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121601-12066 榎本公園 鶴見区 今津北１丁目 1,487.64 建設局

420210-00062 榎本小学校 鶴見区 今津北１丁目 15,894.04 8,436.97 教育委員会事務局

540201-10179 榎本幼稚園 鶴見区 今津北１丁目 2,232.00 685.66 こども青少年局

560307-00114 今津北住宅 鶴見区 今津北２丁目 9,936.06 10,280.70 都市整備局

121601-12209 今津東公園 鶴見区 今津北４丁目 2,208.66 建設局

120907-00315 石切大阪線（鶴見）（管財課） 鶴見区 今津北５丁目 3,940.81 建設局

120907-00408 八尾茨木線（鶴見）（管財課） 鶴見区 今津北５丁目 8.95 建設局

121601-12067 榎本南公園 鶴見区 今津中１丁目 1,211.43 建設局

320107-00005 榎本地域集会所 鶴見区 今津中１丁目 619.50 鶴見区役所

420210-00151 今津中学校 鶴見区 今津中１丁目 14,926.47 7,334.25 教育委員会事務局

540201-00020 もと鶴見勤労青少年ホーム 鶴見区 今津中１丁目 649.98 〇 こども青少年局

540501-00005 にじのき保育園 鶴見区 今津中１丁目 1,824.13 920‐1 367.32 こども青少年局

121601-12208 今津公園 鶴見区 今津中２丁目 22,327.14 建設局

121602-00210 今津公園 鶴見区 今津中２丁目 40.44 建設局

420210-00433 汎愛高等学校 鶴見区 今津中２丁目 28,157.97 16,021.62 教育委員会事務局

540502-00028 今津保育所 鶴見区 今津中３丁目 1,078.79 485.69 こども青少年局

560307-00113 今津中住宅 鶴見区 今津中３丁目 17,197.66 23,748.24 都市整備局

420210-00150 今津小学校 鶴見区 今津中４丁目 12,388.33 5,989.07 教育委員会事務局

062506-00032 今津地域在宅サービスステーション 鶴見区 今津南１丁目 750.80 福祉局

460108-00065 鶴見消防署今津出張所 鶴見区 今津南１丁目 405.95 227.89 消防局

540501-00043 鶴見えのもと保育園 鶴見区 今津南１丁目 272.88 こども青少年局

550201-00001 公害工場跡地（坂本興業） 鶴見区 今津南１丁目 2,358.82 1560 環境局

550201-00030 公害工場跡地（坂本興業） 鶴見区 今津南１丁目 646.26 環境局

550505-00131 今津霊園 鶴見区 今津南１丁目 1,177.63 環境局

121601-12210 今津南公園 鶴見区 今津南３丁目 7,514.32 建設局

120907-00402 廃道（鶴見） 鶴見区 鶴見１丁目 80.45 建設局

121601-12568 鶴見1公園 鶴見区 鶴見１丁目 970.30 建設局

121602-01620 鶴見中央公園 鶴見区 鶴見１丁目 21.12 建設局

550505-00163 鶴見斎場 鶴見区 鶴見１丁目 4,916.88 2,718.12 環境局

062507-00191 鶴見地域集会所 鶴見区 鶴見２丁目 273.96 鶴見区役所

120907-00300 国道４７９号（鶴見）（管財課） 鶴見区 鶴見２丁目 25,119.55 建設局

121601-12574 鶴見南公園 鶴見区 鶴見２丁目 515.62 建設局

420210-00352 鶴見南小学校 鶴見区 鶴見２丁目 7,981.59 教育委員会事務局

460108-00035 今福鶴見災害待機宿舎 鶴見区 鶴見２丁目 42.92 72.66 消防局

