
行政財産目的外使用許可等・普通財産貸付けにおける減免状況一覧表
(建設局) 平成31年03月31日現在

市内／市外 区 町番 丁番 地番

使用許可 土地 　愛光公園 大阪市内 西淀川区 花川 ２丁目 294-2 広場 412.19 ㎡ 愛光児童遊園運営委員会 100 0 2,473,140
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（西淀川区）に極めて密接に関連
するため

使用許可 土地 　瓜破7公園 大阪市内 平野区 瓜破 ７丁目 257-6 広場 120.66 ㎡
青少年スポーツ広場、ちびっこ広
場運営委員会

100 0 520,527
地域振興事業（平野区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 　下新庄1公園 大阪市内 東淀川区 下新庄 １丁目 108-5 広場 243.45 ㎡
下新庄コミュニティ花壇管理運営
委員会

100 0 1,324,854
地域振興事業（東淀川区）に極めて密
接に関連するため

使用許可 土地 　御幣島中央公園 大阪市内 西淀川区 御幣島 ４丁目 99-2外6筆 広場 23,286.57 ㎡
西淀川中央コミュニティ広場管理
運営委員会

100 0 113,591,888
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（西淀川区）に極めて密接に関連
するため

使用許可 土地 　公園南小公園 大阪市内 東住吉区
公園南矢
田

２丁目 1-29内 集会所・会館 225.63 ㎡ 公園南会館運営委員会 100 0 931,400
コミュニティ育成事業(東住吉区)に極
めて密接に関連するため

使用許可 土地 　今福南中央公園 大阪市内 城東区 今福南 ２丁目 83　外内 集会所・会館 225.06 ㎡ 今福会館運営委員会 100 0 1,181,565
地域振興事業（城東区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 　鴫野北公園 大阪市内 城東区 鴫野東 １丁目 31-1内 集会所・会館 91.60 ㎡ 東一会館管理運営委員会 100 0 446,824
地域振興事業（城東区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 　松山公園 大阪市内 東淀川区 小松 ４丁目 25-1内 集会所・会館 205.64 ㎡ 小松福祉会館運営委員会 100 0 1,799,580
地域振興事業（東淀川区）に極めて密
接に関連するため

使用許可 土地 　上汐北公園 大阪市内 天王寺区 上汐 ３丁目 5-1　内 集会所・会館 212.30 ㎡
生魂会館老人憩の家運営委員
会

100 0 4,060,874
地域コミュニティ育成事業(天王寺区)
に極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　新高堀上公園 大阪市内 淀川区 新高 １丁目 52-5 広場 621.98 ㎡ 新高堀上児童遊園運営委員会 100 0 2,918,330
地域振興事業（淀川区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 　新今里6公園 大阪市内 生野区 新今里 ６丁目 69-28外1筆 広場 162.73 ㎡ 新今里六丁目振興町会 100 0 702,017
地域振興事業（生野区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 　瑞光3公園 大阪市内 東淀川区 瑞光 ３丁目 3-3内 集会所・会館 45.42 ㎡
瑞光西振興町会集会所運営委
員会

100 0 306,585
地域コミュニティ育成事業(東淀川区)
に極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　瑞光3公園 大阪市内 東淀川区 瑞光 ３丁目 3-3内 広場 218.58 ㎡ 瑞西児童遊園運営委員会 100 0 1,475,415
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（東淀川区）に極めて密接に関連
するため

使用許可 土地 　大阪泉北線関連緑地 大阪市内 阿倍野区 美章園 １丁目 18-1外1筆 広場 413.01 ㎡
三美一町会コミュニティ用地管理
運営委員会

100 0 3,486,630
地域コミュニティ育成事業(阿倍野区)
に極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　大阪泉北線関連緑地 大阪市内 阿倍野区
天王寺町
南

１丁目 38-10外1筆 広場 180.71 ㎡
はちの子ちびっこ広場運営委員
会

100 0 1,152,568
地域コミュニティ育成事業(阿倍野区)
に極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　大道南公園 大阪市内 東淀川区 大道南 １丁目 317-3 広場 529.93 ㎡ 竹間ふれあい広場運営委員会 100 0 2,584,998
地域振興事業（東淀川区）に極めて密
接に関連するため

使用許可 土地 　大淀中5公園 大阪市内 北区 大淀中 ５丁目 3-7内 倉庫 64.06 ㎡ 大淀西連合振興町会 100 0 636,884
地域振興事業（北区）に極めて密接に
関連するため

