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420210-00430 白鷺中学校 東住吉区 今川１丁目 16,053.00 8,459.75 教育委員会事務局

360116-00001 うるし堤会館 東住吉区 今川１丁目 178.20 98.96 東住吉区役所

060106-00018 もと社会福祉施設用地（東住吉区今川） 東住吉区 今川２丁目 671.07 福祉局

550301-00028 今川霊園 東住吉区 今川４丁目 535.76 環境局

121601-12025 つくし公園 東住吉区 今川４丁目 3,518.00 建設局

121601-12029 わかば公園 東住吉区 今川４丁目 789.58 建設局

420210-00149 今川小学校 東住吉区 今川４丁目 9,782.54 5,918.05 教育委員会事務局

121601-12756 平野白鷺公園 東住吉区 今川６丁目 37,940.30 建設局

121602-00765 平野白鷺公園 東住吉区 今川６丁目 63.60 建設局

360116-00012 白鷺会館 東住吉区 今川６丁目 93.84 東住吉区役所

062506-00085 特別養護老人ホームくれない・白鷺地域在宅サービスステーション・地域活動支援センターくれない 東住吉区 今川７丁目 1,364.23 福祉局

121601-12206 今川公園 東住吉区 今川７丁目 6,391.78 建設局

121601-12207 今川緑道 東住吉区 今川７丁目 6,572.93 建設局

121602-00208 今川公園 東住吉区 今川７丁目 18.24 建設局

120907-00387 道路（東住吉）（管財課） 東住吉区 今川８丁目 635,023.03 建設局

68ZZZZ-00004 中央卸売市場東部市場 東住吉区 今林１丁目 94,302.46 167,893.52 中央卸売市場

今林抽水所 東住吉区 今林１丁目 72.50 建設局

062405-00034 障がい福祉サービス事業所　今林の里 東住吉区 今林３丁目 1,591.99 福祉局

550301-00030 今林霊園 東住吉区 今林４丁目 317.35 環境局

121601-12214 今林公園 東住吉区 今林４丁目 7,923.00 建設局

060106-00027 北田辺老人憩の家代替用地 東住吉区 北田辺１丁目 72.26 649 福祉局

062507-00264 北田辺老人憩の家 東住吉区 北田辺１丁目 184.44 81.00 福祉局

121601-12478 大塚町公園 東住吉区 北田辺１丁目 2,381.39 648 建設局

121601-12801 北田辺公園 東住吉区 北田辺１丁目 573.00 650 建設局

360116-00013 北田辺会館 東住吉区 北田辺１丁目 81.00 東住吉区役所

121005-10005 豊里矢田線 東住吉区 北田辺３丁目 1,149.05 建設局

121601-12802 北田辺中公園 東住吉区 北田辺３丁目 832.07 建設局

420210-00474 北田辺小学校 東住吉区 北田辺３丁目 9,441.32 6,694.75 教育委員会事務局

620601-00096 北田辺小売市場民営活性化事業施設 東住吉区 北田辺４丁目 1,089.63 経済戦略局

121601-12800 北田辺4公園 東住吉区 北田辺４丁目 659.36 建設局

460108-00075 東住吉消防署北田辺出張所 東住吉区 北田辺４丁目 358.88 251.52 消防局

530201-00094 もと田辺警察署双葉寮 東住吉区 北田辺６丁目 9.61 契約管財局

062507-00263 北田辺第2老人憩の家 東住吉区 北田辺６丁目 251.23 福祉局

550301-00023 杭全霊園 東住吉区 杭全１丁目 557.05 環境局

550307-00000 中部環境事業センター 東住吉区 杭全１丁目 5,497.93 7,986.27 環境局

121902-02490 東部市場前駅自転車駐車場 東住吉区 杭全１丁目 991.95 建設局

530201-00071 もと水道局杭全1号 東住吉区 杭全２丁目 157.78 契約管財局

530201-00072 もと水道局杭全2号 東住吉区 杭全２丁目 303.27 契約管財局

062507-00028 育和老人憩の家 東住吉区 杭全２丁目 389.22 福祉局

550201-00040 大気汚染常時監視測定局（杭全町交差点） 東住吉区 杭全２丁目 10.24 環境局

530201-00249 廃道（東住吉・コミュニティ用地等） 東住吉区 杭全３丁目 65.83 契約管財局

