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550301-00009 安立霊園 住之江区 安立１丁目 891.7 環境局

121601-12043 安立北公園 住之江区 安立１丁目 523.83 建設局

530201-00237 廃道（住之江） 住之江区 安立２丁目 69.03 契約管財局

120907-00399 廃道（住之江） 住之江区 安立２丁目 708.64 建設局

121601-12880 霰松原公園 住之江区 安立２丁目 741.12 建設局

620601-00022 安立小売市場民営活性化事業施設 住之江区 安立３丁目 1229.69 1328.52 経済戦略局

121601-12042 安立南公園 住之江区 安立３丁目 533.61 建設局

120907-00305 住吉八尾線（住之江）（管財課） 住之江区 安立４丁目 366.56 建設局

540502-00004 安立保育園 住之江区 安立４丁目 992.46 こども青少年局

550310-00000 西南環境事業センター 住之江区 泉１丁目 15521.57 5662.95 環境局

121107-00075 堤塘（住之江） 住之江区 泉１丁目 39.66 建設局

121107-00086 防潮堤（住之江） 住之江区 泉１丁目 17510.32 建設局

12ZZZZ-00666 住之江下水処理場 住之江区 泉１丁目 86844.97 25758.46 建設局

130621-00057 防潮堤（住之江） 住之江区 泉１丁目 5424.15 港湾局

062405-00046 大阪市職業指導センター 住之江区 泉１丁目 3681.39 福祉局

南部方面管理事務所 住之江区 泉１丁目 569.33 建設局

住之江工営所 住之江区 泉１丁目 660.27 建設局

530201-00111 もと平野処理区公共事業用地 住之江区 泉２丁目 173.48 契約管財局

530201-00118 もと北島塵芥処分地 住之江区 泉２丁目 17104.44 529 契約管財局

530201-00224 道路買収残地（住之江） 住之江区 泉２丁目 1648.36 529 契約管財局

121601-12984 平林泉公園 住之江区 泉２丁目 5789.12 建設局

12ZZZZ-00669 住之江抽水所 住之江区 泉２丁目 22599.9 22190.57 建設局

121602-01061 平林泉公園 住之江区 泉２丁目 19.2 建設局

130622-00121 物揚場（住之江・一般） 住之江区 泉２丁目 23294.55 港湾局

121601-12779 北加賀屋東公園 住之江区 北加賀屋１丁目 536.8 建設局

062506-00011 加賀屋地域在宅サービスステーション 住之江区 北加賀屋１丁目 373.1 147.03 福祉局

420210-00069 加賀屋小学校 住之江区 北加賀屋２丁目 12085.66 7051.57 教育委員会事務局

550502-10004 住之江工場 住之江区 北加賀屋４丁目 32164.65 環境局

550505-00024 住之江工場（局管理分） 住之江区 北加賀屋４丁目 548 環境局

550505-00006 住之江屋内プール 住之江区 北加賀屋５丁目 1549 環境局

550505-00007 住之江総合会館さざんか会館 住之江区 北加賀屋５丁目 1109.2 環境局

620701-00012 住之江スポーツセンター（住之江総合会館） 住之江区 北加賀屋５丁目 1755.8 経済戦略局

121601-12778 北加賀屋公園 住之江区 北加賀屋５丁目 20449.58 建設局

121602-00787 北加賀屋公園 住之江区 北加賀屋５丁目 350.33 建設局

340114-00026 加賀屋北会館 住之江区 北加賀屋５丁目 83.94 住之江区役所

560307-00398 北加賀屋第5住宅 住之江区 北加賀屋５丁目 7690.13 9125.87 都市整備局

062507-00036 加賀屋北会館老人憩の家 住之江区 北加賀屋５丁目 180.99 福祉局

062507-00037 加賀屋北老人憩の家 住之江区 北加賀屋５丁目 104.77 福祉局

420210-00440 敷津浦小学校代替地 住之江区 北島１丁目 40.33 教育委員会事務局

340114-00029 敷津浦顕彰碑 住之江区 北島１丁目 10.86 住之江区役所

560307-00235 大和川住宅 住之江区 北島１丁目 62146.77 600 46595.11 都市整備局

