
【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
420210-00059 瓜破北小学校 平野区 瓜破１丁目 9862.07 6216.7 教育委員会事務局

120907-00294 国道３０９号（平野）（管財課） 平野区 瓜破１丁目 82714.57 建設局

540201-10130 瓜破北幼稚園 平野区 瓜破１丁目 3560.32 803.48 こども青少年局

050601-00012 公共用地先行取得事業用地（平野区瓜破） 平野区 瓜破１丁目 2174.37 694/695 都市計画局

420210-00057 瓜破中学校 平野区 瓜破２丁目 17602.98 7068.86 教育委員会事務局

560307-10102 瓜破2丁目住宅 平野区 瓜破２丁目 18792.77 34910.7 都市整備局

540502-00010 瓜破保育所 平野区 瓜破３丁目 1053 423.44 こども青少年局

540201-00028 もと平野勤労青少年ホーム 平野区 瓜破３丁目 523.37 ○ こども青少年局

420210-00054 瓜破小学校 平野区 瓜破５丁目 11879.7 5239.9 教育委員会事務局

121601-12894 瓜破北西公園 平野区 瓜破５丁目 1533.01 建設局

540501-10005 もと瓜破幼稚園 平野区 瓜破５丁目 1475 1743 624.32 ○ こども青少年局

121601-12058 瓜破駒ヶ池公園 平野区 瓜破６丁目 3203 建設局

121902-01823 瓜破自転車保管所トイレ 平野区 瓜破６丁目 1.87 建設局

121902-01990 瓜破自転車保管所 平野区 瓜破６丁目 9.93 建設局

121601-12056 瓜破7公園 平野区 瓜破７丁目 120.66 696 建設局

370110-00002 もと平野区役所瓜破出張所 平野区 瓜破７丁目 1284.73 1736 499.57 ○ 平野区役所

370115-00002 瓜破地域集会所・老人憩の家 平野区 瓜破７丁目 263.56 平野区役所

121601-12060 瓜破西北公園 平野区 瓜破西１丁目 2297.26 建設局

560307-00029 瓜破西第2住宅 平野区 瓜破西１丁目 14337.27 22909.04 都市整備局

420210-00055 瓜破西小学校 平野区 瓜破西２丁目 13190.78 5990.7 教育委員会事務局

420210-00056 瓜破西中学校 平野区 瓜破西２丁目 15995.16 7512.11 教育委員会事務局

121601-12059 瓜破西ヶ池公園 平野区 瓜破西２丁目 1193.85 建設局

560301-00016 瓜破西住宅 平野区 瓜破西３丁目 29921.21 1414 都市整備局

560307-00031 瓜破東第1住宅 平野区 瓜破東１丁目 22436.27 29154.19 都市整備局

560307-10011 瓜破東1丁目住宅 平野区 瓜破東１丁目 14339.29 21738.15 都市整備局

420210-00058 瓜破東小学校 平野区 瓜破東２丁目 11426.32 6679.85 教育委員会事務局

121601-12061 瓜破東中公園 平野区 瓜破東２丁目 1130.7 建設局

121601-12062 瓜破東北公園 平野区 瓜破東２丁目 1447.94 建設局

560307-00032 瓜破東第2住宅 平野区 瓜破東２丁目 44609.5 60276.52 都市整備局

560307-00033 瓜破東第3住宅 平野区 瓜破東２丁目 27710.59 1825 都市整備局

560307-00030 瓜破東住宅 平野区 瓜破東２丁目 23402.34 都市整備局

560307-10096 もと瓜破東第3住宅 平野区 瓜破東２丁目 11086.12 都市整備局

121601-12893 瓜破第一公園 平野区 瓜破東３丁目 1073.74 建設局

550301-00011 瓜破霊園 平野区 瓜破東４丁目 309624.62 698 965.7 環境局

550301-00005 もと瓜破霊園 平野区 瓜破東４丁目 698 26.5 ○ 環境局

550301-00010 瓜破斎場 平野区 瓜破東４丁目 4274.82 環境局

550301-00012 瓜破霊園内合葬式墓地 平野区 瓜破東４丁目 610.22 環境局

560301-00017 瓜破東第2住宅建替事業用地 平野区 瓜破東４丁目 938.83 都市整備局

062507-00030 瓜破東老人憩の家 平野区 瓜破東４丁目 253.93 福祉局

121601-12057 瓜破下池公園 平野区 瓜破東６丁目 601.48 建設局

121601-12884 (仮称)瓜破東8公園 平野区 瓜破東８丁目 10649.18 700 建設局

121601-12890 瓜破新池緑地公園 平野区 瓜破東８丁目 2745.9 建設局

121601-12891 瓜破新池緑地南公園 平野区 瓜破東８丁目 1500.02 建設局

