
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】

実測面積
（㎡）

未利用地
番号

延床面積
供用廃止

施設
550301-00055 浅香霊園 住吉区 浅香１丁目 1418.54 29.02 環境局

420210-00083 我孫子南中学校 住吉区 浅香１丁目 16000 10717.58 教育委員会事務局

620701-00010 住吉スポーツセンター・住吉屋内プール 住吉区 浅香１丁目 9108.03 経済戦略局

620701-00009 住吉スポーツセンター 住吉区 浅香１丁目 11363.46 経済戦略局

620701-00011 住吉屋内プール 住吉区 浅香１丁目 2824.14 経済戦略局

121601-12452 浅香中央公園 住吉区 浅香１丁目 574.87 建設局

121601-12454 浅香南公園 住吉区 浅香１丁目 494.57 建設局

121601-12490 大和川公園 住吉区 浅香１丁目 60022.78
614/616/633/
644/928

建設局

121602-00456 浅香中央公園 住吉区 浅香１丁目 167.86 建設局

540502-00059 浅香東保育所 住吉区 浅香１丁目 243.85 1786.75 こども青少年局

540502-10011 民間移管保育所建設用地（浅香東保育所） 住吉区 浅香１丁目 1133.42 1346 こども青少年局

030404-00026 もと浅香人権文化センター 住吉区 浅香１丁目 155.43 1129-1 市民局

560107-10031 浅香南住宅 住吉区 浅香１丁目 403.32 602/604 都市整備局

560301-00041 浅香第2住宅地区改良事業用地 住吉区 浅香１丁目 146.98 604 都市整備局

560307-00218 浅香第2住宅 住吉区 浅香１丁目 10190.14 1565/1566 5043.97 都市整備局

560307-00221 浅香南住宅 住吉区 浅香１丁目 14548.1 602/604 9753.14 都市整備局

060106-00336 もと浅香温泉 住吉区 浅香１丁目 1006.53 1130 福祉局

062405-00026 障がい福祉サービス事業所　はぁとらんど浅香 住吉区 浅香１丁目 950 福祉局

062406-10001 障がい福祉サービス事業所　ひかり荘 住吉区 浅香１丁目 300 福祉局

062506-00037 住吉区在宅サービスセンター 住吉区 浅香１丁目 1400 福祉局

062506-00077
特別養護老人ホームアップリケアホーム・
軽費老人ホームアップリケアハウス

住吉区 浅香１丁目 3300 福祉局

062507-00015 もと地域活動支援プラザ浅香 住吉区 浅香１丁目 65.72 福祉局

062507-00148 もと浅香老人憩の家 住吉区 浅香１丁目 5.97 福祉局

062406-00001 障がい福祉サービス事業所 ひかり荘 住吉区 浅香１丁目 205.04 福祉局

121601-12451 浅香西公園 住吉区 浅香２丁目 2291.49 607 建設局

121601-12453 浅香町公園 住吉区 浅香２丁目 2793.38 建設局

540109-00031 浅香東第2保育所 住吉区 浅香２丁目 844.21 1502 こども青少年局

030404-00003 もと市民交流センターすみよし南 住吉区 浅香２丁目 12409.63 1730 4241.19 ○ 市民局

560107-10029 浅香西地区改良事業用地 住吉区 浅香２丁目 6478.84 605/606 都市整備局