420210-00439 敷津浦小学校 住之江区 北島２丁目 14977.1 11335.34 教育委員会事務局

062507-00237 敷津浦北老人憩の家 住之江区 北島２丁目 151.08 福祉局

121601-12803 北島公園 住之江区 北島３丁目 1070.16 建設局

340114-00031 北島会館 住之江区 北島３丁目 133 住之江区役所

062507-00265 北島会館老人憩の家 住之江区 北島３丁目 296.89 123.45 福祉局

550201-00065 大気汚染常時監視測定局（北粉浜小学校） 住之江区 粉浜１丁目 23.5 環境局

420210-00475 北粉浜小学校 住之江区 粉浜１丁目 10462.73 4560.74 教育委員会事務局

121601-12746 粉浜中公園 住之江区 粉浜１丁目 439.24 建設局

121601-12747 粉浜東公園 住之江区 粉浜１丁目 1085.18 建設局

540201-10170 粉浜幼稚園 住之江区 粉浜１丁目 1416.17 969.83 こども青少年局

420210-00444 粉浜小学校 住之江区 粉浜２丁目 7418.17 5499.29 教育委員会事務局

121601-12748 粉浜南公園 住之江区 粉浜３丁目 346.31 建設局

420210-00185 住吉第一中学校 住之江区 粉浜西１丁目 15628.59 6840.93 教育委員会事務局

121601-12749 粉浜北公園 住之江区 粉浜西１丁目 707.05 建設局

12ZZZZ-00220 もと粉浜抽水所 住之江区 粉浜西１丁目 339.92 建設局

121902-02080 玉出駅自転車駐車場管理ボックス 住之江区 粉浜西１丁目 1.44 建設局

121601-12745 粉浜公園 住之江区 粉浜西２丁目 1522.58 建設局

530201-00184 柴谷運河埋立地（コミュニティ用地等） 住之江区 柴谷１丁目 123.71 契約管財局

121902-01833 新木津川大橋自転車保管所トイレ 住之江区 柴谷１丁目 1.91 建設局

121902-02235 新木津川大橋自転車保管所管理事務所 住之江区 柴谷１丁目 3.87 建設局

130621-00010 新木津川大橋管理用道路 住之江区 柴谷１丁目 451.62 港湾局

550313-00003 環境局関連事務所（住之江区柴谷） 住之江区 柴谷２丁目 1534.85 145.77 環境局

550313-00004 柴谷塵芥処分地 住之江区 柴谷２丁目 1347.77 532 環境局

530201-00060 もと柴谷塵芥処分地 住之江区 柴谷２丁目 39803.35 533 契約管財局

590203-00001 動物管理センター 住之江区 柴谷２丁目 3931.19 1035.82 健康局

121601-12258 柴谷公園 住之江区 柴谷２丁目 26085.94 建設局

12ZZZZ-00313 下水道用地（住之江） 住之江区 柴谷２丁目 5370.43 建設局

121602-00261 柴谷公園 住之江区 柴谷２丁目 18 建設局

560307-10024 柴谷住宅 住之江区 柴谷２丁目 30302.63 33276.89 都市整備局

121902-02153 住之江公園駅自転車駐車場 住之江区 新北島１丁目 1508.08 建設局

121902-02162 住之江公園駅自転車駐車場南管理ボックス 住之江区 新北島１丁目 1.44 建設局

550301-00080 南加賀屋霊園 住之江区 新北島２丁目 1465.74 環境局

121601-12347 新北島南公園 住之江区 新北島２丁目 6979.17 建設局

121601-12345 新北島中公園 住之江区 新北島３丁目 1888 建設局

121601-12346 新北島東公園 住之江区 新北島３丁目 7470 建設局

121602-00350 新北島東公園 住之江区 新北島３丁目 18 建設局

540502-00044 新北島保育所 住之江区 新北島４丁目 462.56 こども青少年局

560307-00172 新北島住宅 住之江区 新北島４丁目 33513.43 60795.62 都市整備局

550501-00009 もと南港工場公舎 住之江区 新北島５丁目 1006.8 923 1476 ○ 環境局

420210-00223 新北島会館 住之江区 新北島５丁目 545.84 教育委員会事務局

121601-12343 新北島会館南公園 住之江区 新北島５丁目 861 建設局

420210-00224 新北島小学校 住之江区 新北島６丁目 11896.32 6943.39 教育委員会事務局