121601-12180 杭全西公園 東住吉区 杭全４丁目 1,522.66 建設局

121904-00025 河川敷（東住吉） 東住吉区 杭全４丁目 129.65 建設局

420210-00044 育和小学校 東住吉区 杭全４丁目 10,487.24 7,577.10 教育委員会事務局

120907-00327 大阪環状線（東住吉）（管財課） 東住吉区 杭全５丁目 51,029.32 建設局

121601-12020 うるし堤公園 東住吉区 杭全５丁目 6,178.00 建設局

121602-00016 うるし堤公園 東住吉区 杭全５丁目 18.24 建設局

530201-00214 東住吉署杭全交番 東住吉区 杭全６丁目 39.43 契約管財局

560301-00024 杭全処分住宅 東住吉区 杭全７丁目 992.92 都市整備局

121601-12049 育和公園 東住吉区 杭全８丁目 4,191.72 建設局

460108-00073 東住吉消防署杭全出張所 東住吉区 杭全８丁目 471.99 884.83 消防局

121602-00048 育和公園 東住吉区 杭全８丁目 19.20 建設局

121601-12154 桑津北公園 東住吉区 桑津１丁目 1,695.86 建設局

120907-00425 廃道（東住吉） 東住吉区 桑津３丁目 70.39 1822 建設局

121601-12152 桑津公園 東住吉区 桑津３丁目 1,871.07 建設局

121601-12153 桑津東公園 東住吉区 桑津４丁目 1,709.09 建設局

062507-00060 桑津老人憩の家 東住吉区 桑津５丁目 612.64 192.27 福祉局

420210-00121 桑津小学校 東住吉区 桑津５丁目 11,347.34 6,552.61 教育委員会事務局

420210-00376 東住吉中学校 東住吉区 桑津５丁目 9,921.87 8,617.74 教育委員会事務局

360116-10001 （仮称）東住吉区北部地域災害時物資供給拠点 東住吉区 桑津５丁目 159.44 東住吉区役所

360116-00003 桑津会館 東住吉区 桑津５丁目 220.29 東住吉区役所

560307-10073 矢田部住宅 東住吉区 公園南矢田１丁目 42,146.38 61,418.41 都市整備局

540502-00126 もと矢田第4保育所 東住吉区 公園南矢田２丁目 991.71 1907 484.01 ○ こども青少年局

121601-12174 公園南小公園 東住吉区 公園南矢田２丁目 1,500.00 建設局

420210-00496 矢田西小学校 東住吉区 公園南矢田２丁目 14,619.08 7,439.63 教育委員会事務局

420210-00497 矢田西中学校 東住吉区 公園南矢田２丁目 14,876.86 7,272.00 教育委員会事務局

550301-00099 矢田富田町墓地 東住吉区 公園南矢田３丁目 2,201.64 71.53 環境局

550301-00100 矢田霊園 東住吉区 公園南矢田３丁目 344.33 環境局

121601-12845 矢田西公園 東住吉区 公園南矢田３丁目 991.00 建設局

360116-00009 東住吉区南部文化コミュニティセンター 東住吉区 公園南矢田３丁目 957.18 東住吉区役所

620701-00033 東住吉スポーツセンター 東住吉区 公園南矢田４丁目 4,468.00 3,587.00 経済戦略局

062506-00133 矢田西地域在宅サービスステーション 東住吉区 公園南矢田４丁目 605.89 福祉局

560307-00100 公園南矢田住宅 東住吉区 公園南矢田４丁目 3,678.20 3,609.01 都市整備局

120907-00306 住吉八尾線（東住吉）（管財課） 東住吉区 公園南矢田４丁目 609.67 建設局

121601-12160 枯木町公園 東住吉区 公園南矢田４丁目 3,281.91 建設局

360116-00002 駒川文化センター 東住吉区 駒川 198.10 東住吉区役所

121601-12150 駒川北公園 東住吉区 駒川１丁目 1,821.48 建設局

121601-12149 駒川公園 東住吉区 駒川２丁目 5,108.67 建設局

120114-00149 廃道（東住吉） 東住吉区 駒川３丁目 12.30 建設局

121002-10001 廃道（東住吉） 東住吉区 駒川３丁目 27.55 建設局
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121601-12607 田辺公園 東住吉区 駒川３丁目 1,120.52 建設局