560107-10030 浅香第3住宅 住吉区 浅香２丁目 277.8 605 都市整備局

560301-00042 浅香第3住宅地区改良事業用地 住吉区 浅香２丁目 4161.01 1729/1731 都市整備局

560301-00043 浅香第3住宅付帯施設用地 住吉区 浅香２丁目 304.15 都市整備局

560307-00215 浅香住宅 住吉区 浅香２丁目 8847.58 4404.37 都市整備局

560307-00216 浅香西住宅 住吉区 浅香２丁目 3198.08 8381.37 都市整備局

560307-00219 浅香第3住宅 住吉区 浅香２丁目 8053.96 1731 5390.7 都市整備局

560307-00220 浅香中住宅 住吉区 浅香２丁目 1379.55 4840.73 都市整備局

560301-10082 もと我孫子東第６住宅 住吉区 我孫子１丁目 860.7 609 都市整備局

560307-00071 我孫子第3住宅 住吉区 我孫子１丁目 2839.65 4737.55 都市整備局

560307-00072 我孫子東第6住宅 住吉区 我孫子１丁目 16532.53 608 12662.31 都市整備局

420210-00041 依羅小学校 住吉区 我孫子４丁目 15979.48 14947.33 教育委員会事務局

530201-00025 もと依羅派出所 住吉区 我孫子４丁目 4.03 契約管財局

121601-12103 我孫子公園 住吉区 我孫子５丁目 9024.85 建設局

560307-00068 我孫子住宅 住吉区 我孫子５丁目 4099.17 4350.58 都市整備局

420210-00408 大空小学校 住吉区 我孫子西１丁目 9962.58 6547.49 教育委員会事務局

560307-00069 我孫子西住宅 住吉区 我孫子西１丁目 32116.29 32940.34 都市整備局

062506-00081
特別養護老人ホームウェルネスあびこ・
三稜地域在宅サービスステーション

住吉区 我孫子西１丁目 2099.92 福祉局

550301-00018 我孫子霊園 住吉区 我孫子東１丁目 1073 環境局

550201-00013 大気汚染常時監視測定局（我孫子中学校） 住吉区 我孫子東１丁目 10 環境局

420210-00082 我孫子中学校 住吉区 我孫子東１丁目 16237.77 14283.71 教育委員会事務局

560307-00070 我孫子第2住宅 住吉区 我孫子東１丁目 22046.09 32250.76 都市整備局

560307-00073 我孫子東第7住宅 住吉区 我孫子東１丁目 30981.6 610 45027.07 都市整備局

062506-00013 我孫子地域在宅サービスステーション 住吉区 我孫子東１丁目 441.02 805.26 福祉局

121601-12104 我孫子東公園 住吉区 我孫子東２丁目 606.25 建設局

121902-01937 あびこ駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 我孫子東２丁目 12.56 建設局

560307-00074 我孫子南住宅 住吉区 我孫子東３丁目 33693.48 57805.74 都市整備局

420605-00004 もと住吉図書館 住吉区 遠里小野１丁目 549.71 659.43 ○ 教育委員会事務局

121902-02020 我孫子前駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 遠里小野１丁目 12.56 建設局