使用許可 土地 　大和川公園 大阪市内 住吉区 苅田 １０丁目 15外1筆 駐車場 2,131.53 ㎡ 苅田10丁目振興町会 100 0 7,200,308
地域コミュニティ育成事業(住吉区)に
極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　大和川公園 大阪市内 住吉区 苅田 １０丁目 12-3外1筆 広場 2,651.83 ㎡ 苅田10丁目振興町会 100 0 9,546,588
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（住之江区）に極めて密接に関連
するため

使用許可 土地 　大和川公園 大阪市内 住吉区 庭井 ２丁目 14-1外2筆 広場 10,771.68 ㎡
依羅池公園広場管理運営委員
会

100 0 38,002,487
地域コミュニティ育成事業(住吉区)に
極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　大和川公園 大阪市内 住吉区 山之内 ４丁目 102-1 広場 3,943.75 ㎡ 山之内スマイル協議会 100 0 19,237,612
地域コミュニティ育成事業(住吉区)に
極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　朝日橋公園 大阪市内 此花区 西九条 ６丁目 39-3内外1筆 広場 1,914.98 ㎡
此花区コミュニティ菜園運営委員
会

100 0 12,926,115
地域コミュニティ育成事業(此花区)に
極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　鶴橋2公園 大阪市内 生野区 鶴橋 ２丁目 129-7外1筆内 広場 219.16 ㎡ 北鶴橋児童遊園運営委員会 100 0 1,150,590
地域振興事業（生野区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 　鶴橋2公園 大阪市内 生野区 鶴橋 ２丁目 129-7内 集会所・会館 258.44 ㎡ 北鶴橋振興会館運営委員会 100 0 1,356,810
地域振興事業（生野区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 　鶴見緑地（市内） 大阪市内 鶴見区 緑 ３丁目 557 広場 810.00 ㎡
大阪市鶴見区みどり三丁目振興
町会

100 0 3,645,000
地域コミュニティ育成事業(鶴見区)に
極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　田島4公園 大阪市内 生野区 田島 ４丁目 271-2　内 広場 245.14 ㎡ 田島児童遊園運営委員会 100 0 1,195,792
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（生野区）に極めて密接に関連す
るため

減免率
（％）

年間使用料総額／
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減免前貸付料（円）
※参考金額を含む
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使用許可 土地 　都島公園 大阪市内 都島区 都島中通 ２丁目 28-2外1筆 広場 427.94 ㎡ 東都島多目的広場運営委員会 100 0 3,530,505
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（都島区）に極めて密接に関連す
るため

使用許可 土地 　東今里3号開発公園 大阪市内 東成区 東今里 ３丁目 30‐16　内 倉庫 2.00 ㎡ 神路連合東四振興町会 100 0 10,884
地域振興事業(東成区)に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 　湯里の森公園 大阪市内 東住吉区 湯里 ５丁目 53内 集会所・会館 232.00 ㎡ 湯里社会福祉会館運営委員会 100 0 1,348,848
コミュニティ育成事業(東住吉区)に極
めて密接に関連するため

使用許可 土地 　南津守2公園 大阪市内 西成区 南津守 １丁目 24-2外7筆内 広場 2,500.00 ㎡ 西成区広場運営委員会 100 0 11,730,000
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（西成区）に極めて密接に関連す
るため

使用許可 土地 　南津守北公園 大阪市内 西成区 南津守 ４丁目 165-1外内 集会所・会館 168.33 ㎡ 南津守福祉会館運営委員会 100 0 492,870
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（西成区）に極めて密接に関連す
るため

使用許可 土地 　梅南公園 大阪市内 西成区 梅南 ３丁目 3-46 広場 647.10 ㎡ 梅南コミュニティ広場運営委員会 100 0 2,426,625
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（西成区）に極めて密接に関連す
るため

使用許可 土地 　北田辺公園 大阪市内 東住吉区 北田辺 １丁目 73内 広場 137.50 ㎡ 北田辺児童遊園運営委員会 100 0 1,005,675
地域振興事業、地域コミュニティ育成
事業（東住吉区）に極めて密接に関連
するため

使用許可 土地 　墨江1公園 大阪市内 住吉区 墨江 １丁目 74-3 広場 240.48 ㎡ 中一北児童遊園運営委員会 100 0 1,037,430
地域コミュニティ育成事業(住吉区)に
極めて密接に関連するため

