
建蔽率

立地特性

基本情報[１]

正蓮寺川公園

公園種別 所在地 開設年月日 開設面積（㎡）

都市緑地
福島区大開４丁目

此花区伝法１丁目・２丁目 ほか
平成29年３月31日 35,993

人口（半径３km圏内）[２] 周辺の幹線道路の自動車交通量[３]

上段：夜間人口
下段：昼間人口

昼夜間
比率

年齢別人口比率
（上段：人数、下段：比率）

路線名
昼間

12時間
24時間

推定
０～14歳 15～64歳 65歳以上

264,585人

106.65%

31,374人 168,206人 61,893人 国道43号 46,653台 66,247台

282,193人 12.0% 64.3% 23.7% 2号淀川左岸線 3,564台 4,525台

周辺の平均路線価（千円/㎡）[４] 主な用途地域（周辺含む）[５]

東 西 南 北 平均 公園内 周辺

- - 143 128 136 第１種住居 第１種住居

一般施設 特例施設

建築面積（㎡） 建蔽率 建築面積（㎡） 建蔽率

トイレ 売店等 管理施設 その他 合計
0.00%

休養施設 運動施設 教養施設 合計
0.00%

- - - - 0 - - - 0

-２5-

防災関連情報

避難場所種別[５] 耐震性貯水槽 防災スピーカー[５] マンホールトイレ[11]

- 無 無 無

※[ ]内の数字は参考資料の番号を示している（p. 28～30を参照）。



公園概観図とアクセス性[５]

土地利用現況[５]

1km0 0.80.60.40.2

1km0 0.80.60.40.2

：開設範囲

：計画範囲

：開設範囲

：計画範囲
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主要なアクセス

交通機関 近接する鉄道駅 鉄道駅からの所要時間

阪神なんば線 千鳥橋駅（図中①） 徒歩約４分

１

凡例

一戸建て住宅 長屋住宅 共同住宅 販売商業施設

業務施設 文教施設 医療厚生施設
遊興・娯楽・
サービス施設

宿泊施設 工業施設 供給施設 運輸通信施設

官公署施設 その他施設 公園・緑地・お墓 建物の無い土地

※[ ]内の数字は参考資料の番号を示している（p. 28～30を参照）。

阪神高速
大開出入口

阪神高速
正蓮寺川出入口



公園内の道路網[５]

500m0 400300200100

凡例

道路法による道路
道路法による道路

（供用廃止・または未供用
の箇所を含む）

道路法による道路
（公園内）

※公園内の道路は現在事業中

：開設範囲

：計画範囲
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※[ ]内の数字は参考資料の番号を示している（p. 28～30を参照）。
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[13]：大阪市施設情報提供サービス（ＨＳＴ扇町プール施設詳細）

[14]：大阪市施設情報提供サービス（ＨＳＴ扇町プールトレーニング場施設詳細）
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https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/cmsfiles/contents/0000020/20226/29_01s_houkoku.pdf
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[43]：大阪市施設情報提供サービス（真田山プールアイススケート場施設詳細）
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