540501-00014 遠里小野保育園 住吉区 遠里小野１丁目 369.36 444.9 こども青少年局

460108-00021 住吉消防署 住吉区 遠里小野１丁目 1652.88 3375.22 消防局

062507-00098 住吉区老人福祉センター 住吉区 遠里小野１丁目 875.24 1067.5 福祉局

420210-00301 大和川中学校 住吉区 遠里小野２丁目 14960.16 7540.66 教育委員会事務局

560307-00034 遠里小野住宅 住吉区 遠里小野２丁目 17610.68 20774.67 都市整備局

062506-00100
特別養護老人ホームゆうけい創和・
養護老人ホームゆうけいハートフル・
社会福祉法人宥恵会グループホーム ゆうけいスマイル

住吉区 遠里小野２丁目 2642.58 福祉局

120907-00375 道路（住吉）（管財課） 住吉区 遠里小野３丁目 284291.19 1821 建設局

121601-12069 遠里小野公園 住吉区 遠里小野５丁目 646.11 建設局

420210-00063 遠里小野小学校 住吉区 遠里小野６丁目 6013.21 5388.9 教育委員会事務局

121601-12021 おりおの南公園 住吉区 遠里小野７丁目 4042.97 建設局

121602-00017 おりおの南公園 住吉区 遠里小野７丁目 6.17 建設局

121601-12305 上住吉東公園 住吉区 上住吉１丁目 1364.91 建設局

560307-00164 上住吉住宅 住吉区 上住吉１丁目 9117.43 6866.66 都市整備局

121601-12304 上住吉西公園 住吉区 上住吉２丁目 994.13 建設局

350106-00007 墨江北福祉会館 住吉区 上住吉２丁目 359.1 住吉区役所

420210-00092 苅田北小学校 住吉区 苅田１丁目 10945.65 5679.45 教育委員会事務局

420210-00372 東我孫子中学校 住吉区 苅田１丁目 16592.01 13032.39 教育委員会事務局

420210-00091 苅田南小学校 住吉区 苅田１０丁目 10810.64 7024.18 教育委員会事務局

620601-00017 もと浅香資源再生共同作業場 住吉区 苅田１０丁目 104.69 経済戦略局

121601-12113 苅田10公園 住吉区 苅田１０丁目 1676.93 建設局

121601-12952 大和川公園整備事業 住吉区 苅田１０丁目 2132.25 1011 建設局

560301-00006 もと浅香第4住宅 住吉区 苅田１０丁目 1289.94 617/618/623 都市整備局

560301-00007 もと浅香第4住宅用地 住吉区 苅田１０丁目 394.22 都市整備局

560301-00044 浅香第4住宅 住吉区 苅田１０丁目 33.53 都市整備局

550301-00019 苅田霊園 住吉区 苅田２丁目 2086.4 環境局

550501-00003 もと我孫子詰所 住吉区 苅田２丁目 4.73 環境局
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121601-12116 苅田北公園 住吉区 苅田２丁目 978 建設局

350106-00001 苅北地域コミュニティ会館 住吉区 苅田２丁目 161.13 住吉区役所

420210-00090 苅田小学校 住吉区 苅田３丁目 10813.19 6739.03 教育委員会事務局

121601-12902 苅田どんぐり公園 住吉区 苅田３丁目 1397.25 建設局

540501-00023 四恩るり保育園 住吉区 苅田４丁目 861.91 こども青少年局

560307-10081 苅田北住宅 住吉区 苅田４丁目 31516.05 34721.76 都市整備局

062506-00071 東我孫子地域在宅サービスステーション 住吉区 苅田４丁目 577 福祉局

120907-00304 住吉八尾線（住吉）（管財課） 住吉区 苅田６丁目 3170.14 建設局

121005-10009 大和川北岸線（基金） 住吉区 苅田６丁目 388.39 建設局

121601-12114 苅田中公園 住吉区 苅田６丁目 991.23 建設局

121601-12115 苅田南公園 住吉区 苅田９丁目 1652.92 建設局

121902-02016 我孫子自転車駐車場 住吉区 苅田９丁目 636.98 建設局

121902-01867 （地）我孫子駅自転車駐車場 住吉区 苅田９丁目 1349.04 建設局

540502-00017 苅田南保育所 住吉区 苅田９丁目 991.73 420.7 こども青少年局

460108-00022 住吉消防署苅田出張所 住吉区 苅田９丁目 495.5 236.41 消防局

560102-00010 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ苅田） 住吉区 苅田９丁目 4790.75 都市整備局