121601-12892 瓜破新池緑地北公園 平野区 瓜破東８丁目 1675.86 建設局

560108-00009 肩替地（長吉瓜破） 平野区 瓜破東８丁目 321.89 699 都市整備局

560307-10012 瓜破東８丁目住宅 平野区 瓜破東８丁目 12247.21 10855.64 都市整備局

550312-00000 東南環境事業センター 平野区 瓜破南１丁目 9776.78 4745.62 環境局

550502-10003 平野工場 平野区 瓜破南１丁目 39473.26 環境局

550505-00014 リフレうりわり 平野区 瓜破南１丁目 5535.21 1262 3296.84 環境局

550505-00026 平野工場（局管理分） 平野区 瓜破南１丁目 1953.8 環境局

062506-00105
特別養護老人ホーム永寿・
瓜破地域在宅サービスステーション

平野区 瓜破南１丁目 1717.06 福祉局

121601-12063 瓜破南公園 平野区 瓜破南２丁目 1055.01 建設局

370115-00003 瓜破南地域集会所・老人憩の家 平野区 瓜破南２丁目 1464.22 平野区役所

12ZZZZ-01444 平野下水処理場 平野区 加美北２丁目 98059.66 32878.17 建設局

121601-12098 加美北公園 平野区 加美北４丁目 11536 建設局

540201-10131 加美北幼稚園拡張事業用地 平野区 加美北４丁目 292.44 こども青少年局

540201-10183 加美北幼稚園 平野区 加美北４丁目 1946 653.96 こども青少年局

560307-00059 加美長沢第3住宅 平野区 加美北４丁目 3991 4408.1 都市整備局

121601-12095 加美長沢西公園 平野区 加美北５丁目 1613.29 建設局

12ZZZZ-10001 もと下水道用地（平野） 平野区 加美北５丁目 23.71 建設局

540501-00015 加美長沢保育園 平野区 加美北５丁目 766.34 493.89 こども青少年局

370115-00007 加美北会館 平野区 加美北５丁目 179.86 88.02 平野区役所

121601-12090 加美柿花公園 平野区 加美北６丁目 2134 建設局

121601-12899 加美正北ふれあい公園 平野区 加美北６丁目 2127.39 建設局

560307-00056 加美正覚寺住宅 平野区 加美北６丁目 12955.95 13355.56 都市整備局

062507-00039 加美正北老人憩の家 平野区 加美北６丁目 100.7 福祉局

420210-00078 加美北小学校 平野区 加美北７丁目 10977.84 7351.99 教育委員会事務局

062211-01521 加美北救護施設 平野区 加美北７丁目 2695.23 2807.57 福祉局

062506-00107
特別養護老人ホーム加美北・
加美北地域在宅サービスステーション

平野区 加美北７丁目 2503.3 福祉局

550301-00016 加美霊園 平野区 加美北８丁目 15349.61 58.58 環境局

120114-00087
大阪都市計画事業
大阪外環状線連絡線付属街路2号線

平野区 加美北８丁目 1046.76 建設局

121601-12094 加美長沢公園 平野区 加美北８丁目 3581.78 建設局

560307-00058 加美長沢住宅 平野区 加美北８丁目 28870.11 49811.11 都市整備局

560307-00063 加美北住宅 平野区 加美北８丁目 14067.6 15806.08 都市整備局

560307-00064 加美北第2住宅 平野区 加美北８丁目 18978.9 25371.47 都市整備局

560307-00065 加美北第3住宅 平野区 加美北８丁目 7233.05 10565.75 都市整備局

062507-00042 加美北老人憩の家 平野区 加美北８丁目 104.34 福祉局

550501-00015 加美詰所 平野区 加美鞍作１丁目 991.73 704 125.89 環境局

121902-02007 加美駅自転車駐車場管理ボックス 平野区 加美鞍作１丁目 3.89 建設局

540109-00001 もと加美ユースセンター 平野区 加美鞍作１丁目 317.91 ○ こども青少年局

460108-00091 平野消防署加美出張所 平野区 加美鞍作１丁目 297.51 314.24 消防局

370110-00003 平野区北部サービスセンター 平野区 加美鞍作１丁目 1905.51 959.78 平野区役所

370110-10002 加美記念碑 平野区 加美鞍作１丁目 70.34 平野区役所

370115-00012 橘会館 平野区 加美鞍作１丁目 321.24 ○ 平野区役所
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062507-00242 平野区老人福祉センター 平野区 加美鞍作１丁目 1529.46 1515.55 福祉局