121601-12344 新北島西公園 住之江区 新北島７丁目 11998 建設局

420210-00225 新北島中学校 住之江区 新北島８丁目 15933.39 9621.45 教育委員会事務局

121601-12953 大和川北公園 住之江区 新北島８丁目 687 建設局
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560307-00173 新北島第2住宅 住之江区 新北島８丁目 3751.39 4967.67 都市整備局

420210-00039 安立小学校 住之江区 住之江１丁目 14487.09 7230.79 教育委員会事務局

550301-00036 住之江霊園 住之江区 住之江２丁目 607.96 環境局

121601-12040 安住公園 住之江区 住之江３丁目 2542.14 建設局

560307-10025 住之江住宅 住之江区 住之江３丁目 7220.12 6854.11 都市整備局

530201-00087 もと中加賀屋派出所 住之江区 中加賀屋１丁目 39.66 契約管財局

121601-12521 中加賀屋公園 住之江区 中加賀屋１丁目 10620.92 建設局

121902-02612 北加賀屋自転車駐車場 住之江区 中加賀屋１丁目 688.7 建設局

121602-00526 中加賀屋公園 住之江区 中加賀屋１丁目 69.88 建設局

121902-02604 北加賀屋駅自転車駐車場 住之江区 中加賀屋１丁目 1485.76 建設局

121902-02611 北加賀屋駅自転車駐車場管理ボックス 住之江区 中加賀屋１丁目 3.89 建設局

460108-00025 住之江消防署加賀屋出張所 住之江区 中加賀屋１丁目 258.19 211.2 消防局

560102-00014 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ中加賀屋） 住之江区 中加賀屋１丁目 2644.5 都市整備局

560307-00247 中加賀屋住宅 住之江区 中加賀屋１丁目 52894.2 81588.57 都市整備局

620601-00084 加賀屋小売市場民営活性化事業施設 住之江区 中加賀屋２丁目 1424.21 経済戦略局

540502-00113 北加賀屋保育所 住之江区 中加賀屋２丁目 987.63 566.03 こども青少年局

540201-00008 もと住之江児童館 住之江区 中加賀屋２丁目 262.06 ○ こども青少年局

121601-12082 加賀屋公園 住之江区 中加賀屋３丁目 3750.41 建設局

420210-00184 住吉川小学校 住之江区 中加賀屋４丁目 12251.51 5637 教育委員会事務局

121601-12264 住吉川公園 住之江区 中加賀屋４丁目 159.55 建設局

620504-00003 国際見本市会場 インテックス大阪 住之江区 南港北１丁目 121240.84 127292.64 経済戦略局

130504-00004 国際見本市関連事業用地 住之江区 南港北１丁目 7075.37 港湾局

13ZZZZ-00025 コンテナ車整理場 住之江区 南港北１丁目 26201.19 港湾局

130621-00012 大阪港咲洲トンネル咲洲側換気所 住之江区 南港北１丁目 6733.94 港湾局

咲洲国際客船上屋 住之江区 南港北１丁目 3627.53 港湾局

ＫＦ－１上屋 住之江区 南港北１丁目 9255 港湾局

620504-00000 アジア太平洋トレードセンター 住之江区 南港北２丁目 17366.06 74976.46 経済戦略局

12ZZZZ-00590 咲洲抽水所 住之江区 南港北２丁目 1892.18 573.98 建設局

130621-00028 臨港緑地（住之江） 住之江区 南港北２丁目 305098.88 港湾局

130621-00016 南港北ふ頭緑道 住之江区 南港北２丁目 27.49 港湾局

130622-00118 大阪内港船舶通航信号所 住之江区 南港北２丁目 20.12 港湾局

なにわの海の時空館 住之江区 南港北２丁目 20763.51 ○ 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地３号第４附設事務所 住之江区 南港北２丁目 90.9 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地４号附設事務所 住之江区 南港北２丁目 48.38 港湾局

