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大淀配水場 北区 大淀北１丁目 21,725.73 2,543.93

配水課維持管理用倉庫用地 北区 大淀北１丁目 4,107.59 462.00

配水管用地 北区 天神橋４丁目 52,501.24

桜宮配水場 都島区 網島町 858.07

毛馬２号用地 都島区 毛馬町１丁目 787.03

毛馬取水場 都島区 毛馬町１丁目 1,011.81 437.95

もと職員研修・防災施設用地 都島区 中野町５丁目 0.88

東部水道センター 都島区 都島本通４丁目 4,406.59 5,816.09

もと野田営業所用地 福島区 海老江５丁目 580.29

もと海老江取水場用地 福島区 大開４丁目 20.87

此花加圧ポンプ場 此花区 春日出北１丁目 288.35 112.93

此花サービスステーション跡施設 此花区 西九条５丁目 57.76 164.77 〇

北港加圧ポンプ場 此花区 北港２丁目 711.06

舞洲給水塔 此花区 北港白津２丁目 1,209.07

南部サテライト 中央区 上本町西５丁目 985.67 1,874.12

大手前配水場 中央区 大阪城 761.59

境川営業所跡施設 西区 九条南１丁目 1,197.85 2,316.85 〇

西部水道センター 西区 南堀江４丁目 2,393.46 4,506.85

港配水場 港区 福崎２丁目 9,907.77 2001 446.39

大正サービスステーション跡施設 大正区 千島２丁目 155.59 164.17 〇

真田山加圧ポンプ場 天王寺区 空清町 650.79 478.33

歌島サービスステーション跡施設 西淀川区 御幣島１丁目 42.24 108.17 〇

北部水道センター 淀川区 新高１丁目 2,758.63 4,437.17

柴島浄水場 東淀川区 柴島１丁目 449,767.83 45,825.42

水道記念館 東淀川区 柴島１丁目 8,356.20 2,037.26

浜町用地 東淀川区 柴島１丁目 1,070.89 351

東淀川浄水場 東淀川区 柴島１丁目 8,146.91 2,578.10

保全センター 東淀川区 柴島１丁目 1,557.99

水質試験所 東淀川区 柴島１丁目 2,386.25

くにじまテニスコート 東淀川区 柴島１丁目 519.90

柴島３丁目１号用地 東淀川区 柴島３丁目 600.00

給水課量水器倉庫棟用地 東淀川区 柴島３丁目 4,168.71 2002 739.74

体験型研修センター 東淀川区 柴島３丁目 2,155.56 2,398.88

くにじまスポーツ 東淀川区 柴島３丁目 2,397.89

もと豊里営業所用地 東淀川区 豊里２丁目 580.29

東淡路１号用地 東淀川区 東淡路２丁目 255.17

もと淡路サービスステーション用地 東淀川区 東淡路２丁目 349.55

淡路サービスステーション跡施設 東淀川区 東淡路４丁目 102.69 〇

今里営業所跡施設用地 東成区 大今里西１丁目 2,256.13 1959

生野サービスステーション跡施設 生野区 勝山南３丁目 47.16 117.29 〇

巽配水場 生野区 巽東４丁目 90,092.66 3,138.90

蒲生用地 城東区 新喜多２丁目 171.30

関目用地 城東区 関目２丁目 480.03

城東配水場 鶴見区 諸口６丁目 26,268.80 5,532.73

鶴見用地 鶴見区 諸口６丁目 12,511.31

つるみゴルフ練習場 鶴見区 諸口６丁目 435.38

送水管用地 鶴見区 焼野３丁目 126,049.68

城東浄水場 鶴見区 横堤４丁目 27,870.26 1996 2,981.61

東部サテライト 鶴見区 横堤５丁目 532.87 742.04

田辺分室跡施設 阿倍野区 三明町２丁目 994.71 524.63 〇

住吉配水場 阿倍野区 播磨町２丁目 13,698.99 700.51

西部サテライト 住之江区 粉浜１丁目 1,600.00 1,767.83

住之江配水場 住之江区 新北島１丁目 15,585.28 842.71

住吉サービスステーション跡施設 住吉区 南住吉３丁目 91.77 90.22 〇

導水管用地 東住吉区 南江口３丁目 132,484.00

南部水道センター 東住吉区 南田辺３丁目 2,416.44 3,733.67

一津屋取水場 摂津市 一津屋 518.03

豊野浄水場 寝屋川市 太秦高塚町 180,464.70 14,246.64

豊野浄水場付属設備用地 寝屋川市 太秦緑が丘 3,431.88

楠葉取水場 枚方市 楠葉中之芝１丁目 51,826.24 3,361.83

楠葉取水場排水管用地 枚方市 町楠葉２丁目 299.00

庭窪浄水場排水管用地 守口市 大庭町１丁目 1,216.78

庭窪取水渠用地 守口市 大日町４丁目 578.54

庭窪浄水場 守口市 淀江町 218,120.97 1748 45,597.22
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