460108-00092 平野消防署加美正覚寺出張所 平野区 加美正覚寺１丁目 404.09 211.88 消防局

540502-00013 加美第1保育所 平野区 加美正覚寺２丁目 1371.89 613.97 こども青少年局

420210-00073 加美小学校 平野区 加美正覚寺３丁目 5461.1 7314.38 教育委員会事務局

420210-00074 加美中学校 平野区 加美正覚寺３丁目 11981.23 7831.55 教育委員会事務局

121601-12092 加美正覚寺公園 平野区 加美正覚寺３丁目 1810.24 建設局

560307-00054 加美神明住宅 平野区 加美正覚寺３丁目 92.73 都市整備局

560307-00057 加美正覚寺東住宅 平野区 加美正覚寺３丁目 15184.49 21017.61 都市整備局

370115-00008 加美連合会館 平野区 加美正覚寺３丁目 197.98 平野区役所

121601-12377 正覚寺中公園 平野区 加美正覚寺４丁目 1164.64 建設局

121601-12024 たちばな公園 平野区 加美西１丁目 1273.5 建設局

560301-00020 加美西住宅用地 平野区 加美西１丁目 7185.8 705 都市整備局

121601-12093 加美西公園 平野区 加美西２丁目 2217.84 建設局

062405-00027 障がい福祉サービス事業所　ピアエール 平野区 加美西２丁目 100.95 福祉局

121601-12091 加美神明公園 平野区 加美東１丁目 1827.26 建設局

370115-00005 加美地域集会所 平野区 加美東１丁目 215.07 平野区役所

062506-00012 加美地域在宅サービスステーション 平野区 加美東１丁目 845.58 福祉局

121601-12097 加美東北公園 平野区 加美東２丁目 672.84 建設局

540502-00015 加美東保育園 平野区 加美東２丁目 1299.82 こども青少年局

560307-00055 加美神明第2住宅 平野区 加美東２丁目 5936.14 10220.28 都市整備局

062507-00043 加美老人憩の家 平野区 加美東２丁目 177.16 107.16 福祉局

560301-00019 加美神明東住宅 平野区 加美東３丁目 711.35 都市整備局

560307-00060 加美東第1住宅 平野区 加美東３丁目 15916.18 23673.8 都市整備局

121902-01824 加美駅自転車駐車場トイレ 平野区 加美東４丁目 1.44 建設局

121902-02008 加美駅自転車駐車場管理員詰所 平野区 加美東４丁目 4.65 建設局

121902-02009 加美駅自転車駐車場管理事務所 平野区 加美東４丁目 3.89 建設局

560307-00053 加美絹木住宅 平野区 加美東４丁目 7197.42 7460.29 都市整備局

420210-00075 加美東小学校 平野区 加美東５丁目 11343.91 5631.38 教育委員会事務局

121601-12096 加美東公園 平野区 加美東５丁目 478.74 建設局

121002-00001 加美鞍作ポンプ場 平野区 加美東５丁目 21.47 建設局

062507-00040 加美東老人憩の家 平野区 加美東５丁目 182.42 104.77 福祉局

620601-00024 加美工場団地緑地帯 平野区 加美東６丁目 438.53 経済戦略局

560301-00018 加美細田住宅 平野区 加美東６丁目 11983.91 710 都市整備局

560307-00061 加美東第2住宅 平野区 加美東６丁目 9234.83 22089.37 都市整備局

370115-00006 加美東地域集会所 平野区 加美東６丁目 205.76 平野区役所

420210-00076 加美南中学校 平野区 加美南１丁目 17402.25 6386.02 教育委員会事務局

420210-00077 加美南部小学校 平野区 加美南１丁目 9722.43 5306.61 教育委員会事務局

121601-12044 鞍作公園 平野区 加美南１丁目 10339.11 建設局

121602-00043 鞍作公園 平野区 加美南１丁目 19.2 建設局

540502-00014 加美第2保育所 平野区 加美南１丁目 1857.09 780.82 こども青少年局

560307-00062 加美南住宅 平野区 加美南１丁目 5014.87 5410.06 都市整備局

062507-00041 加美南部老人憩の家 平野区 加美南５丁目 117.75 100.28 福祉局

420210-00101 喜連北小学校 平野区 喜連１丁目 14669.47 5890.03 教育委員会事務局

121601-12904 喜連北第一公園 平野区 喜連１丁目 4067.14 建設局

121601-12122 喜連2公園 平野区 喜連２丁目 1274.92 711 建設局

121902-02048 喜連瓜破（1）駅自転車駐車場 平野区 喜連２丁目 763.59 建設局

121902-02057 喜連瓜破駅自転車駐車場管理ボックス 平野区 喜連２丁目 1.44 建設局