560307-00075 苅田住宅 住吉区 苅田９丁目 3615.16 613 4433.5 都市整備局

560307-10019 苅田南住宅 住吉区 苅田９丁目 11645.4 15951.7 都市整備局

062507-00046 苅田老人憩の家 住吉区 苅田９丁目 81.7 福祉局

12ZZZZ-00225 もと墨江材料置場 住吉区 清水丘１丁目 12.98 建設局

350107-00000 清水丘会館 住吉区 清水丘１丁目 109.69 住吉区役所

062507-00124 清水丘会館老人憩の家 住吉区 清水丘１丁目 219.26 104.56 福祉局

420210-00242 清水丘小学校 住吉区 清水丘２丁目 9756.2 5967.05 教育委員会事務局

121601-12068 遠沢公園 住吉区 清水丘２丁目 3897.52 建設局

121601-12380 清水丘公園 住吉区 清水丘２丁目 3054.54 建設局

121602-00384 清水丘公園 住吉区 清水丘２丁目 6.17 建設局

121601-12379 清水丘ふれあい公園 住吉区 清水丘３丁目 2251.23 建設局

121002-00151 大和川北岸線アンダーパスポンプ場 住吉区 清水丘３丁目 46.92 建設局

560307-10039 遠里小野第2住宅 住吉区 清水丘３丁目 4511.35 6853.6 都市整備局

560307-10100 清水丘住宅 住吉区 清水丘３丁目 5144.52 8472.3 都市整備局

062506-00132 墨江丘地域在宅サービスステーション 住吉区 清水丘３丁目 465.39 福祉局

560107-00003 もと浅香住宅 住吉区 杉本１丁目 871.71 625 都市整備局

560307-00181 杉本住宅 住吉区 杉本１丁目 6357.28 4524.16 都市整備局

550301-00045 杉本霊園 住吉区 杉本２丁目 4179.3 環境局

121601-12363 杉本町公園 住吉区 杉本２丁目 4263.65 建設局

620101-00014 もと杉本学舎全地区 住吉区 杉本３丁目 3769.1 経済戦略局

121902-02271 杉本町駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 杉本３丁目 10.8 建設局

121107-00022 河川敷（住吉） 住吉区 墨江１丁目 51.96 建設局

121601-12809 墨江1公園 住吉区 墨江１丁目 240.48 626 建設局

420210-00478 墨江小学校 住吉区 墨江２丁目 10094.3 6673.14 教育委員会事務局

540201-10172 墨江幼稚園 住吉区 墨江２丁目 1634 732.56 こども青少年局

560307-10067 墨江住宅 住吉区 墨江２丁目 3497.6 2409 都市整備局

420210-00477 墨江丘中学校 住吉区 墨江４丁目 15999.54 7130.18 教育委員会事務局

121601-12810 墨江丘公園 住吉区 墨江４丁目 1415.88 建設局

121902-02370 沢ノ町駅自転車駐車場管理ボックス 住吉区 墨江４丁目 1.44 建設局

062507-00266 墨江福祉会館老人憩の家 住吉区 墨江４丁目 675.38 福祉局

121601-12012 住吉一二三公園 住吉区 住吉１丁目 717.78 建設局

350106-00002 住吉コミュニティ会館・住吉老人憩の家 住吉区 住吉１丁目 199.9 住吉区役所

550301-00053 千躰霊園 住吉区 千躰１丁目 1371.9 環境局

420210-00168 三稜中学校 住吉区 千躰１丁目 16555.37 7705.92 教育委員会事務局

590201-00005 沢之町休日急病診療所 住吉区 千躰２丁目 273.53 233.21 健康局

121601-12443 千躰公園 住吉区 千躰２丁目 1370.02 建設局

560307-00207 千躰住宅 住吉区 千躰２丁目 5014.87 5322.16 都市整備局

420210-00299 大領小学校 住吉区 大領３丁目 11447.14 6290.02 教育委員会事務局

420210-00300 大領中学校 住吉区 大領４丁目 13632.36 6878.46 教育委員会事務局

560307-00231 大領東住宅 住吉区 大領４丁目 6076.34 4855.5 都市整備局

560307-00232 大領北住宅 住吉区 大領４丁目 4135.53 3595.85 都市整備局

560307-00230 大領住宅 住吉区 大領５丁目 2592.25 1822.63 都市整備局

121902-02429 帝塚山駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 帝塚山中３丁目 3.89 建設局