530201-00245 廃道（鶴見） 鶴見区 鶴見２丁目 129.41 契約管財局

560301-00025 今福住宅用地 鶴見区 鶴見２丁目 894.88 都市整備局

560307-00294 鶴見住宅 鶴見区 鶴見２丁目 39,191.77 37,805.21 都市整備局

560307-00295 鶴見第2住宅 鶴見区 鶴見２丁目 37,399.91 23,710.86 都市整備局

121601-12575 鶴見北公園 鶴見区 鶴見４丁目 1,480.49 建設局

121601-12970 鶴見北中央公園 鶴見区 鶴見４丁目 2,278.31 建設局

420210-00351 鶴見小学校 鶴見区 鶴見４丁目 11,475.73 6,220.37 教育委員会事務局

560307-00296 鶴見北住宅 鶴見区 鶴見４丁目 30,501.14 474 39,812.07 都市整備局

062507-00190 鶴見北地域集会所 鶴見区 鶴見５丁目 248.77 鶴見区役所

420210-00512 緑中学校 鶴見区 鶴見６丁目 16,499.00 7,553.84 教育委員会事務局

320107-10005 茨田南地域集会所 鶴見区 徳庵１丁目 688.55 鶴見区役所

560307-00154 諸口南住宅 鶴見区 徳庵１丁目 27,821.65 483/484 41,950.07 都市整備局

560307-00328 徳庵住宅 鶴見区 徳庵２丁目 14,489.17 9,500.79 都市整備局

121601-12961 中徳公園 鶴見区 中茶屋１丁目 3,069.15 建設局

320107-00004 茨田地域集会所 鶴見区 中茶屋１丁目 240.00 鶴見区役所

560307-00022 茨田諸口東住宅 鶴見区 中茶屋１丁目 2,826.00 2,088.92 都市整備局

560307-00251 中茶屋住宅 鶴見区 中茶屋１丁目 11,503.47 7,530.28 都市整備局

下八箇荘遊水池排水機場 鶴見区 中茶屋１丁目 347.00 建設局

121601-12768 放出公園 鶴見区 放出東２丁目 5,579.90 建設局

560307-00392 放出東住宅 鶴見区 放出東２丁目 32,166.60 31,294.84 都市整備局

120907-00414 平野守口線（鶴見）（管財課） 鶴見区 放出東３丁目 2,197.47 建設局

121601-12985 放出1号公園 鶴見区 放出東３丁目 872.87 建設局

121601-12986 放出駅南公園 鶴見区 放出東３丁目 1,044.46 建設局

121902-02599 放出駅自転車駐車場 鶴見区 放出東３丁目 1,361.52 建設局

121902-02603 放出駅自転車駐車場南口管理ボックス 鶴見区 放出東３丁目 12.15 建設局

530201-00145 過小地（道路用地） 鶴見区 放出東３丁目 2,347.23 契約管財局

620601-00095 放出小売市場民営活性化事業施設 鶴見区 放出東３丁目 1,737.76 経済戦略局

420210-00052 茨田北小学校 鶴見区 浜３丁目 14,133.97 9,287.88 教育委員会事務局

121601-12735 浜北公園 鶴見区 浜４丁目 2,744.42 建設局

420210-00053 茨田北中学校 鶴見区 茨田大宮１丁目 20,598.87 6,303.24 教育委員会事務局

560307-00024 茨田大宮西住宅 鶴見区 茨田大宮１丁目 9,789.49 7,098.32 都市整備局

062405-00022 障がい福祉サービス事業所　つるみの郷 鶴見区 茨田大宮２丁目 2,129.14 福祉局

121601-12053 茨田大宮西公園 鶴見区 茨田大宮２丁目 2,767.81 建設局

121601-12569 鶴見開発3号公園 鶴見区 茨田大宮２丁目 140.00 建設局

121602-00052 茨田大宮西公園 鶴見区 茨田大宮２丁目 19.20 建設局

