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121601-12375 晴明丘相生公園 阿倍野区 相生通２丁目 3,107.85 建設局

040401-00000 市税事務所（あべの） 阿倍野区 旭町１丁目 232.75 1,279.95 財政局

560306-00000 阿倍野住宅管理センター 阿倍野区 旭町１丁目 53.99 296.91 都市整備局

560307-00010 阿倍野第1住宅 阿倍野区 旭町１丁目 3,610.15 9,688.15 都市整備局

560703-00072 あべのメディックス 阿倍野区 旭町１丁目 273.33 1,449.78 都市整備局

120114-10033 天王寺大和川線（基金） 阿倍野区 旭町１丁目 2,871.57 建設局

120907-00370 道路（阿倍野）（管財課） 阿倍野区 旭町１丁目 290,400.40 建設局

121601-12031 阿倍野旭公園 阿倍野区 旭町１丁目 1,000.02 建設局

560307-00012 阿倍野第3住宅 阿倍野区 旭町２丁目 2,144.72 6,538.77 都市整備局

560307-00011 阿倍野第2住宅 阿倍野区 旭町３丁目 3,363.76 11,990.37 都市整備局

560307-00013 阿倍野第4住宅 阿倍野区 旭町３丁目 3,394.80 10,757.02 都市整備局

121601-12907 金塚ふれあい西公園 阿倍野区 旭町３丁目 10,168.33 建設局

460108-00034 旭町災害待機宿舎 阿倍野区 旭町３丁目 81.85 225.66 消防局

420210-00117 金塚小学校 阿倍野区 旭町３丁目 10,507.84 8,308.21 教育委員会事務局

560703-00070 あべのキューズタウン 阿倍野区 阿倍野筋１丁目 26,673.70 98,853.55 都市整備局

560703-00073 あべのルシアス 阿倍野区 阿倍野筋１丁目 5,954.88 27,411.60 都市整備局

121902-02677 天王寺駅自転車駐車場 阿倍野区 阿倍野筋１丁目 589.72 建設局

500199-00102 阿倍野防災拠点 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 5,001.24 1,918.16 危機管理室

620701-00000 阿倍野スポーツセンター 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 1,150.82 4,809.12 経済戦略局

560703-00071 あべのベルタ 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 169.19 781.97 都市整備局

120907-00358 大阪和泉泉南線（阿倍野）（管財課） 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 162.33 建設局

121005-10013 長柄堺線 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 5,099.37 建設局

420410-00018 阿倍野市民学習センター 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 507.63 1,891.97 教育委員会事務局

610004-00002 総務事務センター 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 1,060.30 人事室

610100-00000 職員人材開発センター 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 4,470.44 人事室

620701-00001 阿倍野屋内プール 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 2,900.40 経済戦略局

121902-02668 阿倍野駅自転車駐車場 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 576.06 建設局

460108-00011 阿倍野防災センター 阿倍野区 阿倍野筋３丁目 3,451.22 消防局

550301-00057 葬祭場 阿倍野区 阿倍野筋４丁目 9,275.77 7,070.58 環境局

550301-00082 南霊園 阿倍野区 阿倍野筋４丁目 61,319.15 226.80 環境局

560407-00006 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ阿倍野筋） 阿倍野区 阿倍野筋４丁目 668.32 都市整備局