560307-00080 喜連第2住宅 平野区 喜連４丁目 19714.94 21752.56 都市整備局

121601-12903 喜連北公園 平野区 喜連５丁目 2499.97 建設局

121601-12126 喜連中公園 平野区 喜連６丁目 1112.46 建設局

540502-00019 喜連保育所 平野区 喜連６丁目 1579.14 618.1 こども青少年局

540201-00029 もと平野児童館 平野区 喜連６丁目 183.12 ○ こども青少年局

062507-00053 もと喜連老人憩の家 平野区 喜連６丁目 103.48 ○ 福祉局

420210-00097 喜連小学校 平野区 喜連７丁目 11646.57 6179.74 教育委員会事務局

560307-00079 喜連住宅 平野区 喜連７丁目 19246.19 29677.29 都市整備局

370115-00010 喜連地域集会所 平野区 喜連７丁目 355.38 平野区役所

540502-00050 西喜連保育所 平野区 喜連西１丁目 547.17 こども青少年局

560307-00400 北喜連住宅 平野区 喜連西１丁目 12625 12903.38 都市整備局

370115-00009 喜連西コミュニティ会館 平野区 喜連西１丁目 192.67 平野区役所

121601-12125 喜連西中央公園 平野区 喜連西２丁目 10000.3 建設局

121602-00126 喜連西中央公園 平野区 喜連西２丁目 18.24 建設局

560307-00188 西喜連住宅 平野区 喜連西２丁目 50430.25 714/1508 都市整備局

560307-00191 西喜連第4住宅 平野区 喜連西２丁目 32046.66 53018.18 都市整備局

420210-00098 喜連西小学校 平野区 喜連西３丁目 9434.69 7522.32 教育委員会事務局

121601-12124 喜連西公園 平野区 喜連西３丁目 1348.81 建設局

560102-00015 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ中野） 平野区 喜連西３丁目 8792.12 都市整備局

560301-00048 中野第2住宅用地 平野区 喜連西３丁目 1435.83 都市整備局

560307-00189 西喜連第2住宅 平野区 喜連西３丁目 7444.32 11421.13 都市整備局

560307-00190 西喜連第3住宅 平野区 喜連西３丁目 29803.51 46415.84 都市整備局

560307-00192 西喜連第5住宅 平野区 喜連西３丁目 16768.59 61811.12 都市整備局

062506-00023 喜連西小規模多機能型居宅介護施設ゆたか 平野区 喜連西３丁目 98.62 福祉局

062506-00024 喜連西地域在宅サービスステーション 平野区 喜連西３丁目 431.38 福祉局

062507-00051 喜連西会館老人憩の家 平野区 喜連西３丁目 323.85 福祉局

12ZZZZ-00330 下水道用地（平野） 平野区 喜連西４丁目 32067.27 建設局

121601-12123 喜連西5開発公園 平野区 喜連西５丁目 155.32 建設局

121601-12905 喜連北第二公園 平野区 喜連西５丁目 850 建設局

420210-00099 喜連中学校 平野区 喜連西６丁目 15098.43 7427.63 教育委員会事務局

120907-00303 国道４７９号（平野）（管財課） 平野区 喜連西６丁目 121325.18 建設局

540402-00005 南部こども相談センター 平野区 喜連西６丁目 1693.96 2424.87 こども青少年局

030802-00006 男女共同参画センター南部館 クレオ大阪南 平野区 喜連西６丁目 3053 3162.4 市民局

460108-00093 平野消防署喜連出張所 平野区 喜連西６丁目 331.04 280.66 消防局

560102-00011 公社賃貸住宅用地（コーシャハイツ喜連西） 平野区 喜連西６丁目 1129.59 都市整備局

062506-00017 介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター（南部館） 平野区 喜連西６丁目 3989 7780.13 福祉局

069806-00799 職業リハビリテーションセンター 平野区 喜連西６丁目 2243.84 福祉局

069806-00800 心身障がい者リハビリテーションセンター 平野区 喜連西６丁目 5101.83 7296.26 福祉局

420210-00100 喜連東小学校 平野区 喜連東１丁目 11020.54 7257.58 教育委員会事務局

560307-00081 喜連北池住宅 平野区 喜連東１丁目 18181 16933.17 都市整備局

121601-12128 喜連八坂公園 平野区 喜連東２丁目 575.23 建設局

550301-00021 喜連霊園 平野区 喜連東３丁目 3127.27 環境局
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121601-12127 喜連東公園 平野区 喜連東３丁目 1236.14 建設局