121902-02096 駒川中野駅自転車駐車場管理事務所 東住吉区 駒川３丁目 12.56 建設局

121902-02261 針中野駅自転車駐車場管理ボックス 東住吉区 駒川５丁目 12.56 建設局

530201-00015 その他の土地（東住吉） 東住吉区 住道矢田１丁目 111.28 契約管財局

530201-00096 もと東住吉消防署矢田出張所 東住吉区 住道矢田１丁目 58.03 契約管財局

560307-10032 上大和川住宅 東住吉区 住道矢田１丁目 14,204.03 14,510.12 都市整備局

121601-12843 矢田公園 東住吉区 住道矢田１丁目 8,518.95 建設局

121602-00854 矢田公園 東住吉区 住道矢田１丁目 13.43 建設局

540109-00016 もと矢田第2保育所 東住吉区 住道矢田２丁目 819.85 378.81 ○ こども青少年局

121601-12848 矢田東公園 東住吉区 住道矢田２丁目 961.98 建設局

420210-00500 矢田東小学校 東住吉区 住道矢田２丁目 12,493.92 7,440.05 教育委員会事務局

620101-00013 もと産業用共同施設 東住吉区 住道矢田３丁目 1,141.66 660 経済戦略局

560301-10064 矢田住道住宅 東住吉区 住道矢田３丁目 2,252.14 都市整備局

560307-00432 矢田住道住宅 東住吉区 住道矢田３丁目 14,848.43 1627-1 都市整備局

560307-00434 矢田住道第2住宅 東住吉区 住道矢田３丁目 3,479.82 2,560.23 都市整備局

420210-00498 矢田第5小学校代替地 東住吉区 住道矢田３丁目 7,539.74 教育委員会事務局

120907-00301 国道４７９号（東住吉）（管財課） 東住吉区 住道矢田５丁目 18,375.95 建設局

121601-12841 矢田河原田公園 東住吉区 住道矢田６丁目 942.00 建設局

062507-00275 矢田東老人憩の家 東住吉区 住道矢田９丁目 244.83 福祉局

121601-12927 住道南公園 東住吉区 住道矢田９丁目 1,203.77 建設局

420210-00499 矢田中学校 東住吉区 住道矢田９丁目 19,094.77 9,201.71 教育委員会事務局

540502-00069 鷹合保育所 東住吉区 鷹合１丁目 991.73 491.10 こども青少年局

121601-12263 酒君塚公園 東住吉区 鷹合２丁目 3,080.99 建設局

121902-02262 針中野駅自転車駐車場管理事務所 東住吉区 鷹合２丁目 12.56 建設局

420210-00303 鷹合小学校 東住吉区 鷹合３丁目 10,713.18 5,262.81 教育委員会事務局

420210-00495 矢田小学校分校代替地 東住吉区 鷹合３丁目 576.38 教育委員会事務局

420308-00005 もと鷹合学校業務サービスセンター 東住吉区 鷹合３丁目 34.86 ○ 教育委員会事務局

062507-00165 鷹合会館老人憩の家 東住吉区 鷹合４丁目 175.21 福祉局

121601-12495 鷹合公園 東住吉区 鷹合４丁目 3,028.09 建設局

360116-00007 田辺中央会館 東住吉区 田辺 198.10 東住吉区役所

062506-00072 東住吉区在宅サービスセンター 東住吉区 田辺２丁目 490.86 福祉局

420210-00365 田辺小学校 東住吉区 田辺２丁目 10,177.15 6,856.23 教育委員会事務局

121902-02470 田辺駅自転車駐車場管理事務所 東住吉区 田辺２丁目 12.96 建設局

062507-00199 田辺老人憩の家 東住吉区 田辺６丁目 250.33 102.28 福祉局

121601-12608 田辺中公園 東住吉区 田辺６丁目 1,135.63 建設局

12ZZZZ-00204 もと田辺材料置場 東住吉区 田辺６丁目 38.38 建設局

360116-00006 田辺会館 東住吉区 田辺６丁目 80.98 東住吉区役所

530201-00008 もとコミュニティ用地（児童遊園） 東住吉区 照ケ丘矢田１丁目 366.43 663 契約管財局

540109-00015 もと矢田第1保育所 東住吉区 照ケ丘矢田１丁目 1,008.26 こども青少年局

121601-12930 照ケ丘矢田公園 東住吉区 照ケ丘矢田１丁目 2,398.76 建設局

060106-00010 もと矢田北会館老人憩いの家 東住吉区 照ケ丘矢田１丁目 189.10 ○ 福祉局

121602-00304 照丘矢田公園 東住吉区 照ケ丘矢田１丁目 4.47 建設局

