道霊園 城東区 諏訪１丁目 425.85 環境局

120907-00298 国道４７９号（城東）（管財課） 城東区 諏訪２丁目 9,330.16 建設局

560307-10035 諏訪住宅 城東区 諏訪２丁目 5,938.39 都市整備局

420210-00015 もと諏訪小学校分校 城東区 諏訪３丁目 8,161.85 784.38 〇 教育委員会事務局

540501-00027 城東ちどり保育園 城東区 諏訪３丁目 1,014.87 こども青少年局

062506-00041 城東地域在宅サービスステーション 城東区 諏訪４丁目 428.56 福祉局

120907-00291 国道３０８号（城東）（管財課） 城東区 諏訪４丁目 5,817.63 建設局

062507-00123 成育憩の家 城東区 成育１丁目 408.83 115.90 城東区役所

121601-12371 成育西公園 城東区 成育１丁目 1,094.21 建設局

310107-00011 成育コミュニティホール 城東区 成育１丁目 115.90 城東区役所

420210-00237 成育小学校 城東区 成育１丁目 9,760.05 7,525.31 教育委員会事務局

540501-00030 成育保育園 城東区 成育１丁目 352.27 こども青少年局

550501-00016 関目詰所 城東区 成育１丁目 462.04 環境局

121601-12370 成育公園 城東区 成育３丁目 4,119.00 建設局

121602-00374 成育公園 城東区 成育３丁目 6.17 建設局

460108-00037 城東消防署関目出張所 城東区 成育４丁目 300.82 199.24 消防局

関目抽水所 城東区 成育４丁目 41.43 建設局

062506-00022 蒲生地域在宅サービスステーション 城東区 成育５丁目 429.42 福祉局

121601-12398 西関目公園 城東区 関目１丁目 5,213.22 建設局

121602-00402 西関目公園 城東区 関目１丁目 19.20 建設局

540502-00018 関目保育所 城東区 関目１丁目 2,644.19 430.43 こども青少年局

560307-00087 古市中第3住宅 城東区 関目１丁目 6,422.17 都市整備局

062507-00047 関目東老人憩の家 城東区 関目２丁目 371.39 99.96 城東区役所

121005-10035 都島茨田線 城東区 関目２丁目 1,834.13 建設局

121601-12666 南関目公園 城東区 関目２丁目 5,676.03 建設局

310107-00004 関目東集会所 城東区 関目２丁目 113.04 城東区役所

550301-00004 ごみ収集車中継基地 城東区 関目２丁目 300.00 環境局

560307-00085 古市住宅 城東区 関目２丁目 12,232.18 12,791.96 都市整備局

560307-00086 古市第2住宅 城東区 関目２丁目 2,395.20 3,773.44 都市整備局

560307-10148 もと古市住宅 城東区 関目２丁目 8,886.16 都市整備局

620701-00014 城東屋内プール 城東区 関目２丁目 2,168.09 3,297.04 経済戦略局

062505-10149 島岡会館 城東区 関目３丁目 247.02 318.88 福祉局

310107-00003 関目地域第2集会所 城東区 関目３丁目 150.00 城東区役所

121601-12119 関目中央公園 城東区 関目４丁目 2,813.22 建設局

121904-00031 共同物揚場（城東） 城東区 関目４丁目 1,105.89 建設局

420210-00094 関目東小学校 城東区 関目４丁目 9,621.69 6,437.82 教育委員会事務局

121601-12118 関目駅前小公園 城東区 関目５丁目 641.32 建設局

121902-02032 関目駅・関目成育駅自転車駐車場管理事務所 城東区 関目５丁目 3.89 建設局

121902-02663 関目駅・関目成育駅自転車駐車場管理員詰所 城東区 関目５丁目 2.43 建設局

550505-00123 関目霊園 城東区 関目５丁目 376.85 環境局

062507-00049 関目憩の家 城東区 関目６丁目 1,170.50 100.37 城東区役所

121601-12781 北関目公園 城東区 関目６丁目 5,676.03 建設局

310107-00005 関目福祉会館 城東区 関目６丁目 106.20 城東区役所

420210-00093 関目小学校 城東区 関目６丁目 9,500.85 6,067.35 教育委員会事務局

530201-00066 もと城東署関目寮 城東区 関目６丁目 7.65 契約管財局

560307-00077 関目住宅 城東区 関目６丁目 4,507.45 4,175.62 都市整備局

121601-12111 蒲生中公園 城東区 中央１丁目 994.72 建設局

310107-00008 もと城東区民ホール 城東区 中央１丁目 1,360.00 1,084.84 〇 城東区役所

530201-00186 城東警察署 城東区 中央１丁目 2,297.50 契約管財局

062506-00040 城東区在宅サービスセンター 城東区 中央２丁目 850.00 福祉局

121601-12372 成育南公園 城東区 中央２丁目 922.31 建設局

030404-00011 城東区役所 城東区 中央３丁目 3,313.42 城東区役所

030404-10015 城東区役所 城東区 中央３丁目 8,511.09 城東区役所

030404-10017 城東区民センター 城東区 中央３丁目 4,507.07 城東区役所

062505-10121 城東区老人福祉センター 城東区 中央３丁目 607.99 福祉局

062505-10169 城東区老人福祉センター 城東区 中央３丁目 943.52 福祉局

062505-10170 城東区複合施設　貸付スペース（福祉局所管） 城東区 中央３丁目 18.72 福祉局

120907-00418 廃道（城東） 城東区 中央３丁目 1,034.11 建設局

121601-12110 蒲生公園 城東区 中央３丁目 16,505.78 建設局

121602-00110 蒲生公園 城東区 中央３丁目 284.32 建設局

310106-00000 城東区保健福祉センター 城東区 中央３丁目 1,131.16 城東区役所

310106-10015 もと城東区役所 城東区 中央３丁目 171.38 城東区役所

310106-10017 城東区複合施設　貸付スペース（城東区所管） 城東区 中央３丁目 175.25 城東区役所

310107-00007 城東区民センター 城東区 中央３丁目 779.58 城東区役所

310107-10031 城東区複合施設　貸付スペース（城東区民センター所管） 城東区 中央３丁目 130.35 城東区役所

420210-00089 蒲生中学校 城東区 中央３丁目 10,694.21 8,013.98 教育委員会事務局

420605-10001 城東図書館 城東区 中央３丁目 1,504.75 教育委員会事務局

420605-10002 城東区複合施設　貸付スペース（教育委員会） 城東区 中央３丁目 30.03 教育委員会事務局

460108-00036 城東消防署 城東区 中央３丁目 1,639.65 3,226.66 消防局

540201-00010 もと城東児童館 城東区 中央３丁目 324.77 〇 こども青少年局

550201-00015 蒲生地盤沈下観測所 城東区 中央３丁目 11.00 環境局

121601-12444 専永公園 城東区 永田１丁目 589.44 建設局

12ZZZZ-01351 楠根川材料置場 城東区 永田１丁目 1,183.62 465 建設局

121601-12215 左専道公園 城東区 永田２丁目 9,282.47 建設局

121602-00217 左専道公園 城東区 永田２丁目 19.20 建設局

12ZZZZ-01466 放出下水処理場 城東区 永田２丁目 59,390.73 29,095.07 建設局
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420210-00233 諏訪小学校 城東区 永田２丁目 4,171.25 7,818.41 教育委員会事務局