121902-01864 （地）阿倍野駅自転車駐車場 阿倍野区 阿倍野筋４丁目 668.45 建設局

420605-00031 阿倍野図書館 阿倍野区 阿倍野筋４丁目 1,466.83 教育委員会事務局

330107-00000 阿倍野区民センター 阿倍野区 阿倍野筋４丁目 5,425.82 阿倍野区役所

330107-00001 王子福祉会館 阿倍野区 阿倍野筋４丁目 227.16 阿倍野区役所

330107-00002 丸山文化センター 阿倍野区 阿倍野筋４丁目 224.03 阿倍野区役所

530201-00124 阿倍野警察署 阿倍野区 阿倍野筋５丁目 2,195.03 契約管財局

550301-00095 北畠霊園 阿倍野区 阿倍野元町 314.04 環境局

121601-12373 晴明丘公園 阿倍野区 阿倍野元町 1,116.40 建設局

620601-00083 阿倍野小売市場民営活性化事業施設 阿倍野区 王子町３丁目 1,632.86 経済戦略局

121601-12806 北畠公園 阿倍野区 王子町３丁目 1,897.28 建設局

121601-12220 阪南公園 阿倍野区 王子町４丁目 2,216.76 建設局

121601-12376 晴明丘中央公園 阿倍野区 北畠１丁目 12,114.97 建設局

420210-00155 阪南中学校 阿倍野区 北畠１丁目 14,067.05 7,880.22 教育委員会事務局

530201-00232 廃道（阿倍野） 阿倍野区 北畠２丁目 469.53 契約管財局

062507-00126 晴明丘南老人憩の家 阿倍野区 北畠２丁目 180.47 福祉局

121601-12805 北畠2公園 阿倍野区 北畠２丁目 1,331.93 493 建設局

560307-00408 北畠第1住宅 阿倍野区 北畠３丁目 3,534.69 3,052.19 都市整備局

560307-00409 北畠第2住宅 阿倍野区 北畠３丁目 2,644.62 1,963.48 都市整備局

560307-10066 北畠住宅 阿倍野区 北畠３丁目 7,784.28 4,654.90 都市整備局

121601-12374 晴明丘西公園 阿倍野区 北畠３丁目 1,182.44 建設局

530201-00023 もと阿倍野警察署共立寮（児童遊園） 阿倍野区 共立通１丁目 578.51 契約管財局

062405-00014 重症心身障がい者通所施設四天王寺さんめい苑 阿倍野区 三明町１丁目 1,019.55 福祉局

540502-10021 三明保育園 阿倍野区 三明町１丁目 689.84 こども青少年局

560307-00124 三明住宅 阿倍野区 三明町１丁目 1,035.58 4,201.33 都市整備局

121601-12241 三明町北公園 阿倍野区 三明町１丁目 1,163.63 建設局

550501-00014 阿倍野第2合同庁舎 阿倍野区 三明町２丁目 1,888.52 866.61 環境局

121601-12240 三明町公園 阿倍野区 三明町２丁目 1,481.45 建設局

121902-02200 昭和町駅自転車駐車場管理ボックス 阿倍野区 昭和町１丁目 3.89 建設局

121902-02578 文の里駅自転車駐車場管理員詰所 阿倍野区 昭和町１丁目 14.15 建設局

121902-02579 文の里駅自転車駐車場管理事務所 阿倍野区 昭和町１丁目 12.96 建設局

330107-00005 文の里会館 阿倍野区 昭和町１丁目 198.10 阿倍野区役所

420210-00036 阿倍野中学校 阿倍野区 昭和町３丁目 12,592.98 6,655.22 教育委員会事務局

420210-00340 長池小学校 阿倍野区 昭和町５丁目 10,170.56 7,090.75 教育委員会事務局

121902-02309 西田辺駅自転車駐車場管理ボックス 阿倍野区 昭和町５丁目 1.44 建設局

460108-00010 阿倍野消防署晴明通出張所 阿倍野区 晴明通 330.57 382.78 消防局

420210-00239 晴明丘小学校 阿倍野区 晴明通 12,654.34 6,773.65 教育委員会事務局

330107-10003 晴明通児童遊園 阿倍野区 晴明通 440.02 阿倍野区役所

062506-00006 阿倍野区在宅サービスセンター 阿倍野区 帝塚山１丁目 665.86 福祉局

550301-00014 奥大原霊園 阿倍野区 帝塚山１丁目 1,127.27 環境局

560307-10055 帝塚山住宅 阿倍野区 帝塚山１丁目 2,877.31 3,761.74 都市整備局

420210-00240 晴明丘南小学校 阿倍野区 帝塚山１丁目 10,013.79 5,018.56 教育委員会事務局

062507-00075 高松会館老人憩の家 阿倍野区 天王寺町北２丁目 495.86 福祉局

540109-00020 阿倍野児童遊園 阿倍野区 天王寺町北２丁目 437.78 こども青少年局

120114-00003 もと街路事業代替地（阿倍野区天王寺町北） 阿倍野区 天王寺町北２丁目 289.65 建設局

121902-02144 寺田町駅南自転車駐車場 阿倍野区 天王寺町北２丁目 560.87 建設局

121902-02141 寺田町駅自転車駐車場 阿倍野区 天王寺町北２丁目 563.60 建設局

062506-00078 特別養護老人ホームいくとく・文の里地域在宅サービスステーション 阿倍野区 天王寺町北３丁目 1,800.01 福祉局

560307-00105 高松住宅 阿倍野区 天王寺町北３丁目 11,977.36 1906 20,171.24 都市整備局

121601-12192 高松公園 阿倍野区 天王寺町北３丁目 2,287.75 建設局
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420210-00137 高松小学校 阿倍野区 天王寺町北３丁目 8,897.28 6,515.33 教育委員会事務局