620601-00053 大阪鶴見花き地方卸売市場 鶴見区 茨田大宮２丁目 24,500.03 経済戦略局

620601-00054 大阪鶴見花き地方卸売市場緑地用地 鶴見区 茨田大宮２丁目 1,410.53 経済戦略局

062506-00010 茨田大宮地域在宅サービスステーション 鶴見区 茨田大宮３丁目 500.00 福祉局

121601-12054 茨田大宮南公園 鶴見区 茨田大宮３丁目 1,948.16 建設局

420210-00050 茨田東小学校 鶴見区 茨田大宮３丁目 19,932.16 5,969.27 教育委員会事務局

540502-00006 茨田大宮保育所 鶴見区 茨田大宮３丁目 1,736.04 こども青少年局

560307-00027 茨田大宮第3住宅 鶴見区 茨田大宮３丁目 32,602.54 36,511.60 都市整備局

121601-12005 茨田大宮中央公園 鶴見区 茨田大宮４丁目 9,587.29 建設局

121602-00053 茨田大宮中央公園 鶴見区 茨田大宮４丁目 18.24 建設局

320107-00001 茨田東地域集会所 鶴見区 茨田大宮４丁目 262.52 鶴見区役所

540502-10007 茨田東保育所 鶴見区 茨田大宮４丁目 524.53 こども青少年局

560301-10180 もと茨田大宮住宅 鶴見区 茨田大宮４丁目 223.72 都市整備局

560307-00023 茨田大宮住宅 鶴見区 茨田大宮４丁目 40,401.31 21,976.15 都市整備局

560307-00025 茨田大宮第1住宅 鶴見区 茨田大宮４丁目 5,618.86 23,799.56 都市整備局

560307-00026 茨田大宮第2住宅 鶴見区 茨田大宮４丁目 57,955.15 1905/1952 64,840.17 都市整備局

560407-00017 茨田大宮定期借地権事業用地 鶴見区 茨田大宮４丁目 9,292.57 都市整備局

121601-12993 緑第一公園 鶴見区 緑１丁目 1,418.18 建設局

530201-00260 もと府警古市世帯者宿舎 鶴見区 緑１丁目 29.84 契約管財局

560307-00444 緑住宅 鶴見区 緑１丁目 17,825.91 11,417.14 都市整備局

420210-00010 みどり小学校 鶴見区 緑２丁目 3,878.15 6,464.51 教育委員会事務局
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420210-00350 鶴見商業高等学校 鶴見区 緑２丁目 33,460.69 13,464.84 教育委員会事務局

062507-00279 緑地域集会所 鶴見区 緑３丁目 198.35 鶴見区役所

530201-00095 もと東警察署翠光寮（児童遊園） 鶴見区 緑３丁目 820.18 契約管財局

540109-00041 緑こどもの家用地 鶴見区 緑３丁目 197.99 こども青少年局

062506-00080 特別養護老人ホームウェルシーライフ 鶴見区 諸口１丁目 1,647.75 福祉局

121601-12928 諸口中公園 鶴見区 諸口１丁目 890.62 建設局

420210-00051 茨田南小学校 鶴見区 諸口１丁目 12,309.47 7,314.11 教育委員会事務局

420308-00000 もと茨田南学校業務サービスセンター 鶴見区 諸口１丁目 27.75 〇 教育委員会事務局

560307-00028 茨田南住宅 鶴見区 諸口１丁目 43,715.77 482 51,184.62 都市整備局

121601-12280 諸口東公園 鶴見区 諸口２丁目 1,283.42 建設局

530201-00063 もと諸口南住宅 鶴見区 諸口２丁目 0.43 契約管財局

560407-00010 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ諸口） 鶴見区 諸口２丁目 3,669.22 都市整備局