540502-00124 矢田北保育園 東住吉区 照ケ丘矢田２丁目 1,071.02 こども青少年局

420210-00045 育和小学校分校代替地 東住吉区 照ケ丘矢田２丁目 472.29 教育委員会事務局

420210-00502 矢田北小学校 東住吉区 照ケ丘矢田２丁目 14,150.18 14,148.00 教育委員会事務局

121601-12844 矢田住道公園 東住吉区 照ケ丘矢田３丁目 703.07 建設局

062405-00059 長居障害者スポーツセンター 東住吉区 長居公園 1,350.46 7,456.12 福祉局

550301-00079 東長居霊園 東住吉区 長居公園 1,201.55 環境局

120907-00340 大阪高石線（東住吉）（管財課） 東住吉区 長居公園 528.91 建設局

121601-12549 長居公園 東住吉区 長居公園 705,382.04 建設局

620701-00203 長居プール 東住吉区 長居公園 3,814.00 経済戦略局

620701-00204 長居球技場 東住吉区 長居公園 11,969.69 経済戦略局

620701-00205 長居庭球場 東住吉区 長居公園 255.40 経済戦略局

620701-00206 長居陸上競技場 東住吉区 長居公園 50,056.49 経済戦略局

540103-00011 長居ユースホステル 東住吉区 長居公園 2,243.65 こども青少年局

121602-00555 長居公園 東住吉区 長居公園 18,120.29 建設局

121602-10006 もと長居公園 東住吉区 長居公園 83.34 建設局

121902-01841 長居自転車保管所管理事務所 東住吉区 長居公園 40.47 建設局

121902-01899 （地）長居駅自転車駐車場 東住吉区 長居公園 1,037.93 建設局

121902-02382 地下鉄長居駅自転車駐車場管理ボックス 東住吉区 長居公園 1.44 建設局

121902-02383 地下鉄長居駅自転車駐車場管理事務所 東住吉区 長居公園 12.56 建設局

121001-10101 長居公園地下駐車場 東住吉区 長居公園１丁目 10,249.00 建設局

121601-12544 中野町公園 東住吉区 中野１丁目 4,281.00 建設局

590201-00006 中野休日急病診療所 東住吉区 中野２丁目 393.68 769.70 健康局

12ZZZZ-01074 中野材料置場 東住吉区 中野２丁目 1,376.33 1,577.81 建設局

121601-12691 南百済公園 東住吉区 中野３丁目 1,544.00 建設局

121601-12730 百済公園 東住吉区 中野３丁目 3,650.24 建設局

360116-00005 今川文化会館 東住吉区 中野３丁目 46.95 東住吉区役所

540501-00050 湯里保育園 東住吉区 中野４丁目 968.17 505.27 こども青少年局

120907-00335 大阪港八尾線（東住吉）（管財課） 東住吉区 中野４丁目 41,772.00 建設局

420210-00325 中野中学校 東住吉区 中野４丁目 19,686.00 10,475.44 教育委員会事務局

062507-00081 今川地域振興センター老人憩の家 東住吉区 西今川３丁目 410.00 福祉局

550501-00019 今川詰所 東住吉区 西今川３丁目 446.19 環境局

530201-00059 もと市大西今川公舎 東住吉区 西今川４丁目 43.98 契約管財局

121601-12934 針中野わくわく公園 東住吉区 針中野３丁目 851.11 建設局

360116-00011 南百済会館 東住吉区 針中野４丁目 410.48 東住吉区役所

121601-12636 東田辺さくら公園 東住吉区 東田辺１丁目 1,339.17 建設局

121601-12637 東田辺公園 東住吉区 東田辺１丁目 1,018.47 建設局

360108-00002 東住吉区役所 東住吉区 東田辺１丁目 3,607.59 5,914.89 東住吉区役所

360108-00000 東住吉区保健福祉センター 東住吉区 東田辺１丁目 1,260.99 東住吉区役所

360116-00010 東住吉区民ホール 東住吉区 東田辺１丁目 960.15 東住吉区役所

530201-00213 東住吉警察署 東住吉区 東田辺２丁目 2,641.12 契約管財局

420210-00385 東田辺小学校 東住吉区 東田辺２丁目 10,211.97 5,893.54 教育委員会事務局
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420605-00020 東住吉図書館 東住吉区 東田辺２丁目 1,831.40 629.59 教育委員会事務局