130506-00003 公園（住之江区南港南） 住之江区 南港北３丁目 74524.74 港湾局

130618-00008 南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所用地 住之江区 南港北３丁目 2087.7 港湾局

130621-00067 公園（住之江区南港南） 住之江区 南港北３丁目 39015.25 港湾局

130621-00070 大阪南港野鳥園 住之江区 南港北３丁目 193620.57 792.31 港湾局

130622-00188 もと岸壁（住之江・一般） 住之江区 南港北３丁目 1114.98 港湾局

13ZZZZ-10006 もと埠頭（住之江・港営） 住之江区 南港北３丁目 17171.92 港湾局

130618-00016 南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所 住之江区 南港北３丁目 208.38 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地１号附設事務所 住之江区 南港北３丁目 105.55 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地２号第２附設事務所 住之江区 南港北３丁目 74.18 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地２号第３附設事務所 住之江区 南港北３丁目 283.3 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地２号附設事務所 住之江区 南港北３丁目 172.06 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地３号附設事務所・電気室 住之江区 南港北３丁目 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地２号附設事務所 住之江区 南港北３丁目 48.38 港湾局

南港Ｒ地区荷さばき地３号第３附設事務所 住之江区 南港北３丁目 181.44 港湾局

12ZZZZ-01316 南港第2抽水所 住之江区 南港中１丁目 8756.89 3362.86 建設局

460108-00027 住之江消防署南港出張所 住之江区 南港中１丁目 1829.48 576.59 消防局

420210-00403 南港緑小学校 住之江区 南港中２丁目 13000.41 6618.31 教育委員会事務局

南港ポートタウン中央駐車場 住之江区 南港中２丁目 6775.3 港湾局

南港ポートタウン管理センター 住之江区 南港中２丁目 3474.79 港湾局

南港ポートタウン警備員詰所 住之江区 南港中２丁目 38.71 港湾局

540501-00035 大阪神愛館グレース保育園 住之江区 南港中２丁目 1100.02 こども青少年局

560307-00337 南港中住宅 住之江区 南港中２丁目 64285.55 548 136554.94 都市整備局

420210-00400 南港渚小学校 住之江区 南港中３丁目 13111.21 6827.26 教育委員会事務局

420210-00401 南港南中学校 住之江区 南港中３丁目 18000 7004.1 教育委員会事務局

南港ポートタウン西警察署詰所 住之江区 南港中３丁目 28.69 港湾局

420210-00398 南港光小学校 住之江区 南港中４丁目 13972.59 7026.22 教育委員会事務局

420210-00402 南港北中学校 住之江区 南港中４丁目 16989.47 7721.54 教育委員会事務局

南港ポートタウン駐車場北-２ 住之江区 南港中４丁目 5413.21 港湾局

420210-00399 南港桜小学校 住之江区 南港中５丁目 13000.03 6763.36 教育委員会事務局

南港ポートタウン駐車場北-１ 住之江区 南港中５丁目 5314.3 港湾局

540501-00006 ポートタウン保育園 住之江区 南港中５丁目 1213.3 こども青少年局

550505-00012 南港管路輸送センター 住之江区 南港中６丁目 4606.33 1933 環境局

620504-00006
もと国際見本市会場来場者駐車場
もとインテックス大阪来場者駐車場

住之江区 南港中６丁目 7700 1562 経済戦略局

620504-00005
もと国際見本市会場来場者駐車場
もとインテックス大阪来場者駐車場

住之江区 南港中６丁目 21789.07 経済戦略局

130618-00010 南港中ふ頭港湾労働者便所用地 住之江区 南港中６丁目 232.75 港湾局

130618-00009 南港中ふ頭港湾労働者便所 住之江区 南港中６丁目 21.42 港湾局

Q-1号上屋外 住之江区 南港中６丁目 39337.6 港湾局

もと咲洲緑地管理事務所 住之江区 南港中６丁目 979.58 ○ 港湾局

南港ポートタウン中ふ頭駐車場 住之江区 南港中６丁目 21703.24 港湾局

13ZZZZ-00167 流通関連用地 住之江区 南港中７丁目 10000.03 港湾局

13ZZZZ-00179 埠頭（住之江・港営） 住之江区 南港中７丁目 889894.33 港湾局

南港Ｃ６荷さばき地２号附設事務所 住之江区 南港中７丁目 400 港湾局

南港Ｃ６荷さばき地２号附設事務所 住之江区 南港中７丁目 212.2 港湾局

南港ポートタウン西駐車場 住之江区 南港中７丁目 23636.89 港湾局

南港Ｃ－７電気室 住之江区 南港中７丁目 320.24 港湾局

130618-00019 大阪南港港湾労働者福祉センター用地 住之江区 南港中８丁目 1993.75 港湾局

130504-00010 ニュートラム高架 住之江区 南港中８丁目 258.69 港湾局

130504-00013 もと護岸敷（住之江・一般） 住之江区 南港東１丁目 3175.6 港湾局

13ZZZZ-10008 臨港道路（住之江・港営） 住之江区 南港東１丁目 9553.64 港湾局

560307-00336 南港住宅 住之江区 南港東１丁目 10141.34 22433.3 都市整備局

121601-12669 南港東公園 住之江区 南港東２丁目 10085.55 551 建設局

121902-02509 南港第2自転車保管所管理事務所 住之江区 南港東２丁目 4.08 建設局

121902-02511 南港東自転車保管所管理事務所 住之江区 南港東２丁目 25.65 建設局
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Ｇ－１号上屋外 住之江区 南港東４丁目 9643.98 港湾局