540502-00027 もと高松保育所 阿倍野区 天王寺町北３丁目 445.89 こども青少年局

050601-00008 公共施設先行取得事業用地（阿倍野区天王寺町南） 阿倍野区 天王寺町南１丁目 101.50 都市計画局

12ZZZZ-00308 下水道用地（阿倍野） 阿倍野区 天王寺町南２丁目 3,344.17 建設局

120114-00142 廃道（阿倍野） 阿倍野区 天王寺町南３丁目 39.67 建設局

121601-12193 高松南公園 阿倍野区 天王寺町南３丁目 667.76 建設局

062506-00039 昭和地域在宅サービスステーション 阿倍野区 長池町 392.53 福祉局

120907-00331 大阪港八尾線（阿倍野）（管財課） 阿倍野区 長池町 16,623.67 建設局

121601-12555 長池公園 阿倍野区 長池町 46,880.46 建設局

121602-00561 長池公園 阿倍野区 長池町 10.80 建設局

121902-02310 西田辺駅自転車駐車場管理事務所 阿倍野区 西田辺町１丁目 12.56 建設局

062507-10022 西田辺会館老人憩の家 阿倍野区 西田辺町２丁目 230.49 福祉局

120907-00337 大阪高石線（阿倍野）（管財課） 阿倍野区 西田辺町２丁目 30,927.75 建設局

121005-10029 天王寺大和川線（阿倍野） 阿倍野区 西田辺町２丁目 397.37 建設局

460108-00008 阿倍野消防署阪南出張所 阿倍野区 播磨町１丁目 284.29 768.04 消防局

121601-12710 播磨大領公園 阿倍野区 播磨町３丁目 3,122.19 建設局

530201-00091 もと町会財産 阿倍野区 阪南町１丁目 148.09 契約管財局

530201-00158 契約管財局賃貸地（阿倍野） 阿倍野区 阪南町１丁目 66.84 契約管財局

121601-12221 阪南西公園 阿倍野区 阪南町１丁目 80.05 建設局

121601-12222 阪南中公園 阿倍野区 阪南町１丁目 2,224.28 建設局

121601-12223 阪南北公園 阿倍野区 阪南町１丁目 793.38 建設局

420210-00438 苗代小学校 阿倍野区 阪南町１丁目 8,571.87 5,963.13 教育委員会事務局

121902-02577 文の里駅自転車駐車場管理ボックス 阿倍野区 阪南町１丁目 1.44 建設局

420308-00011 苗代学校業務サービスセンター 阿倍野区 阪南町１丁目 313.77 教育委員会事務局

330107-00004 常盤文化会館 阿倍野区 阪南町１丁目 198.64 阿倍野区役所

062507-00024 阿倍野連合会館老人憩の家 阿倍野区 阪南町２丁目 301.64 福祉局

540109-00003 もと阪南第2保育所 阿倍野区 阪南町２丁目 753.67 320.40 ○ こども青少年局

420210-00035 阿倍野小学校 阿倍野区 阪南町２丁目 12,343.91 7,421.63 教育委員会事務局

540201-00001 もと阿倍野児童館 阿倍野区 阪南町２丁目 355.00 ○ こども青少年局

121902-02201 昭和町駅自転車駐車場管理事務所 阿倍野区 阪南町２丁目 3.89 建設局

540502-00030 阪南保育所 阿倍野区 阪南町３丁目 821.48 633.68 こども青少年局

121601-12331 新阪南公園 阿倍野区 阪南町３丁目 1,347.24 建設局

062507-00023 阿倍野区老人福祉センター 阿倍野区 阪南町５丁目 1,189.28 471.00 福祉局

540501-00013 育徳園保育所 阿倍野区 阪南町５丁目 992.53 こども青少年局

420210-00154 阪南小学校 阿倍野区 阪南町５丁目 12,036.82 5,954.44 教育委員会事務局

062507-00083 阪南老人憩の家 阿倍野区 阪南町５丁目 101.81 福祉局

540202-00008 南さくら園 阿倍野区 阪南町５丁目 1,832.43 こども青少年局

330107-00003 阪南連合会館 阿倍野区 阪南町５丁目 50.38 阿倍野区役所