121601-12583 帝塚山小公園 住吉区 帝塚山西２丁目 404.82 建設局

420210-00183 住吉小学校 住吉区 帝塚山西３丁目 18827.43 15868.39 教育委員会事務局

420210-00186 住吉中学校 住吉区 帝塚山西３丁目 23921.8 15508.87 教育委員会事務局

540201-10141 住吉幼稚園 住吉区 帝塚山西４丁目 3224.63 909 こども青少年局

062506-00067
帝塚山特別養護老人ホーム・
住吉地域在宅サービスステーション

住吉区 帝塚山東２丁目 3500 福祉局

420410-00003 もと住吉青少年会館 住吉区 帝塚山東５丁目 3167.84 1134 2118.39 ○ 教育委員会事務局

420410-00004 もと住吉青少年会館付設体育館 住吉区 帝塚山東５丁目 1593.36 ○ 教育委員会事務局

620601-00040 住吉商業施設 9号館 住吉区 帝塚山東５丁目 225.05 経済戦略局

620601-00041 住吉商業施設 4号館 住吉区 帝塚山東５丁目 36.67 経済戦略局

590201-00017 住吉診療所 住吉区 帝塚山東５丁目 489.56 健康局

121601-12356 神ノ木公園 住吉区 帝塚山東５丁目 2880.97 建設局

121902-02151 住吉東駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 帝塚山東５丁目 12.56 建設局

540502-00036 住吉乳児保育所 住吉区 帝塚山東５丁目 1938.68 987.38 こども青少年局

540502-00037 住吉保育所 住吉区 帝塚山東５丁目 1692.78 1223.21 こども青少年局

030404-00004 もと市民交流センターすみよし北 住吉区 帝塚山東５丁目 2898.57 1732 3550.28 ○ 市民局

560107-10027 住吉住宅 住吉区 帝塚山東５丁目 266.31 627 都市整備局

560301-10021 住吉住宅 住吉区 帝塚山東５丁目 871.85 都市整備局

560301-10094 もと住吉住宅 住吉区 帝塚山東５丁目 33.48 都市整備局

560307-00135 住吉住宅 住吉区 帝塚山東５丁目 24761.97 34347.64 都市整備局

560307-00136 住吉住宅地区改良事業用地 住吉区 帝塚山東５丁目 284.66 都市整備局

560301-10146 住吉住宅３号館（建設課） 住吉区 帝塚山東５丁目 1191.82 都市整備局

062405-00001 住吉総合福祉センター 住吉区 帝塚山東５丁目 2237.72 福祉局

062506-00095
特別養護老人ホームなごみ・
住吉第2地域在宅サービスステーション

住吉区 帝塚山東５丁目 1477.73 福祉局

062405-00000 住吉総合福祉センター 住吉区 帝塚山東５丁目 1764.59 福祉局

062405-00036
障がい福祉サービス事業所
障がい者活動センターオガリ作業所

住吉区 帝塚山東５丁目 581.95 福祉局

062506-00000 住吉総合福祉センター（小規模多機能型居宅介護拠点） 住吉区 帝塚山東５丁目 262.29 福祉局

121902-02371 沢ノ町駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 殿辻２丁目 3.89 建設局

120907-00338 大阪高石線（住吉）（管財課） 住吉区 長居１丁目 13616.66 建設局
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560307-00275 長居住宅 住吉区 長居１丁目 7033.67 9028.1 都市整備局