121902-02507 南港自転車保管所 住之江区 南港東５丁目 9.93 建設局

130618-00007 南港コンテナふ頭港湾労働者便所用地 住之江区 南港東５丁目 498.61 港湾局

13ZZZZ-10002 荷捌地（住之江・港営） 住之江区 南港東５丁目 59371.09 港湾局

130618-00006 南港コンテナふ頭港湾労働者便所 住之江区 南港東５丁目 30.9 港湾局

Ｉ－１号上屋外 住之江区 南港東５丁目 20417.05 港湾局

130621-00025 臨港道路（住之江・一般） 住之江区 南港東７丁目 1722694.4 港湾局

550201-00061 大気汚染常時監視測定局（南港中央公園） 住之江区 南港東８丁目 9.5 環境局

620701-00213 南港中央野球場 住之江区 南港東８丁目 3558.45 経済戦略局

121601-13021 南港中央公園 住之江区 南港東８丁目 208820 建設局

121602-00677 南港中央公園 住之江区 南港東８丁目 176.38 建設局

13ZZZZ-00140 南港ポートタウン駐車場 住之江区 南港東８丁目 80078.77 港湾局

13ZZZZ-00143 南港埋立地 住之江区 南港東８丁目 780459.92

536/538-1/
539-1/539-2/
546/547-1/
1004/1005/
1338/1491/
1494/1498/
1561

港湾局

南港ポートタウン駐車場東-３ 住之江区 南港東８丁目 4220.04 港湾局

南港ポートタウン駐車場東-２ 住之江区 南港東８丁目 10042.59 港湾局

南港ポートタウン駐車場東-１ 住之江区 南港東８丁目 13456.48 港湾局

130621-00030 臨港緑地（南港） 住之江区 南港東９丁目 81343.77 港湾局

550505-00019 南港工場 住之江区 南港南１丁目 12676.69 1252 15939.17 ○ 環境局

12ZZZZ-01315 南港第1抽水所 住之江区 南港南１丁目 9979 554 601.71 建設局

13ZZZZ-00085 護岸敷（住之江・港営） 住之江区 南港南１丁目 12317.35 港湾局

Ｅ－１号上屋外 住之江区 南港南２丁目 7873.09 港湾局

130622-00170 岸壁（住之江） 住之江区 南港南３丁目 148497.67 港湾局

13ZZZZ-00082 岸壁（住之江） 住之江区 南港南３丁目 12212.64 港湾局

130619-00008 地震計室 住之江区 南港南３丁目 4.62 港湾局

Ａ－１号上屋外 住之江区 南港南３丁目 10808.15 港湾局

南港A地区荷さばき地1号附設事務所 住之江区 南港南３丁目 17.18 港湾局

Ｂ－１号上屋外 住之江区 南港南３丁目 18429.76 港湾局

Ｄ－１号上屋外 住之江区 南港南３丁目 13175.68 港湾局

南港Ｄ地区荷さばき地３号附設事務所 住之江区 南港南３丁目 215.28 港湾局

12ZZZZ-01317 南港第3抽水所 住之江区 南港南４丁目 7108.04 579.59 建設局

689905-00002 中央卸売市場南港市場 住之江区 南港南５丁目 100078.87 31139.61 中央卸売市場

130618-00012 南港南ふ頭港湾労働者便所用地 住之江区 南港南６丁目 204.54 港湾局

130618-00011 南港南ふ頭港湾労働者便所 住之江区 南港南６丁目 21.41 港湾局

130621-00013 大阪南港海水遊泳場 住之江区 南港南６丁目 43.56 ○ 港湾局

130622-00172 南港魚つり園護岸 住之江区 南港南６丁目 30.88 港湾局

130622-00173 もと大阪南港魚つり園 住之江区 南港南６丁目 53.02 港湾局

南港Ｊ地区荷さばき地1号附設事務所 住之江区 南港南６丁目 107.17 港湾局

南港Ｊ地区荷さばき地３号附設事務所 住之江区 南港南６丁目 420 港湾局

130622-00119 大阪南港船舶通航信号所 住之江区 南港南７丁目 20.12 港湾局

Ｋ－１号上屋 住之江区 南港南７丁目 6290.75 港湾局

560307-00397 北加賀屋住宅 住之江区 西加賀屋１丁目 961.26 530 1743.34 都市整備局

420210-00070 加賀屋中学校 住之江区 西加賀屋２丁目 17016.78 8480.63 教育委員会事務局

121601-12397 西加賀屋公園 住之江区 西加賀屋３丁目 3072.8 建設局

540501-00004 きのみむすび保育園 住之江区 西加賀屋４丁目 942.29 こども青少年局