560307-00317 東喜連第2住宅 平野区 喜連東３丁目 19429.26 1828 16784.37 都市整備局

560307-10020 喜連第3住宅 平野区 喜連東３丁目 10747 9524.78 都市整備局

062506-00025 喜連東地域在宅サービスステーション 平野区 喜連東３丁目 607.86 福祉局

062507-00052 喜連東老人憩の家 平野区 喜連東３丁目 281.52 福祉局

540502-10005 東喜連保育園 平野区 喜連東４丁目 587 こども青少年局

560307-00316 東喜連住宅 平野区 喜連東４丁目 2568.76 5646.16 都市整備局

560307-00318 東喜連第3住宅 平野区 喜連東４丁目 34571.09 1350-1 35208.1 都市整備局

560307-00320 東喜連第5住宅 平野区 喜連東４丁目 15591.46 24156.4 都市整備局

560301-10119 平野住宅管理センター（建設課） 平野区 喜連東４丁目 559.91 都市整備局

370115-00011 喜連東コミュニティ会館 平野区 喜連東４丁目 297.54 平野区役所

121902-02184 出戸駅自転車駐車場管理ボックス 平野区 喜連東５丁目 12.96 建設局

121902-02185 出戸駅自転車駐車場管理事務所 平野区 喜連東５丁目 12.96 建設局

560307-00319 東喜連第4住宅 平野区 喜連東５丁目 56455.23 58177.6 都市整備局

062506-00110 特別養護老人ホーム四天王寺紅生園 平野区 喜連東５丁目 4075 1738 福祉局

420210-00221 新平野西小学校 平野区 背戸口１丁目 8538.25 8934.52 教育委員会事務局

420210-00449 平野中学校 平野区 背戸口１丁目 23008 9609.54 教育委員会事務局

062506-00130 平野地域在宅サービスステーション 平野区 背戸口１丁目 500 福祉局

120907-00336 大阪港八尾線（平野）（管財課） 平野区 背戸口３丁目 27774.61 建設局

121005-00017 道路（平野）（道路課） 平野区 背戸口３丁目 94.19 建設局

370110-00000 平野区保健福祉センター 平野区 背戸口３丁目 1322.77 2721.92 平野区役所

370110-00001 平野区役所 平野区 背戸口３丁目 3024.76 10020.92 平野区役所

420210-00448 平野西小学校 平野区 背戸口４丁目 10331.95 6846.7 教育委員会事務局

121601-12712 背戸口公園 平野区 背戸口５丁目 1372.86 建設局

121902-02385 地下鉄平野駅自転車駐車場管理事務所 平野区 背戸口５丁目 12.56 建設局

370115-00019 平野西センター 平野区 背戸口５丁目 199 平野区役所

420210-00266 川辺小学校 平野区 長吉瓜破地区 13407.65 5300.67 教育委員会事務局

540201-10158 長吉幼稚園 平野区 長吉瓜破地区 1729.03 784.84 こども青少年局

560307-00264 長吉川辺住宅 平野区 長吉瓜破地区 4824.61 6280.23 都市整備局

370110-10004 長吉川辺コミュニティ施設 平野区 長吉川辺１丁目 758.9 717 平野区役所

121601-12942 川辺中公園 平野区 長吉川辺２丁目 1013.08 建設局

121601-12944 川辺北公園 平野区 長吉川辺２丁目 1302.02 建設局

370110-10001 コミュニティ施設（平野区長吉瓜破） 平野区 長吉川辺２丁目 979.76 平野区役所

121601-12943 川辺東公園 平野区 長吉川辺３丁目 1295.23 建設局

121601-12965 長吉東部南公園 平野区 長吉川辺３丁目 6023.79 建設局

062506-00119
特別養護老人ホーム長吉・
長吉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彩羽・若葉