使用許可 土地 　夕陽丘公園 大阪市内 天王寺区 夕陽丘町 27‐1 地下水観測 60.02 ㎡
独立行政法人　産業技術総合研
究所

100 0 472,837
本市事務事業（防災）に極めて密接に
関連するため

使用許可 土地 　夕陽丘公園 大阪市内 天王寺区 夕陽丘町 27-3内 記念碑 0.73 ㎡ 大阪府立夕陽丘高等学校 100 0 5,750
天王寺区役所からの副申により、地域
の振興に資するものであることから

使用許可 土地 (仮称)瓜破東8公園 大阪市内 平野区 瓜破東 ８丁目 12-1 広場 10,649.00 ㎡
青少年スポーツ広場、ちびっこ広
場運営委員会

100 0 33,544,350
地域振興事業（平野区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 ＪＲ関西本線連続立体交差事業 大阪市内 浪速区 湊町 ２丁目 5-6 道路・通路 64.65 ㎡ 湊町地区開発協議会 100 0 751,750 通路の維持管理のため

使用許可 建物 もと南工営所 大阪市内 西成区 玉出東 １丁目 24-1内
水防用無線中継基地
局

0.99 ㎡ 大和川右岸水防事務組合 100 0 5,197 防災等市民の安全・安心に関わるため

使用許可 土地 運河（城東） 大阪市内 城東区 今福南 ２丁目 98 町会の掲示板設置 0.09 ㎡ 城東区今福連合振興町会 100 0 540
公共性が高く区の地域振興活動を補
完・推進するものであるため

使用許可 土地 榎並公園 大阪市内 城東区 野江 ２丁目 30番内 集会所・会館 122.55 ㎡ 野江中一町会 100 0 536,272
地域振興事業（城東区）に極めて密接
に関連するため

使用許可 土地 河川敷（中央） 大阪市内 中央区
宗右衛門
町

42-3 派出所用地（車庫） 18.55 ㎡ 大阪府南警察署長 100 0 639,975 警察法附則第１３項に基づくもの

使用許可 土地 大宮自転車保管所 大阪市内 旭区 大宮 １丁目 5内 倉庫 70.21 ㎡ 大宮校下社会福祉協議会長 100 0 368,602
コミュニティ育成事業（旭区）に極めて
密接に関連するため

使用許可 土地 天王寺大和川線（基金） 大阪市内 阿倍野区
天王寺町
南

１丁目 47内 広場 576.96 ㎡ 八反田児童遊園運営委員会 100 0 3,894,480
コミュニティ育成事業（阿倍野区）に極
めて密接に関連するため

使用許可 土地 道路（阿倍野）（管財課） 大阪市内 阿倍野区 美章園 １丁目 37-1外12筆 広場 962.10 ㎡
美章園１丁目町会コミュニティ用
地管理運営委員会（常盤連合振
興町会）

100 0 9,201,524
コミュニティ育成事業（阿倍野区）に極
めて密接に関連するため

使用許可 土地 道路（阿倍野）（管財課） 大阪市内 阿倍野区 美章園 １丁目 17-2外4筆 広場 279.20 ㎡
三美一町会コミュニティ用地管理
運営委員会（常盤連合振興町
会）

100 0 2,408,937
コミュニティ育成事業（阿倍野区）に極
めて密接に関連するため

使用許可 土地 道路（港） 大阪市内 港区 市岡 ２丁目 13-42内 倉庫 23.24 ㎡ 市岡緑陰道路愛護会　外４町会 100 0 143,902
道路事業（建設局）に極めて密接に関
連するため

使用許可 土地 道路（住吉）（管財課） 大阪市内 住吉区 長居 ４丁目 31-1、31-1先 道路・通路 99.44 ㎡ 長居連合会館管理運営委員会 100 0 727,304
コミュニティ育成事業（住吉区）に極め
て密接に関連するため

使用許可 土地 道路（生野）（管財課） 大阪市内 生野区 小路東 ３丁目 20-4 広場 159.00 ㎡
東小路連合振興町会大瀬２北町
会　会長　橋川博行

100 0 865,278
コミュニティ育成事業（生野区）に極め
て密接に関連するため

使用許可 土地 道路（生野）（管財課） 大阪市内 生野区 桃谷 ２丁目 171-4 標識柱 0.36 ㎡
少年の町生野区・鶴橋地区実行
委員会

100 0 2,093
コミュニティ育成事業（生野区）に極め
て密接に関連するため
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使用許可 土地 道路（西成）（管財課） 大阪市内 西成区 南津守 １丁目 24-1内外4筆 広場 1,833.76 ㎡
南津守児童遊園地管理運営委
員会