560701-00035 もと区画整理事業用地（南部工区・鶴見） 鶴見区 諸口２丁目 181.97 都市整備局

420210-00049 茨田中学校 鶴見区 諸口３丁目 17,771.40 7,336.36 教育委員会事務局

550201-00009 大気汚染常時監視測定局（茨田中学校） 鶴見区 諸口３丁目 6.20 環境局

560307-00021 茨田諸口西住宅 鶴見区 諸口３丁目 13,988.97 12,436.48 都市整備局

560307-00153 諸口住宅 鶴見区 諸口４丁目 20,870.21 18,988.03 都市整備局

062506-00066 鶴見区在宅サービスセンター 鶴見区 諸口５丁目 819.80 福祉局

460108-00064 鶴見消防署茨田出張所 鶴見区 諸口５丁目 540.23 321.51 消防局

540502-00007 茨田第1保育所 鶴見区 諸口５丁目 1,222.64 597.40 こども青少年局

120907-00344 大阪生駒線（鶴見）（管財課） 鶴見区 諸口６丁目 1,422.32 建設局

550501-00021 諸口詰所 鶴見区 諸口６丁目 743.15 186.02 環境局

560307-00155 諸口北住宅 鶴見区 諸口６丁目 28,365.24 33,673.64 都市整備局

560307-10027 諸口第2住宅 鶴見区 諸口６丁目 4,640.19 6,364.16 都市整備局

560407-00011 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ諸口北） 鶴見区 諸口６丁目 2,551.15 都市整備局