062507-00206 東住吉区老人福祉センター 東住吉区 東田辺２丁目 744.15 福祉局

540201-00023 もと東住吉勤労青少年ホーム 東住吉区 東田辺２丁目 629.19 ○ こども青少年局

360116-00008 東住吉会館 東住吉区 東田辺２丁目 571.78 東住吉区役所

530201-00068 もと職員公舎第20号（児童遊園） 東住吉区 東田辺３丁目 396.27 契約管財局

540502-00086 東田辺コティ保育所 東住吉区 東田辺３丁目 661.14 こども青少年局

121601-12973 東田辺中央公園 東住吉区 東田辺３丁目 1,624.84 建設局

530201-00248 廃道（東住吉） 東住吉区 南田辺１丁目 115.03 契約管財局

062405-00045 早川福祉会館 東住吉区 南田辺１丁目 1,217.71 3,437.55 福祉局

062507-00224 南田辺会館老人憩の家 東住吉区 南田辺１丁目 295.48 福祉局

460108-00072 東住吉消防署 東住吉区 南田辺３丁目 1,486.41 1,472.20 消防局

460108-00074 東住吉災害待機宿舎 東住吉区 南田辺３丁目 177.10 消防局

420210-00413 南田辺小学校 東住吉区 南田辺４丁目 9,170.23 5,810.86 教育委員会事務局

560307-00351 南田辺住宅 東住吉区 南田辺５丁目 6,783.45 5,630.38 都市整備局

420210-00366 田辺中学校 東住吉区 南田辺５丁目 13,838.01 7,232.11 教育委員会事務局

560307-00277 長居東住宅 東住吉区 矢田１丁目 13,924.60 18,529.42 都市整備局

121601-12849 矢田部公園 東住吉区 矢田１丁目 1,000.20 建設局

360116-00000 クラインガルテン広場事業用地 東住吉区 矢田１丁目 998.70 20.64 東住吉区役所

540502-00125 矢田第3保育所 東住吉区 矢田２丁目 991.30 382.17 こども青少年局

062507-00273 矢田中会館老人憩の家 東住吉区 矢田３丁目 168.74 福祉局

120907-00330 大阪狭山線（東住吉）（管財課） 東住吉区 矢田３丁目 52,192.99 建設局

121601-12846 矢田中公園 東住吉区 矢田３丁目 1,302.00 建設局

420210-00501 矢田小学校　矢田南中学校 東住吉区 矢田３丁目 28,141.79 18,796.94 教育委員会事務局

062507-00274 矢田中老人憩の家 東住吉区 矢田４丁目 294.08 122.41 福祉局

121601-12847 矢田中中央公園 東住吉区 矢田４丁目 799.84 建設局

360116-00015 矢田中会館 東住吉区 矢田４丁目 105.85 東住吉区役所

620101-00012 もと産業振興会館 矢田住宅附帯駐車場 東住吉区 矢田５丁目 788.48 経済戦略局