560307-10054 鶴ヶ丘住宅 住吉区 長居１丁目 34765.47 25913.42 都市整備局

560307-10053 長居１丁目住宅 住吉区 長居１丁目 7239.26 都市整備局

120114-00001 ＪＲ阪和線連続立体交差事業 住吉区 長居３丁目 18.7 建設局

121601-12417 西長居公園 住吉区 長居西１丁目 5715.7 建設局

560307-10082 長居西第2住宅 住吉区 長居西１丁目 20819.25 15340.12 都市整備局

560307-00276 長居西住宅 住吉区 長居西３丁目 6434.87 5787.78 都市整備局

062506-00064 長居西地域在宅サービスステーション 住吉区 長居西３丁目 352.72 福祉局

121601-12550 長居東公園 住吉区 長居東１丁目 261.74 建設局

420210-00335 長居小学校 住吉区 長居東３丁目 11038.36 8596.57 教育委員会事務局

560307-00325 東長居住宅 住吉区 長居東３丁目 6472.72 5738.23 都市整備局

560307-10052 長居第2住宅 住吉区 長居東３丁目 12728.93 10036.61 都市整備局

121902-01921 ＪＲ長居駅自転車駐車場管理ボックス 住吉区 長居東４丁目 1.44 建設局

121902-01922 ＪＲ長居駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 長居東４丁目 12.56 建設局

560307-00326 東長居第2住宅 住吉区 長居東４丁目 2147.2 1732.92 都市整備局

121902-02148 住吉大社駅南自転車駐車場管理事務所 住吉区 長峡町 13.39 建設局

121902-02149 住吉大社駅北自転車駐車場管理事務所 住吉区 長峡町 13.39 建設局

550301-00050 西長居霊園 住吉区 西長居町 154.44 環境局

350106-00005 庭井会館 住吉区 庭井１丁目 259.53 住吉区役所

550301-00072 庭井霊園 住吉区 庭井２丁目 502.43 環境局

121601-12584 庭井公園 住吉区 庭井２丁目 1545.38 建設局

121601-12640 東粉浜1公園 住吉区 東粉浜１丁目 433.82 建設局

121902-02081 玉出駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 東粉浜１丁目 12.96 建設局