062405-00038 障がい福祉サービス事業所　鶴見希望の会 鶴見区 焼野１丁目 195.01 福祉局

062507-00108 焼野地域集会所 鶴見区 焼野１丁目 165.09 197.80 鶴見区役所

121601-12299 焼野南さくら公園 鶴見区 焼野１丁目 1,600.28 建設局

420210-00204 焼野小学校 鶴見区 焼野１丁目 8,861.31 5,754.18 教育委員会事務局

550505-00020 もと鶴見リサイクル選別センター 鶴見区 焼野１丁目 56.71 〇 環境局

560307-10030 焼野住宅 鶴見区 焼野１丁目 22,456.83 都市整備局

560307-10031 焼野住宅 鶴見区 焼野１丁目 24,005.63 都市整備局

120907-00384 道路（鶴見）（管財課） 鶴見区 焼野２丁目 636,063.72 建設局

121601-12298 焼野公園 鶴見区 焼野２丁目 711.98 建設局

121601-12300 焼野南公園 鶴見区 焼野２丁目 2,000.36 建設局

550305-00000 城北環境事業センター 鶴見区 焼野２丁目 9,322.78 6,086.42 環境局

550502-10005 鶴見工場 鶴見区 焼野２丁目 24,935.33 環境局

550505-00027 鶴見工場（局管理分） 鶴見区 焼野２丁目 6,597.21 環境局

062506-00097 特別養護老人ホームファミリー・茨田北地域在宅サービスステーション 鶴見区 安田２丁目 3,670.00 福祉局

121902-01822 安田自転車保管所管理事務所 鶴見区 安田２丁目 44.87 建設局

121902-01987 安田自転車保管所 鶴見区 安田２丁目 17.39 建設局

420210-00047 茨田小学校 鶴見区 安田２丁目 11,970.44 7,837.00 教育委員会事務局

121601-12041 安田公園 鶴見区 安田４丁目 1,602.65 建設局

320107-00002 茨田北地域集会所 鶴見区 安田４丁目 392.90 鶴見区役所

560301-00014 茨田安田住宅用地 鶴見区 安田４丁目 0.09 都市整備局

121902-01994 横堤駅自転車駐車場管理ボックス 鶴見区 横堤１丁目 1.44 建設局

12ZZZZ-00322 下水道用地（鶴見） 鶴見区 横堤１丁目 78,055.06 建設局

12ZZZZ-00853 西三荘抽水所 鶴見区 横堤１丁目 3,217.48 1,555.99 建設局

420210-00065 横堤小学校 鶴見区 横堤１丁目 11,593.81 8,606.39 教育委員会事務局

420210-00066 横堤中学校 鶴見区 横堤１丁目 16,047.67 5,934.14 教育委員会事務局

460108-00101 防火水槽用地（鶴見） 鶴見区 横堤１丁目 54.59 消防局

560307-00039 横堤第2住宅 鶴見区 横堤１丁目 13,857.16 14,135.05 都市整備局

121601-12073 横堤南公園 鶴見区 横堤２丁目 689.90 建設局

560307-10013 横堤住宅 鶴見区 横堤２丁目 10,261.11 都市整備局

560307-10014 横堤住宅 鶴見区 横堤２丁目 7,187.77 都市整備局

062507-00034 横堤地域集会所 鶴見区 横堤３丁目 189.95 鶴見区役所

121601-12071 横堤中公園 鶴見区 横堤３丁目 1,317.30 建設局

121601-12072 横堤東公園 鶴見区 横堤３丁目 1,915.39 建設局

560307-00038 横堤第1住宅 鶴見区 横堤３丁目 9,766.37 12,043.86 都市整備局

320107-00007 廃道（鶴見） 鶴見区 横堤４丁目 30.99 鶴見区役所

540502-00008 茨田第2保育所 鶴見区 横堤４丁目 1,244.92 こども青少年局

540502-00133 茨田第2保育所 鶴見区 横堤４丁目 713.00 こども青少年局

560307-00020 茨田横堤北住宅 鶴見区 横堤４丁目 144.51 都市整備局

560307-00040 横堤北住宅 鶴見区 横堤４丁目 7,658.37 15,382.06 都市整備局

062505-10145 鶴見区老人福祉センター 鶴見区 横堤５丁目 820.78 1,132.53 福祉局

121601-12074 横堤北公園 鶴見区 横堤５丁目 266.97 建設局

121902-01865 (地）横堤（1）駅自転車駐車場 鶴見区 横堤５丁目 819.50 建設局

121902-01866 (地）横堤（2）駅自転車駐車場 鶴見区 横堤５丁目 603.96 建設局

320106-00000 駐車場・駐輪場（鶴見区横堤） 鶴見区 横堤５丁目 271.13 鶴見区役所

320106-00001 鶴見区保健福祉センター 鶴見区 横堤５丁目 1,345.55 鶴見区役所

320106-00002 鶴見区役所 鶴見区 横堤５丁目 4,017.65 6,236.38 鶴見区役所

320107-00000 茨田西地域集会所 鶴見区 横堤５丁目 214.16 鶴見区役所

320107-00006 鶴見区民センター 鶴見区 横堤５丁目 4,468.64 5,348.07 鶴見区役所

420210-00048 茨田西小学校 鶴見区 横堤５丁目 15,079.28 6,403.33 教育委員会事務局

420308-00007 茨田西校園営繕園芸事務所 鶴見区 横堤５丁目 363.00 教育委員会事務局

420605-00001 鶴見図書館 鶴見区 横堤５丁目 1,472.57 教育委員会事務局

460108-00063 鶴見消防署 鶴見区 横堤５丁目 1,625.83 3,361.74 消防局

530201-10046 横堤用地 鶴見区 横堤５丁目 180.88 1814 契約管財局

540501-00044 鶴見はとぽっぽ保育園 鶴見区 横堤５丁目 418.88 577.99 こども青少年局

560407-00007 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ横堤） 鶴見区 横堤５丁目 332.98 都市整備局

121601-12577 鶴見緑地（市内） 鶴見区 緑地公園 712,275.80 477/481 建設局

121602-00585 鶴見緑地（市内） 鶴見区 緑地公園 46,034.52 建設局

121902-02427 鶴見緑地駅自転車駐車場管理事務所 鶴見区 緑地公園 9.94 建設局

550601-00000 ＵＮＥＰ国際環境技術センター 鶴見区 緑地公園 2,799.57 環境局

550601-00004 環境活動推進施設 鶴見区 緑地公園 946.01 環境局

620701-00207 鶴見スポーツセンター 鶴見区 緑地公園 7,499.95 経済戦略局

620701-00208 鶴見緑地プール 鶴見区 緑地公園 4,449.32 経済戦略局

620701-00209 鶴見緑地球技場 鶴見区 緑地公園 2,919.24 経済戦略局

620701-00210 鶴見緑地庭球場 鶴見区 緑地公園 318.06 経済戦略局
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