620601-00010 もとゆとり健康創造館 東住吉区 矢田５丁目 8,344.70 681/1257/1258 13,819.82 ○ 経済戦略局

620601-00099 もと矢田商業振興施設 東住吉区 矢田５丁目 205.85 1734 経済戦略局

030420-00031 もと市民交流センターひがしすみよし 東住吉区 矢田５丁目 3,467.73 1733 4,244.65 ○ 市民局

030420-00049 もと矢田地区公共施設建設用地 東住吉区 矢田５丁目 339.43 684/688 市民局

060106-00333 もと戎湯 東住吉区 矢田５丁目 455.16 680 福祉局

062507-00016 もと地域活動支援プラザ東住吉 東住吉区 矢田５丁目 1,860.57 1142 973.06 ○ 福祉局

540502-00123 矢田教育の森保育所 東住吉区 矢田５丁目 3,151.37 1,483.50 こども青少年局

560301-00012 もと矢田中住宅 東住吉区 矢田５丁目 898.72 都市整備局

560301-00013 もと矢田南住宅 東住吉区 矢田５丁目 5,194.56 677/678/1143 都市整備局

560307-00430 矢田住宅 東住吉区 矢田５丁目 7,181.26 5,166.07 都市整備局

560307-00437 矢田南住宅 東住吉区 矢田５丁目 9,390.27 682/683 9,463.91 都市整備局

560703-00030 もと矢田中住宅 東住吉区 矢田５丁目 15.21 都市整備局

121601-12491 大和川東公園 東住吉区 矢田５丁目 9,879.94 1908 建設局

121601-12839 矢田5公園 東住吉区 矢田５丁目 45.35 建設局

121601-12842 矢田教育の森公園 東住吉区 矢田５丁目 12,582.98 建設局

121601-13030 もと矢田教育の森公園 東住吉区 矢田５丁目 386.52 1823 建設局

420210-00494 矢田小学校拡張用地代替地 東住吉区 矢田５丁目 42.65 教育委員会事務局

420210-00521 もと東住吉特別支援学校 東住吉区 矢田５丁目 1,501.87 教育委員会事務局

420410-00013 もと矢田青少年会館（青年館） 東住吉区 矢田５丁目 1,810.27 1141 2,779.61 ○ 教育委員会事務局

420410-00014 もと矢田青少年会館（本館） 東住吉区 矢田５丁目 3,666.59 1144 2,213.99 ○ 教育委員会事務局

121602-00853 矢田教育の森公園 東住吉区 矢田５丁目 20.40 建設局

060106-00028 矢田地区共同浴場 東住吉区 矢田６丁目 1,154.35 福祉局

062405-00007 もと矢田障がい者会館 東住吉区 矢田６丁目 80.16 福祉局

062506-00108 特別養護老人ホーム花嵐・矢田南地域在宅サービスステーション・障がい福祉サービス事業所もくれん 東住吉区 矢田６丁目 4,780.93 福祉局