121601-12407 西住之江公園 住之江区 西住之江１丁目 516.54 建設局

121601-12734 浜口東公園 住之江区 西住之江１丁目 2469.24 建設局

420210-00040 安立小学校代替地 住之江区 西住之江２丁目 3.7 教育委員会事務局

121601-12408 西住之江中公園 住之江区 西住之江２丁目 425.16 建設局

121902-02152 住之江駅自転車駐車場 住之江区 西住之江２丁目 1095.68 建設局

550301-00008 安立南霊園 住之江区 西住之江３丁目 1415.07 環境局

121601-12409 西住之江南公園 住之江区 西住之江３丁目 690.93 建設局

560307-00197 西住之江住宅 住之江区 西住之江３丁目 20671.01 556 16571.13 都市整備局

121107-00009 運河（住之江） 住之江区 浜口西１丁目 7.33 建設局

121107-00023 河川敷（住之江） 住之江区 浜口西２丁目 438.28 建設局

121601-12733 浜口西公園 住之江区 浜口西２丁目 1685.95 建設局

121601-12732 浜口公園 住之江区 浜口西３丁目 1831.39 建設局

121602-00741 浜口公園 住之江区 浜口西３丁目 19.2 建設局

540502-00106 浜口保育所 住之江区 浜口西３丁目 1366.8 446.48 こども青少年局

540201-00007 もと住之江勤労青少年ホーム 住之江区 浜口西３丁目 656.6 ○ こども青少年局

12ZZZZ-00667 住之江下水処理場細井川取入口 住之江区 浜口東２丁目 113.52 建設局

062506-00084
特別養護老人ホームグルメ杵屋社会貢献の家・
住吉第一地域在宅サービスステーション

住之江区 浜口東２丁目 1861.81 福祉局

340112-00002 住之江区保健福祉センター 住之江区 浜口東３丁目 1675.52 1332.06 住之江区役所

420210-00071 加賀屋東小学校 住之江区 東加賀屋１丁目 12589.39 8176.51 教育委員会事務局

530201-00163 契約管財局賃貸地（住之江） 住之江区 東加賀屋１丁目 842.65 契約管財局

121601-12017 東加賀屋1公園 住之江区 東加賀屋１丁目 1530.63 建設局

560307-00315 東加賀屋住宅 住之江区 東加賀屋１丁目 24557.7 22374.06 都市整備局

121601-12617 東加賀屋公園 住之江区 東加賀屋２丁目 688.02 建設局

062507-00038 加賀屋老人憩の家 住之江区 東加賀屋２丁目 319.93 福祉局

12ZZZZ-00929 もと村上抽水所 住之江区 東加賀屋４丁目 305.78 560/561 建設局

121601-12761 平林北公園 住之江区 平林北１丁目 2087.89 建設局

130621-00065 護岸敷（住之江・一般） 住之江区 平林北１丁目 104260.5 港湾局

130704-00012 木津川渡船待合所 住之江区 平林北１丁目 44.64 港湾局

12ZZZZ-01453 平林第2抽水所 住之江区 平林北２丁目 138.3 6.75 建設局

12ZZZZ-10014 平林抽水所 住之江区 平林北２丁目 2496.18 390.50 建設局

130505-00006 もと水路（住之江） 住之江区 平林北２丁目 5887.46 港湾局

130622-00109 運河用地（住之江） 住之江区 平林北２丁目 2620.37 港湾局

120907-00376 道路（住之江）（管財課） 住之江区 平林南１丁目 567917.1 建設局

130505-00013 港湾局賃貸地（住之江） 住之江区 平林南１丁目 102155.05
1008-1/1726/
1727/1728/1816

港湾局

130622-00113 荷捌地（住之江） 住之江区 平林南１丁目 20522 港湾局

130622-00117 水路（住之江） 住之江区 平林南１丁目 134825.29 港湾局

130621-00052 角落扉格納庫（住吉川） 住之江区 平林南１丁目 80.64 港湾局
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560108-00035 もと区画整理事業用地（南部工区・住之江） 住之江区 平林南１丁目 43701.17

562/563/569/
572/573/575/
576/577/578/
579/580/581/
582/583/584/
585/586/587/
588/589/590/
591/592/595/
596