330107-10002 阪南播磨公園 阿倍野区 阪南町６丁目 1,067.81 阿倍野区役所

420210-00445 文の里中学校 阿倍野区 美章園１丁目 18,614.41 7,916.84 教育委員会事務局

121601-12726 美章園公園 阿倍野区 美章園２丁目 1,488.03 建設局

062405-00018 障がい福祉サービス事業所　アテナ平和 阿倍野区 美章園３丁目 1,436.55 福祉局

550501-00010 もと文の里詰所 阿倍野区 文の里１丁目 33.22 環境局

420210-00129 工芸高等学校 阿倍野区 文の里１丁目 20,904.73 20,385.40 教育委員会事務局

330106-00000 阿倍野区役所 阿倍野区 文の里１丁目 3,305.78 5,619.79 阿倍野区役所

330112-00000 阿倍野区保健福祉センター 阿倍野区 文の里１丁目 1,652.89 962.43 阿倍野区役所

420506-00012 デザイン教育研究所 阿倍野区 文の里１丁目 1,487.74 教育委員会事務局

062506-00007 阿倍野地域在宅サービスステーション 阿倍野区 文の里３丁目 407.55 福祉局

540501-00010 阿倍野保育園 阿倍野区 文の里３丁目 402.68 こども青少年局

121601-12750 文の里公園 阿倍野区 文の里３丁目 2,482.64 建設局

121601-12475 大阪泉北線関連緑地 阿倍野区 文の里４丁目 7,460.62
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121602-10008 天王寺大和川線（基金） 阿倍野区 文の里４丁目 96.77 建設局

121902-02440 天王寺駅自転車駐車場管理ボックス 阿倍野区 松崎町１丁目 1.44 建設局

121902-02666 天王寺駅自転車駐車場管理事務所 阿倍野区 松崎町１丁目 12.86 建設局

560307-00161 松崎第1住宅 阿倍野区 松崎町２丁目 7,544.45 13,920.00 都市整備局

540201-10143 常盤幼稚園 阿倍野区 松崎町３丁目 2,399.99 1,288.74 こども青少年局

560307-00162 松崎第2住宅 阿倍野区 松崎町３丁目 6,544.11 18,871.61 都市整備局

121601-12291 松崎公園 阿倍野区 松崎町３丁目 573.44 建設局

121601-12316 常盤公園 阿倍野区 松崎町３丁目 2,003.65 建設局

420210-00212 常盤小学校 阿倍野区 松崎町３丁目 9,253.95 7,859.21 教育委員会事務局

420210-00213 常盤小学校分校 阿倍野区 松崎町３丁目 1,317.84 2,257.00 教育委員会事務局

460108-00007 阿倍野消防署 阿倍野区 松崎町４丁目 3,777.63 2,234.29 消防局

460108-00009 阿倍野災害待機宿舎 阿倍野区 松崎町４丁目 101.12 消防局

121601-12394 聖天山公園 阿倍野区 松虫通３丁目 16,408.63 建設局

420210-00202 松虫中学校 阿倍野区 松虫通３丁目 11,078.47 6,544.60 教育委員会事務局

121602-00398 聖天山公園 阿倍野区 松虫通３丁目 19.20 建設局

560703-00050 まつむし広場（まちかど広場） 阿倍野区 松虫通１丁目 365.47 都市整備局

062506-00098 特別養護老人ホームふれ愛丸山荘・松虫地域在宅サービスステーション 阿倍野区 丸山通１丁目 1,968.20 福祉局

420210-00095 丸山小学校 阿倍野区 丸山通１丁目 10,449.86 3,385.33 教育委員会事務局

121601-12647 桃ヶ池公園 阿倍野区 桃ケ池町１丁目 71,448.19 建設局

540103-00004 もと阿倍野青年センター 阿倍野区 桃ケ池町１丁目 591.94 ○ こども青少年局

121602-00655 桃ヶ池公園 阿倍野区 桃ケ池町１丁目 233.18 建設局

420210-00201 昭和中学校 阿倍野区 桃ケ池町２丁目 8,363.99 6,453.51 教育委員会事務局