平野区 長吉川辺３丁目 4392.89 福祉局

530201-00035 もと喜連塵芥焼却場 平野区 長吉出戸１丁目 188.42 契約管財局

121005-10023 田辺出戸線（基金） 平野区 長吉出戸１丁目 20.52 建設局

121601-12016 長吉出戸公園 平野区 長吉出戸１丁目 9955.09 建設局

121602-00553 長吉出戸公園 平野区 長吉出戸１丁目 225.51 建設局

560307-10051 長吉第2住宅 平野区 長吉出戸１丁目 37811.55 30713.4 都市整備局

560307-00261 長吉出戸西住宅 平野区 長吉出戸２丁目 66384.01 54313.03 都市整備局

370115-00014 長吉出戸地域集会所 平野区 長吉出戸２丁目 357.18 平野区役所

420210-00327 長吉出戸小学校 平野区 長吉出戸３丁目 10700.41 6585.74 教育委員会事務局

420213-00001 埋蔵文化財収蔵倉庫 平野区 長吉出戸５丁目 2644.87 教育委員会事務局

121601-12271 出戸池公園 平野区 長吉出戸５丁目 7368.83 建設局

121601-12547 長吉公園 平野区 長吉出戸５丁目 4943.51 建設局

370115-00017 平野区民センター 平野区 長吉出戸５丁目 6590.54 2690.35 平野区役所

370110-10014 平野区南部サービスセンター 平野区 長吉出戸５丁目 102.14 平野区役所

370115-00013 出戸会館 平野区 長吉出戸６丁目 920.78 453.04 平野区役所

062506-00062 長吉西地域在宅サービスステーション 平野区 長吉出戸６丁目 485.12 福祉局

121601-12998 出戸やすらぎ公園 平野区 長吉出戸７丁目 1100.26 建設局

050601-10001 もと周辺地区開発事業用地 平野区 長吉出戸７丁目 3340.32
738-2/738-3/
738-5/738-6

都市計画局

560307-00262 長吉出戸第2住宅 平野区 長吉出戸７丁目 5770.34 8673.14 都市整備局

121601-12999 出戸南公園 平野区 長吉出戸８丁目 1300.33 建設局

121902-01840 長吉北自転車保管所管理事務所 平野区 長吉出戸８丁目 27.73 建設局

560301-00049 長吉出戸南住宅 平野区 長吉出戸８丁目 8827.25 1148 都市整備局

560301-00140 もと長吉六反住宅 平野区 長吉出戸８丁目 719.13 932-11 都市整備局

560307-00263 長吉出戸南第1住宅 平野区 長吉出戸８丁目 36487.28 62813.97 都市整備局

560307-00269 長吉長原東住宅 平野区 長吉出戸８丁目 77838.97 134969.45 都市整備局

420210-00331 長吉東小学校 平野区 長吉東部地区 12807.4 6800.2 教育委員会事務局

420410-00000 クラフトパーク 平野区 長吉東部地区 9999.95 4448.65 教育委員会事務局

560307-00260 長吉出戸住宅 平野区 長吉東部地区 11837.74 1739 1656.92 都市整備局

120907-00346 大阪中央環状線（平野）（管財課） 平野区 長吉長原１丁目 5044.95 建設局

121601-12963 長吉瓜破3号公園 平野区 長吉長原１丁目 1903.92 建設局

420210-00328 長吉小学校 平野区 長吉長原２丁目 13682.1 5762.18 教育委員会事務局

121601-12888 なみはや公園 平野区 長吉長原２丁目 1300.6 建設局

460108-00095 平野消防署長吉出張所 平野区 長吉長原２丁目 348.15 303.99 消防局

560307-00259 長吉住宅 平野区 長吉長原２丁目 19748.63 18851.77 都市整備局

560108-00056 区画整理事業用地（長吉瓜破地区） 平野区 長吉長原３丁目 30.48 都市整備局

370110-10003 長吉長原コミュニティ施設 平野区 長吉長原３丁目 500 平野区役所

062507-00181 長吉長原老人憩の家 平野区 長吉長原３丁目 373.52 福祉局

420210-00329 長吉西中学校 平野区 長吉長原４丁目 17164.5 7983.71 教育委員会事務局

121601-12966 長原公園 平野区 長吉長原４丁目 2275.97 建設局

560108-00033 もと区画整理事業用地（長吉瓜破地区） 平野区 長吉長原４丁目 78.93 都市整備局

560307-00265 長吉長原住宅 平野区 長吉長原４丁目 10629.06 16539.83 都市整備局

120907-00307 住吉八尾線（平野）（管財課） 平野区 長吉長原西１丁目 45218.63 建設局

121601-12967 長原西公園 平野区 長吉長原西２丁目 1699.19 建設局

370115-00016 長原会館 平野区 長吉長原西２丁目 1780.43 平野区役所

120907-00391 道路（平野）（管財課） 平野区 長吉長原西３丁目 1033409.16
730/1507/
1569

建設局

121601-12964 長吉西中学校前公園 平野区 長吉長原西３丁目 1000.91 建設局

121002-00163 長吉アンダーパスポンプ場 平野区 長吉長原西３丁目 49.9 建設局

560307-00266 長吉長原西住宅 平野区 長吉長原西３丁目 14388.83 20147.03 都市整備局

560307-00267 長吉長原西第2住宅 平野区 長吉長原西３丁目 13595.35 719/1629-1 12644.88 都市整備局

560301-10154 長吉長原西第２住宅２号館（建設課） 平野区 長吉長原西３丁目 7458.63 都市整備局

121601-12941 川辺大和川公園 平野区 長吉長原西４丁目 23415.81 建設局
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121602-00983 川辺大和川公園 平野区 長吉長原西４丁目 21.12 建設局