100 0 4,951,152
コミュニティ育成事業（西成区）に極め
て密接に関連するため

使用許可 土地 道路（西淀川）（管財課） 大阪市内 西淀川区 佃 ３丁目 1-128内 広場 85.64 ㎡ 佃美ちびっこ広場運営委員会 100 0 401,822
コミュニティ育成事業（西淀川区）に極
めて密接に関連するため

使用許可 土地 道路（天王寺）（管財課） 大阪市内 天王寺区 夕陽丘町 11-9内 倉庫 773.85 ㎡ 夕陽丘チビッコ広場運営委員会 100 0 9,578,715
コミュニティ育成事業（天王寺区）に極
めて密接に関連するため

使用許可 土地 道路（都島）（管財課） 大阪市内 都島区 都島南通 ２丁目 338-1内外4筆 広場 3,139.58 ㎡ 東都島まちづくり協議会 100 0 25,901,535
コミュニティ育成事業（都島区）に極め
て密接に関連するため

使用許可 土地 道路（都島）（管財課） 大阪市内 都島区 都島南通 １丁目 220内 倉庫 97.07 ㎡ 中野連合振興町会 100 0 601,057
コミュニティ育成事業（都島区）に極め
て密接に関連するため

使用許可 土地 道路（都島）（管財課） 大阪市内 都島区 中野町 ５丁目 1-87
JR環状線桜ノ宮駅（エ
レベーター設置）

24.80 ㎡
西日本旅客鉄道（株）大阪支社
施設課長

100 0 199,987
道路事業（建設局）に極めて密接に関
連するため

使用許可 土地 道路（都島）（管理課） 大阪市内 都島区 中野町 ５丁目 1-215外1筆 防犯カメラ設置 2.00 ㎡ 中野連合第6町会 100 0 17,256
コミュニティ育成事業（都島区）に極め
て密接に関連するため

使用許可 土地 道路（東住吉）（管財課） 大阪市内 東住吉区 山坂 ２丁目 138内 広場 413.24 ㎡
南田辺コミュニティ広場運営委員
会

100 0 3,099,300
コミュニティ育成事業（東住吉区）に極
めて密接に関連するため

使用許可 土地 道路（東住吉）（管理課） 大阪市内 東住吉区 矢田 ７丁目 282－1
付近住民の交通安全
の確保のための道路
反射鏡設置

1.00 ㎡ 松原市長 100 0 1,578
道路事業（松原市）に極めて密接に関
連するため

使用許可 土地 道路（法定外公共物） 大阪市内 西成区 橘 ３丁目 1-57外1筆 アーケード 127.00 ㎡ 西天銀座商店街 100 0 619,506
道路事業（建設局）に極めて密接に関
連するため

使用許可 土地 道路（北）（管財課） 大阪市内 北区 長柄東 ３丁目 1-10内 広場 2,724.00 ㎡ 豊仁連合振興町会 100 0 31,674,672
コミュニティ育成事業（北区）に極めて
密接に関連するため

使用許可 土地 道路（淀川）（管財課） 大阪市内 淀川区
十三元今
里

２丁目 41-2 広場 198.54 ㎡ 神津児童遊園運営委員会 100 0 1,266,288
コミュニティ育成事業（淀川区）に極め
て密接に関連するため

使用許可 土地 防潮堤（西） 大阪市内 西区 本田 １丁目 90-1 倉庫 99.75 ㎡ 淀川左岸水防事務組合 100 0 561,393 防災等市民の安全・安心に関わるため

使用許可 土地 淀川右岸水防事務組合倉庫 大阪市内 西淀川区 御幣島 ２丁目 26 倉庫 178.51 ㎡ 淀川右岸水防事務組合 100 0 870,771 防災等市民の安全・安心に関わるため

貸付 土地 もと下水道用地（東成） 大阪市内 東成区 大今里南 ２丁目 166-1 警察施設 45.71 ㎡ 大阪府東成警察署 100 0 403,162
地域防犯推進事業（東成区）に密接に
関連するため

※無償(減免率100％）の物件については、減免前使用料／減免前貸付料（円）欄に、仮に試算した参考金額を記載しており、実際の使用料・貸付料とは異なります。
※専ら本市の事務事業に供するために設置された電柱若しくは電線路又は水道管、ガス管その他埋設物、施設及び定額物件は除きます。
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