420210-00208 城東中学校 城東区 永田３丁目 15,026.96 7,674.44 教育委員会事務局

530201-00187 城東署諏訪交番 城東区 永田３丁目 71.41 契約管財局

121601-12064 永田公園 城東区 永田４丁目 3,532.69 建設局

12ZZZZ-01070 中浜東下水処理場 城東区 中浜１丁目 43,129.76 27,003.86 建設局

310107-00013 中浜集会所 城東区 中浜１丁目 97.00 城東区役所

560301-00047 もと中浜住宅用地 城東区 中浜１丁目 3,736.92 都市整備局

東部方面管理事務所 城東区 中浜１丁目 584.88 建設局

中浜工営所 城東区 中浜１丁目 815.64 建設局

062507-00178 中浜憩の家 城東区 中浜２丁目 182.70 101.09 城東区役所

121601-12541 中浜中央公園 城東区 中浜２丁目 2,294.92 建設局

420210-00322 中浜小学校 城東区 中浜２丁目 9,016.77 4,975.17 教育委員会事務局

121601-12434 千間川公園 城東区 中浜３丁目 1,421.15 建設局

530201-00147 過小地（廃道） 城東区 中浜３丁目 16,999.52 契約管財局

530201-00133 過小地（運河用地） 城東区 中浜町 1,868.14 契約管財局

120907-00309 上新庄生野線（城東）（管財課） 城東区 野江１丁目 5,383.69 建設局

121601-12828 野江公園 城東区 野江１丁目 1,464.45 建設局

560307-00426 野江住宅 城東区 野江１丁目 7,042.67 8,183.38 都市整備局

560307-00427 野江第2住宅 城東区 野江１丁目 6,089.23 15,216.49 都市整備局

121601-12895 榎並公園 城東区 野江２丁目 995.86 466‐1 建設局

310107-00001 榎並福祉会館 城東区 野江２丁目 292.49 210.00 城東区役所

540501-00011 愛育保育園 城東区 野江２丁目 995.50 こども青少年局

560307-00428 野江北住宅 城東区 野江２丁目 2,913.84 2,018.38 都市整備局

420210-00061 榎並小学校 城東区 野江３丁目 6,834.63 5,945.15 教育委員会事務局

121902-02630 野江内代駅自転車駐車場東側管理ボックス 城東区 野江４丁目 1.44 建設局

550301-00042 野江災害備蓄倉庫 城東区 野江４丁目 42.97 29.96 環境局

460108-00040 城東消防署放出出張所 城東区 放出西１丁目 852.87 542.79 消防局

530201-00261 府警城東単身寮 城東区 放出西１丁目 330.20 契約管財局

121601-12422 西放出公園 城東区 放出西２丁目 8,854.57 建設局

121602-00426 西放出公園 城東区 放出西２丁目 21.12 建設局

12ZZZZ-00732 城東抽水所 城東区 放出西２丁目 3,257.61 1,095.50 建設局

12ZZZZ-01469 放出町材料置場 城東区 放出西２丁目 995.51 建設局

420210-00457 放出小学校 城東区 放出西２丁目 12,098.65 8,127.28 教育委員会事務局

062507-00250 放出憩の家 城東区 放出西３丁目 338.63 106.59 城東区役所

121601-12987 放出西三公園 城東区 放出西３丁目 1,000.22 建設局

310107-00015 放出福祉会館 城東区 放出西３丁目 107.07 城東区役所

420210-00458 放出中学校 城東区 放出西３丁目 16,403.42 6,576.20 教育委員会事務局

560307-00391 放出西住宅 城東区 放出西３丁目 27,796.77 28,383.30 都市整備局

460108-00039 城東消防署中浜出張所 城東区 東中浜２丁目 380.16 228.29 消防局

540502-00090 東中浜ひばり保育園 城東区 東中浜２丁目 1,192.70 こども青少年局