540502-00074 長吉第3保育所 平野区 長吉長原西４丁目 423.46 こども青少年局

560307-00268 長吉長原西第3住宅 平野区 長吉長原西４丁目 32422.76 33720.8 都市整備局

420210-00330 長吉中学校 平野区 長吉長原東１丁目 15535.18 7174.48 教育委員会事務局

121902-01839 長吉南自転車保管所管理事務所 平野区 長吉長原東１丁目 25.65 建設局

560307-00271 長吉長原北住宅 平野区 長吉長原東１丁目 17803.04 23076.74 都市整備局

121601-12548 長吉東部中央公園 平野区 長吉長原東２丁目 10038.14 建設局

121602-00554 長吉東部中央公園 平野区 長吉長原東２丁目 19.2 建設局

121902-02401 長原駅自転車駐車場管理事務所 平野区 長吉長原東２丁目 13.5 建設局

540502-00072 長吉第1保育所 平野区 長吉長原東２丁目 779.8 583.64 こども青少年局

560301-00051 長吉長原東第3住宅 平野区 長吉長原東２丁目 34411.09
1018-1/1264/
1416

都市整備局

062507-00183 長吉南老人憩の家 平野区 長吉長原東２丁目 201.11 福祉局

420210-00023 もと大和川小学校 平野区 長吉長原東３丁目 8911.19 721 3809.53 ○ 教育委員会事務局

420210-00338 長原小学校 平野区 長吉長原東３丁目 10219.49 7152.06 教育委員会事務局

540201-10157 長吉第2幼稚園 平野区 長吉長原東３丁目 1048.63 こども青少年局

560307-00270 長吉長原東第4住宅 平野区 長吉長原東３丁目 67620.14 1571 58616.26 都市整備局

121601-12875 六反赤坂公園 平野区 長吉六反１丁目 1101.94 建設局

121601-13001 六反さくら公園 平野区 長吉六反１丁目 10000.24 建設局

121602-01624 六反さくら公園 平野区 長吉六反１丁目 22.44 建設局

540501-00041 長吉六反保育園 平野区 長吉六反１丁目 1303.01 こども青少年局

050601-00014 周辺地区開発事業用地 平野区 長吉六反１丁目 10933.7 738-1/738-4 都市計画局

560108-00010 肩替地（長吉東部） 平野区 長吉六反１丁目 150.87 都市整備局

560307-00272 長吉六反第1住宅 平野区 長吉六反１丁目 15339.11 25408.81 都市整備局

370115-00022 六反会館 平野区 長吉六反２丁目 400.06 342.59 平野区役所

420210-00332 長吉南小学校 平野区 長吉六反３丁目 8956.74 6958.49 教育委員会事務局

121601-12874 六反西公園 平野区 長吉六反３丁目 1176.1 建設局

121601-12877 六反南公園 平野区 長吉六反３丁目 1000.14 建設局

460108-00090 平野消防署仮設倉庫 平野区 長吉六反３丁目 605.05 722 85.84 消防局

560301-00050 長吉長原東第2住宅 平野区 長吉六反３丁目 2955.56 722 都市整備局

420210-00334 長吉六反中学校 平野区 長吉六反４丁目 16608.42 7627.03 教育委員会事務局

121601-12876 六反東公園 平野区 長吉六反４丁目 1459.3 建設局

460108-00105 防火水槽用地（平野） 平野区 長吉六反４丁目 83.51 消防局

560301-00141 もと長吉六反北住宅 平野区 長吉六反４丁目 4.44 都市整備局

560307-00274 長吉六反北住宅 平野区 長吉六反４丁目 13470.5 1740 都市整備局

560301-10152 長吉六反北住宅１号館（建設課） 平野区 長吉六反４丁目 4980.01 都市整備局

560301-10153 長吉六反北住宅２号館（建設課） 平野区 長吉六反４丁目 4920.83 都市整備局

062506-00063 長吉六反地域在宅サービスステーション 平野区 長吉六反４丁目 600 福祉局

420210-00333 もと長吉六反小学校 平野区 長吉六反５丁目 9630 1741 5907.77 ○ 教育委員会事務局

540201-10177 六反幼稚園 平野区 長吉六反５丁目 1914 884.04 こども青少年局

540501-00054 六反南保育園 平野区 長吉六反５丁目 955.08 こども青少年局

560307-00273 長吉六反東住宅 平野区 長吉六反５丁目 56281.71 74735.05 都市整備局

062507-00182 長吉東部老人憩の家 平野区 長吉六反５丁目 359.92 205.77 福祉局

121902-02384 地下鉄平野駅自転車駐車場管理ボックス 平野区 流町１丁目 3.89 建設局

550501-00011 もと平野詰所 平野区 西脇１丁目 893.89 933 環境局

530201-00110 もと平野住宅（児童遊園） 平野区 西脇１丁目 971.97 724/725/726 契約管財局

062507-00243 平野西老人憩の家 平野区 西脇１丁目 259.24 福祉局

121601-12429 西脇公園 平野区 西脇２丁目 1257.78 建設局

530201-00109 もと平野住宅（コミュニティ用地等） 平野区 西脇３丁目 270.2 727 契約管財局

121601-12219 坂上公園 平野区 平野市町１丁目 1266.1 建設局

420410-00012 もと平野青少年会館 平野区 平野市町３丁目 4213.27
1151/1153/
1155

2481.44 ○ 教育委員会事務局

121601-12134 京町公園 平野区 平野市町３丁目 764.06 建設局

121601-12996 京町公園 平野区 平野市町３丁目 490.29 建設局

540502-00109 キッズコート平野東保育園 平野区 平野市町３丁目 2148.6 こども青少年局

030404-00009 もと市民交流センターひらの 平野区 平野市町３丁目 1908.65 1742 2643.13 ○ 市民局