420210-00388 東粉浜小学校 住吉区 東粉浜２丁目 9313.07 6428.82 教育委員会事務局

121902-02573 粉浜駅自転車駐車場管理事務所 住吉区 東粉浜２丁目 13.39 建設局

530201-00185 住吉警察署 住吉区 東粉浜３丁目 2027.9 契約管財局

121601-12641 東粉浜公園 住吉区 東粉浜３丁目 1540.48 建設局

12ZZZZ-00312 下水道用地（住吉） 住吉区 東粉浜３丁目 1178.37 建設局

120907-00333 大阪港八尾線（住吉）（管財課） 住吉区 万代２丁目 5624.45 建設局

560307-00412 万代住宅 住吉区 万代２丁目 4360.33 5207.77 都市整備局

121602-00828 万代池公園 住吉区 万代３丁目 255.56 建設局

530201-00061 もと住吉消防署万代出張所（児童遊園） 住吉区 万代６丁目 477.38 636 契約管財局

530201-00120 もと万代児童遊園地（児童遊園） 住吉区 万代６丁目 234.71 636 契約管財局

530201-00236 廃道（住吉） 住吉区 万代６丁目 78.8 契約管財局

120907-00398 廃道（住吉） 住吉区 万代６丁目 517.3 建設局

560301-00026 住吉地区改良事業用地 住吉区 万代６丁目 3174.98 都市整備局

121601-12818 万代東公園 住吉区 万代東１丁目 1947.42 建設局

120907-00359 大阪和泉泉南線（住吉）（管財課） 住吉区 万代東３丁目 64.52 建設局

121601-12990 万領中央公園 住吉区 万代東３丁目 7269.99 建設局

121602-01069 万領中央公園 住吉区 万代東３丁目 19.2 建設局

550301-00035 住吉霊園 住吉区 万代東４丁目 2542.18 環境局

121601-12697 南万領公園 住吉区 万代東４丁目 875.3 建設局

540109-00039 万代児童遊園 住吉区 万代東４丁目 182.33 637 こども青少年局

540502-00116 万領保育所 住吉区 万代東４丁目 700.41 349.83 こども青少年局

460108-00023 住吉消防署万代出張所 住吉区 万代東４丁目 479.78 243.49 消防局

062507-00270 万領会館老人憩の家 住吉区 万代東４丁目 154.84 福祉局

120907-00297 国道４７９号（住吉）（管財課） 住吉区 南住吉１丁目 16617.29 建設局

560307-00344 南住吉第9住宅 住吉区 南住吉１丁目 19648.47 638 20168.05 都市整備局

121601-12674 南住吉公園 住吉区 南住吉２丁目 1035.55 640 建設局

560307-00340 南住吉第5住宅 住吉区 南住吉２丁目 11986.25 23690.65 都市整備局

560307-00341 南住吉第6住宅 住吉区 南住吉２丁目 2665.28 1903.7 都市整備局

560307-00342 南住吉第7住宅 住吉区 南住吉２丁目 5043.72 8898.84 都市整備局

560307-00343 南住吉第8住宅 住吉区 南住吉２丁目 7446.52 11315.8 都市整備局

420210-00407 南住吉小学校 住吉区 南住吉３丁目 12729.54 8126.2 教育委員会事務局

420605-00033 住吉図書館 住吉区 南住吉３丁目 1667.31 教育委員会事務局

121601-12497 沢之町公園 住吉区 南住吉３丁目 25454 建設局

121602-10025 沢之町公園 住吉区 南住吉３丁目 21.12 建設局

610002-00000 もと職員運動場 住吉区 南住吉３丁目 268.72 1138-1 人事室

350106-00006 南住吉連合沢之町会館 住吉区 南住吉３丁目 181.79 119.16 住吉区役所

350106-00008 住吉区役所 住吉区 南住吉３丁目 19027.42 住吉区役所

350106-00000 住吉区役所 住吉区 南住吉３丁目 11393.5 住吉区役所

350106-00003 住吉区民センター 住吉区 南住吉３丁目 5671.1 住吉区役所

560307-00339 南住吉第4住宅 住吉区 南住吉３丁目 3207.45 641 3459.62 都市整備局

590201-10002 沢之町休日急病診療所 住吉区 南住吉４丁目 2010 健康局

560301-00057 南住吉住宅 住吉区 南住吉４丁目 2743.5 643-1 都市整備局

560307-00338 南住吉第1住宅 住吉区 南住吉４丁目 16645.42 32118.71 都市整備局

540201-00006 もと住吉勤労青少年ホーム 住吉区 南住吉町２丁目 649.3 617.03 ○ こども青少年局

550301-00034 山之内霊園 住吉区 山之内１丁目 846.17 環境局

121601-12926 山之内北公園 住吉区 山之内１丁目 3354.2 建設局

560307-00128 山之内北住宅 住吉区 山之内１丁目 4224.78 3586.72 都市整備局

550301-00013 遠里小野霊園 住吉区 山之内２丁目 2646.09 環境局

420210-00169 山之内小学校 住吉区 山之内２丁目 8969.91 6743.29 教育委員会事務局

121601-12925 山之内中央公園 住吉区 山之内３丁目 1552.09 建設局

540501-00022 山之内保育園 住吉区 山之内４丁目 1245 496.4 こども青少年局

560307-00127 山之内住宅 住吉区 山之内４丁目 29347.88 646 27187.27 都市整備局

062507-00283 和老人憩の家 住吉区 山之内４丁目 236.51 福祉局

121601-12244 山之内公園 住吉区 山之内５丁目 3345.45 建設局

121601-12245 山之内西公園 住吉区 山之内５丁目 2201.67 建設局

121601-12246 山之内第2公園 住吉区 山之内５丁目 1077.82 建設局

121601-12949 大阪都市計画事業　大和川公園整備事業用地 住吉区 山之内５丁目 0.42 建設局

121602-00248 山之内西公園 住吉区 山之内５丁目 86.54 建設局

121005-10014 天王寺大和川線（住吉区） 住吉区 長居４丁目 92.25 建設局