121601-12631 東中浜公園 城東区 東中浜５丁目 9,799.23 建設局

121602-00639 東中浜公園 城東区 東中浜５丁目 21.26 建設局

310107-00014 東中浜公園集会所 城東区 東中浜５丁目 200.00 城東区役所

420210-00383 東中浜小学校 城東区 東中浜５丁目 9,703.75 5,970.74 教育委員会事務局

121601-12586 天王田公園 城東区 東中浜７丁目 3,617.02 建設局

420210-00516 菫中学校 城東区 古市１丁目 21,496.05 7,598.34 教育委員会事務局

540501-00019 古市たいよう保育園 城東区 古市１丁目 965.69 こども青少年局

560307-00089 古市南住宅 城東区 古市１丁目 10,410.74 12,238.98 都市整備局

560307-00090 古市南第2住宅 城東区 古市１丁目 7,928.76 7,798.57 都市整備局

560307-00091 古市南第3住宅 城東区 古市１丁目 3,620.18 2,263.88 都市整備局

560307-10009 すみれ北住宅 城東区 古市１丁目 3,304.94 3,127.17 都市整備局

121601-12159 古市中公園 城東区 古市２丁目 7,572.54 建設局

310107-00000 すみれ会館 城東区 古市２丁目 179.31 86.89 城東区役所

420210-00009 すみれ小学校 城東区 古市２丁目 11,950.27 6,952.80 教育委員会事務局

560301-10110 もと古市東住宅 城東区 古市２丁目 3.72 都市整備局

560307-00088 古市東住宅 城東区 古市２丁目 41,890.78 61,599.64 都市整備局

062405-10003 障がい福祉サービス事業所　フォーワーク 城東区 古市３丁目 352.97 福祉局

062507-00006 菫憩の家 城東区 古市３丁目 212.86 103.00 城東区役所

121601-12158 古市西北公園 城東区 古市３丁目 4,802.70 建設局

530201-10028 新森古市南用地 城東区 古市３丁目 192.64 919 契約管財局

560307-00092 古市北住宅 城東区 古市３丁目 7,586.49 471 4,669.65 都市整備局

560307-00093 古市北第2住宅 城東区 古市３丁目 2,654.54 2,219.41 都市整備局

120907-00363 築港深江線（城東）（管財課） 城東区 森之宮１丁目 3,035.43 建設局

121902-02240 森之宮駅自転車駐車場 城東区 森之宮１丁目 30.62 建設局

12ZZZZ-00314 下水道用地（城東） 城東区 森之宮１丁目 25,636.00 建設局

12ZZZZ-01374 猫間川抽水所 城東区 森之宮１丁目 6,660.89 1,089.02 建設局

420210-00227 森之宮小学校 城東区 森之宮１丁目 9,998.00 4,260.24 教育委員会事務局

550505-00001 もと森之宮工場 城東区 森之宮１丁目 12,203.10 1486 14,321.84 〇 環境局

12ZZZZ-01068 中浜西下水処理場 城東区 森之宮２丁目 41,274.18 3,256.11 建設局

540501-00028 森之宮保育園 城東区 森之宮２丁目 623.65 こども青少年局

550201-00010 水質観測局（衛門橋） 城東区 森之宮２丁目 19.25 環境局

550505-00023 森之宮第２団地一般廃棄物保管施設 城東区 森之宮２丁目 180.10 環境局

550505-00032 森の宮パークサイドコーポ一般廃棄物保管施設 城東区 森之宮２丁目 36.77 環境局

560307-00258 中浜住宅 城東区 森之宮２丁目 4,121.62 1,996.51 都市整備局

620101-10006 大学キャンパス整備事業用地 城東区 森之宮２丁目 26,308.41 経済戦略局
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