030404-00031 もと平野地区公共施設建設用地 平野区 平野市町３丁目 125.77 734 市民局

560107-10036 平野市町住宅 平野区 平野市町３丁目 425.7 732 都市整備局

560301-10057 平野市町住宅 平野区 平野市町３丁目 699.05 728/731 都市整備局

560307-00385 平野市町住宅 平野区 平野市町３丁目 6726.42 729 8692.46 都市整備局

060106-00026 平野地区共同浴場 平野区 平野市町３丁目 957.63 福祉局

062507-00018 もと地域活動支援プラザ平野 平野区 平野市町３丁目 1177.68 1154 828.37 ○ 福祉局

560307-00386 平野第2住宅 平野区 平野上町１丁目 4341.52 4039.9 都市整備局

370115-00021 平野連合会館 平野区 平野上町２丁目 366.94 169.98 平野区役所

121601-12757 平野北公園 平野区 平野北１丁目 3474 建設局

12ZZZZ-01446 平野市町抽水所 平野区 平野北１丁目 14448.04 5654.14 建設局

550301-00088 平野市町霊園 平野区 平野北２丁目 1390.19 9.25 環境局

121903-01046 平野工営所 平野区 平野西１丁目 2703.45 建設局

121903-01044 平野工営所 平野区 平野西１丁目 5042.13 建設局

550201-00055 大気汚染常時監視測定局（摂陽中学校） 平野区 平野西３丁目 18.4 環境局

420210-00264 摂陽中学校 平野区 平野西３丁目 15912.55 6947.41 教育委員会事務局

121601-12754 平野西公園 平野区 平野西３丁目 8802 建設局

121602-00763 平野西公園 平野区 平野西３丁目 21.12 建設局

121002-00225 平野元町ポンプ場 平野区 平野馬場２丁目 120.88 建設局

121002-00232 平野馬場ポンプ場 平野区 平野馬場２丁目 56.59 建設局

420605-00030 平野図書館 平野区 平野東１丁目 2071.26 1599.43 教育委員会事務局

620601-00094 平野小売市場民営活性化事業施設 平野区 平野東２丁目 317.01 経済戦略局

121601-12753 平野公園 平野区 平野東２丁目 19428.55 建設局

121602-00762 平野公園 平野区 平野東２丁目 70.01 建設局

062506-00123
特別養護老人ホーム平野愛和・
平野区在宅サービスセンター

平野区 平野東２丁目 1114.28 福祉局

540502-00108 平野西保育所 平野区 平野本町１丁目 836.52 405.82 こども青少年局

370115-00020 平野西会館 平野区 平野本町１丁目 464.56 108 平野区役所

120907-00323 大阪羽曳野線（平野）（管財課） 平野区 平野本町２丁目 32067.19 建設局

530201-00043 もと警察関係土地（コミュニティ用地等） 平野区 平野本町４丁目 16.94 契約管財局

121601-12758 平野野堂公園 平野区 平野南１丁目 1000 建設局

460108-00089 平野消防署 平野区 平野南１丁目 2677.32 1323.23 消防局

460108-00094 平野災害待機宿舎 平野区 平野南１丁目 93.24 消防局

370115-00018 平野区民ホール 平野区 平野南１丁目 1088.44 平野区役所

420210-00451 平野南小学校 平野区 平野南２丁目 8881 6128.53 教育委員会事務局
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550301-00089 平野霊園 平野区 平野南３丁目 3043.4 3.1 環境局

590204-00002 平野南倉庫 平野区 平野南３丁目 331.93 560.16 健康局

121601-12755 平野南公園 平野区 平野南３丁目 4865.6 建設局

560307-00387 平野東住宅 平野区 平野南３丁目 20912.6 27243.67 都市整備局

062405-00029 障がい福祉サービス事業所　ひらの 平野区 平野南３丁目 165.28 福祉局

062507-00244 平野南会館老人憩の家 平野区 平野南３丁目 242.15 福祉局

620701-00039 平野スポーツセンター 平野区 平野南４丁目 6070.66 3978.94 経済戦略局

620701-00040 平野屋内プール 平野区 平野南４丁目 7330.03 経済戦略局

420210-00447 平野小学校 平野区 平野宮町１丁目 10087.51 9241.32 教育委員会事務局

420210-00452 平野北中学校 平野区 平野宮町１丁目 16700.62 11952.4 教育委員会事務局

530201-00272 平野署平野宮町交通詰所 平野区 平野宮町１丁目 46.28 契約管財局

121601-12157 元六公園 平野区 平野宮町１丁目 534.47 建設局

121601-12179 杭全公園 平野区 平野宮町１丁目 13090.02 建設局

121902-01929 ＪＲ平野駅南管理ボックス 平野区 平野宮町１丁目 12.96 建設局

530201-00254 廃道（平野） 平野区 平野宮町２丁目 5.46 契約管財局

121107-00027 河川敷（平野） 平野区 平野宮町２丁目 7836.44 建設局

121107-00083 平野川河川敷代替地 平野区 平野宮町２丁目 218.04 建設局

062507-00245 平野老人憩の家 平野区 平野宮町２丁目 209.45 福祉局

530201-00271 平野警察署 平野区 平野元町 1894.56 契約管財局

120907-00416 平野守口線（平野）（管財課） 平野区 平野元町 1619.96 建設局

121902-01927 ＪＲ平野駅自転車駐車場 平野区 平野元町 833.9 1013.76 建設局

121902-01928 ＪＲ平野駅西管理ボックス 平野区 平野元町 1.44 建設局

050601-00013 公共用地先行取得事業用地（平野区平野元町） 平野区 平野元町 704.55 737 都市計画局