540109-00014 もと矢田児童遊園 東住吉区 矢田６丁目 1.15 こども青少年局

540109-00040 もと矢田児童遊園（矢田六丁目９‐１） 東住吉区 矢田６丁目 350.41 687 こども青少年局

560307-00431 矢田住宅地区改良事業用地 東住吉区 矢田６丁目 320.45 都市整備局

560307-00433 矢田住道西住宅 東住吉区 矢田６丁目 2,600.36 208.26 都市整備局

560307-00435 矢田中住宅 東住吉区 矢田６丁目 23,205.76 17,125.63 都市整備局

560307-00436 矢田東地区改良事業用地 東住吉区 矢田６丁目 61.72 690 都市整備局

560307-00438 矢田北住宅 東住吉区 矢田６丁目 8,865.41 7,704.38 都市整備局

560307-00439 矢田北住宅地区改良事業用地 東住吉区 矢田６丁目 611.72 都市整備局

560307-00440 矢田北住宅附帯駐車場 東住吉区 矢田６丁目 228.48 都市整備局

560703-00044 矢田住宅地区改良事業用地 東住吉区 矢田６丁目 4,408.58 674/686/691 都市整備局

560703-00045 矢田中住宅 東住吉区 矢田６丁目 1,209.08 675/679 都市整備局

560703-00046 矢田東地区改良事業用地 東住吉区 矢田６丁目 136.81 都市整備局

560703-00047 矢田北住宅 東住吉区 矢田６丁目 556.13 都市整備局

560703-00048 矢田北住宅地区改良事業用地 東住吉区 矢田６丁目 851.11 685 都市整備局

121601-12840 矢田6公園 東住吉区 矢田６丁目 2,469.92 建設局

460108-00076 東住吉消防署矢田出張所 東住吉区 矢田６丁目 569.95 660.89 消防局

420210-00034 もと矢田小学校 東住吉区 矢田６丁目 13.22 教育委員会事務局

360108-00001 東住吉区役所矢田出張所 東住吉区 矢田６丁目 1,079.12 345.99 東住吉区役所

360108-00003 もと東住吉区役所矢田出張所 東住吉区 矢田６丁目 1,618.38 1735 1,280.24 ○ 東住吉区役所

121601-12161 枯木南公園 東住吉区 矢田７丁目 2,616.52 建設局

360116-00004 枯木南会館 東住吉区 矢田７丁目 250.52 100.45 東住吉区役所

360116-00014 北田辺文化会館 東住吉区 山坂１丁目 124.80 東住吉区役所

121601-12243 山坂公園 東住吉区 山坂２丁目 3,891.79 建設局

121602-00246 山坂公園 東住吉区 山坂２丁目 6.60 建設局

550301-00039 松原霊園 東住吉区 山坂５丁目 1,761.16 環境局

550301-10012 もと松原霊園 東住吉区 山坂５丁目 257.00 1504 環境局

121005-10028 天王寺大和川線（東住吉） 東住吉区 山坂５丁目 7,030.17 建設局

121601-12652 湯里街園 東住吉区 湯里１丁目 57.91 建設局

420210-00414 南百済小学校 東住吉区 湯里１丁目 12,658.18 5,459.21 教育委員会事務局

121601-12651 湯里の森公園 東住吉区 湯里５丁目 2,038.00 建設局

12ZZZZ-00325 下水道用地（東住吉） 東住吉区 湯里６丁目 7,298.04 建設局

420210-00393 湯里小学校 東住吉区 湯里６丁目 10,112.10 5,666.10 教育委員会事務局


