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530201-00069 もと信太山健民修練所 和泉市 伯太町４丁目 813.73 839-1 契約管財局

062405-00053 知的障がい者更生施設太平学園 和泉市 伯太町３丁目 13,160.83 福祉局

062405-00054 知的障がい者更生施設伯太学園 和泉市 伯太町３丁目 3,499.22 福祉局

062506-00004 もと信太山老人ホーム 和泉市 伯太町３丁目 35,483.68 1171 2,999.24 ○ 福祉局

540103-00008 信太山青少年野外活動センター 和泉市 伯太町３丁目 165,341.06 3,663.19 こども青少年局

540109-00007 もと青少年憩の家藤沢会館 和泉市 伯太町３丁目 35,270.50 840-1 こども青少年局

062506-00005 もと美濃部会館 和泉市 伯太町３丁目 340.36 ○ 福祉局

540202-00003 児童養護施設助松寮 泉大津市 松之浜町１丁目 2,264.43 1,062.09 こども青少年局

540202-10005 長谷川羽曳野学園 柏原市 円明町 27,024.73 2,821.97 こども青少年局

420210-00339 長谷川小学校 柏原市 円明町 5,804.66 5,042.36 教育委員会事務局

620101-00002 理学部附属植物園 交野市 大字私市 95,412.43 3,345.68 ○ 経済戦略局

540202-00004 児童養護施設清心寮 堺市北区 東上野芝町２丁 1,309.37 こども青少年局

062207-00007 救護施設　千里寮 吹田市 古江台６丁目 8,000.37 福祉局

062405-00044 千里作業指導所 吹田市 古江台５丁目 2,553.36 685.46 福祉局

069603-00002 弘済院 吹田市 古江台５丁目 126,316.60 22,401.68 福祉局

069603-00003 知的障がい者更生施設かしのみ寮・身体障がい者療護施設くりのみ寮 吹田市 古江台６丁目 3,157.96 福祉局

12ZZZZ-00315 下水道用地（吹田市） 吹田市 東御旅町 92.70 建設局

069603-10003 もと弘済院 吹田市 古江台６丁目 6,613.47 福祉局

540202-00001 弘済みらい園・弘済のぞみ園 吹田市 古江台５丁目 2,168.73 こども青少年局

420210-00130 弘済小・中学校 吹田市 古江台６丁目 2,491.82 教育委員会事務局

620101-00008 もと海の家 泉南郡岬町 多奈川小島 2,281.72 846 経済戦略局

540206-00000 児童自立支援施設阿武山学園 高槻市 大字奈佐原 99,375.09 5,282.67 こども青少年局

530201-00106 もと服部霊園 豊中市 赤阪 466.63 契約管財局

550301-00084 服部霊園 豊中市 広田町 192,448.15 796.62 環境局

550301-00054 泉南メモリアルパーク 阪南市 箱作 337,530.20 1,389.55 環境局

530201-00119 もと枚岡健康学園 東大阪市 東豊浦町 17,549.14 847 契約管財局

12ZZZZ-00327 下水道用地（東大阪市） 東大阪市 稲田本町１丁目 2.70 建設局

460108-00030 高度専門教育訓練センター 東大阪市 三島２丁目 41,276.71 11,286.83 消防局

420210-00175 市立高等学校 枚方市 南中振１丁目 40,105.11 11,404.88 教育委員会事務局

120907-00374 道路（市外） 守口市 緑町 28,407.14 建設局

121601-12576 鶴見緑地（市外） 守口市 南寺方東通１丁目 479,435.26 建設局

121601-12578 鶴見緑地整備事業 守口市 大字高瀬旧世木 6,558.59 建設局

062506-00116 特別養護老人ホーム大畑山苑 八尾市 大字恩地 10,362.37 福祉局

540109-00006 もと青少年憩の家大畑山会館 八尾市 大字恩智 21,848.37 こども青少年局

550502-10006 八尾工場 八尾市 上尾町７丁目 40,018.15 環境局

460108-00033 消防航空隊基地（八尾市） 八尾市 空港２丁目 708.93 消防局

620101-00019 もと理学部宇宙線研究所 岡山県備前市 三石 1,886.04 1517 122.92 ○ 経済戦略局

030802-00001 もと婦人研修所 兵庫県加東市 平木 99.42 69.96 ○ 市民局

620101-00020 もと理学部由良臨海実験所 兵庫県洲本市 由良町由良字小佐毘濱 5,065.15 850 経済戦略局

540103-00007 もと伊賀青少年の家 三重県伊賀市 愛田 534,606.21 1516 2,432.68 ○ こども青少年局

540103-00006 もと伊賀青少年キャンプ場 三重県伊賀市 愛田 1,186.69 ○ こども青少年局

121602-00026 ユーカリ栽培温室 和歌山県日高郡 川辺町大字千津川 1,622.80 建設局
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