都市整備局

560108-00062 区画整理事業用地（南部工区・住之江） 住之江区 平林南１丁目 33041.28 593 都市整備局

420210-00453 平林小学校 住之江区 平林南２丁目 13459.37 5715.01 教育委員会事務局

121601-12759 平林西公園 住之江区 平林南２丁目 1099.94 建設局

121601-12760 平林南公園 住之江区 平林南２丁目 1142.28 建設局

121902-02580 平林駅自転車駐車場 住之江区 平林南２丁目 125 建設局

540501-00021 高崎保育園 住之江区 平林南２丁目 763.89 こども青少年局

460108-00028 住之江消防署平林出張所 住之江区 平林南２丁目 329.81 248.69 消防局

340114-00030 平林福祉会館用地 住之江区 平林南２丁目 275 住之江区役所

560307-00388 平林南住宅 住之江区 平林南２丁目 7134.7 11548.16 都市整備局

560307-00389 平林南第2住宅 住之江区 平林南２丁目 7035.86 11616.37 都市整備局

560307-00390 平林南第3住宅 住之江区 平林南２丁目 8258.91 594 7461.55 都市整備局

121601-12169 御崎北公園 住之江区 御崎１丁目 1254.41 建設局

420210-00229 真住中学校 住之江区 御崎２丁目 13614.16 8487.37 教育委員会事務局

560301-10081 もと御崎住宅 住之江区 御崎２丁目 1211.92 597 都市整備局

560307-00095 御崎住宅 住之江区 御崎２丁目 43921.32 47309.78 都市整備局

530201-00086 もと中央卸売市場南部市場（コミュニティ用地等） 住之江区 御崎３丁目 3395.41 598 契約管財局

530201-00238 廃道（住之江・コミュニティ用地等） 住之江区 御崎３丁目 466.01 598 契約管財局

121601-12167 御崎東公園 住之江区 御崎３丁目 2162.72 建設局

340112-00004 住之江区役所 住之江区 御崎３丁目 5708.74 5355.85 住之江区役所

340114-00028 住之江区民ホール 住之江区 御崎３丁目 750.78 住之江区役所

062405-00035 障がい福祉サービス事業所　住之江木の実園 住之江区 御崎３丁目 661.15 福祉局

420210-00522 住之江小学校 住之江区 御崎４丁目 12058.21 7448.01 教育委員会事務局

460108-00024 住之江消防署 住之江区 御崎４丁目 2314.04 1819.47 消防局

062506-00038 住之江区在宅サービスセンター 住之江区 御崎４丁目 1183.44 福祉局

062507-00067 御崎老人憩の家 住之江区 御崎４丁目 642.98 福祉局

550501-00018 もと御崎詰所 住之江区 御崎５丁目 1359.86 1501 環境局

550201-00052 大気汚染常時監視測定局（清江小学校） 住之江区 御崎５丁目 16 環境局

420210-00241 清江小学校 住之江区 御崎５丁目 8494.67 7811.56 教育委員会事務局

121601-12166 御崎中公園 住之江区 御崎５丁目 1437.79 建設局

560307-00380 敷津浦住宅 住之江区 御崎５丁目 4189.61 9375.87 都市整備局

560307-00096 御崎第2住宅 住之江区 御崎６丁目 3305.78 4004.21 都市整備局

550301-00094 北島霊園 住之江区 御崎７丁目 1657.65 環境局

420210-00182 住吉商業高等学校 住之江区 御崎７丁目 27203.62 17083.13 教育委員会事務局

530201-00084 もと大和川Ｗ1住宅 住之江区 御崎７丁目 35.56 契約管財局

121601-12168 御崎南公園 住之江区 御崎７丁目 8327.27 建設局

121601-12737 敷津浦東公園 住之江区 御崎７丁目 2923.55 建設局

121602-00746 敷津浦東公園 住之江区 御崎７丁目 19.2 建設局

540502-00023 御崎保育所 住之江区 御崎７丁目 2982.33 1225.94 こども青少年局

030404-00020 浪速地区公共施設建設代替地 住之江区 御崎７丁目 149.24 601 市民局

560307-00381 敷津浦第2住宅 住之江区 御崎７丁目 4773.99 1815 6165.95 都市整備局

560307-10097 もと敷津浦第2住宅 住之江区 御崎７丁目 508.6 都市整備局

420210-00189 住之江中学校 住之江区 御崎８丁目 15867.66 10772.16 教育委員会事務局

420210-00190 もと住之江特別支援学校 住之江区 緑木１丁目 280.48 教育委員会事務局

121602-00873 緑木検車場内市電保存館 住之江区 緑木１丁目 444.05 建設局

560307-00445 緑木住宅 住之江区 緑木１丁目 7236.1 16186.95 都市整備局

121601-12862 緑木公園 住之江区 緑木２丁目 1303.02 建設局

560307-00446 緑木第2住宅 住之江区 緑木２丁目 1495.91 3648.4 都市整備局

121902-01830 住之江公園駅自転車駐車場トイレ 住之江区 南加賀屋１丁目 1.44 建設局

121902-02163 住之江公園駅自転車駐車場北管理ボックス 住之江区 南加賀屋１丁目 3.89 建設局

420605-00011 住之江図書館 住之江区 南加賀屋３丁目 788.53 教育委員会事務局

121601-12662 南加賀屋公園 住之江区 南加賀屋３丁目 1642.97 建設局

340114-00027 住之江会館 住之江区 南加賀屋３丁目 1454.36 652.52 住之江区役所

062405-00063 敷津浦学園 住之江区 南加賀屋３丁目 3621 1700.62 福祉局

062506-00079
特別養護老人ホームいわき園・
住之江地域在宅サービスステーション

住之江区 南加賀屋３丁目 2389.73 福祉局

062507-00099 住之江区老人福祉センター 住之江区 南加賀屋３丁目 672.23 福祉局

121601-12006 加賀屋緑地 住之江区 南加賀屋４丁目 4821.56 建設局

121601-12663 南加賀屋西公園 住之江区 南加賀屋４丁目 584.5 建設局

121602-00001 加賀屋緑地 住之江区 南加賀屋４丁目 448.89 建設局

130504-00009 南港東公園 住之江区 南港東 479.12 551 港湾局


