
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
(教育委員会事務局) 期間：令和04年03月31日 ～ 令和04年03月31日

市内／市外 区 町番 丁番 地番

使用許可 建物  西淀川図書館 大阪市内 西淀川区 御幣島 １丁目 １３番１ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物  鶴見図書館 大阪市内 鶴見区 横堤 ５丁目 ２２８番 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 もと松之宮小学校 大阪市内 西成区 旭 ３丁目 8 街区基準点 0.01 ㎡ 国土交通省　土地・建設産業局 100 0 36 公共法人

使用許可 土地 阿倍野小学校 大阪市内 阿倍野区 阪南町 ２丁目 17-1 防犯カメラ 0.02 ㎡ 阿倍野地域活動協議会 100 0 192
児童生徒及び地域の防犯治安に
関する事業のため

使用許可 建物 阿倍野図書館 大阪市内 阿倍野区 阿倍野筋 ４丁目 ２０番２４ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 阿倍野中学校 大阪市内 阿倍野区 昭和町 ３丁目 2-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 長地連合地域振興町会 100 0 660
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連するため

使用許可 建物 旭図書館 大阪市内 旭区 中宮 １丁目 ３１番１ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 磯路小学校 大阪市内 港区 磯路 ３丁目 7-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 磯路地域活動協議会 100 0 576
児童生徒及び地域ぼ防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連するため

使用許可 土地 茨田西小学校 大阪市内 鶴見区 横堤 ５丁目 245 防犯カメラ 0.02 ㎡ 茨田西地域活動協議会 100 0 144
減免指針別表第１類⑥第１種に該
当するため

使用許可 土地 茨田中学校 大阪市内 鶴見区 諸口 ３丁目 520外
淀川左岸線延伸部事
業に伴う地質調査

0.10 ㎡
国土交通省近畿地方整備局浪
速国道事務所

100 0 936 公的調査の為

使用許可 建物 茨田中学校 大阪市内 鶴見区 諸口 ３丁目 97-1 売店・店舗 4.60 ㎡ 西田　一彦 100 0 108,688 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 茨田北小学校 大阪市内 鶴見区 浜 ３丁目 1502-1-3 防犯カメラ　No1 0.02 ㎡ 茨田北地域活動協議会 100 0 96
安心安全のため、公共性公益性が
高い事業である。

使用許可 土地 茨田北中学校 大阪市内 鶴見区 茨田大宮 １丁目 564-14外 防犯カメラ 0.02 ㎡ 茨田北連合振興町会 100 0 96
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連するため

使用許可 土地 瓜破小学校 大阪市内 平野区 瓜破 ５丁目 27 防犯カメラ　正門付近 0.02 ㎡ 瓜破地域活動協議会 100 0 120
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 瓜破西小学校 大阪市内 平野区 瓜破西 ２丁目 224-13
防犯カメラ　（東門付
近）

0.02 ㎡ 瓜破西地域活動協議会 100 0 96
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 瓜破西小学校 大阪市内 平野区 瓜破西 ２丁目 218-7
防犯カメラ　（正門付
近）

0.02 ㎡ 瓜破西地域活動協議会 100 0 96
安全防犯上、公益性・公益性が高
い事業である

使用許可 土地 瓜破西中学校 大阪市内 平野区 瓜破西 ２丁目 ３３８－１、３０７－９ 防犯カメラ 0.04 ㎡ 瓜破西地域活動協議会 100 0 192
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 土地 瓜破西中学校 大阪市内 平野区 瓜破西 ２丁目 ３３６ 防犯カメラ 0.02 ㎡ 瓜破西地域活動協議会 100 0 96 公共性、公益性が高い事業の為

使用許可 土地 瓜破西中学校 大阪市内 平野区 瓜破西 ２丁目 336 売店・店舗 19.50 ㎡ 向井　早苗 100 0 98,748 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 瓜破東小学校 大阪市内 平野区 瓜破東 ２丁目 761 防犯カメラ 0.03 ㎡ 瓜破東地域活動協議会 100 0 132
防犯上、公共及び公益性が高い事
業

使用許可 土地 瓜破東小学校 大阪市内 平野区 瓜破東 ２丁目 771-4
防犯カメラ　（正門付
近）

0.02 ㎡ 瓜破東地域活動協議会 100 0 84
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可/貸付 種別 施設名（財産名称）
所在地 減免率

（％）
年間使用料総額／

年間貸付料総額（円）

減免前使用料／
減免前貸付料（円）
※参考金額を含む

減免理由用途
許可数量

／貸付数量
単位 相手方氏名
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使用許可 土地 瓜破北小学校 大阪市内 平野区 瓜破 １丁目 40-1
防犯カメラ　（ＮＯ１．南
西角付近）

0.02 ㎡ 瓜破北地域活動協議会 100 0 96
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 瓜破北小学校 大阪市内 平野区 瓜破 １丁目 48 防犯カメラ　（NO3) 0.02 ㎡ 瓜破北地域活動協議会 100 0 96
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である。

使用許可 土地 栄小学校 大阪市内 浪速区 浪速東 １丁目 6-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 浪速地域地域活動協議会 100 0 708 公共性、公益性が高い事業の為

使用許可 土地 榎並小学校 大阪市内 城東区 野江 ４丁目 195外
淀川左岸線延伸部事
業に伴う地質調査

0.10 ㎡
国土交通省近畿地方整備局浪
速国道事務所

100 0 972 公的調査の為

使用許可 土地 榎本小学校 大阪市内 鶴見区 今津北 １丁目 4-1 防犯カメラ　NO1 0.02 ㎡ NPO法人榎本地域活動協議会 100 0 108
安全防犯上、公益性公共性が高
い事業である。

使用許可 土地 榎本小学校 大阪市内 鶴見区 今津北 １丁目 4-1 防犯カメラ 0.02 ㎡ NPO法人榎本地域活動協議会 100 0 108
安全防犯上、公益性公共性が高
い事業である。

使用許可 土地 横堤小学校 大阪市内 鶴見区 横堤 １丁目 1046－１ 防犯カメラ 0.04 ㎡ 横堤地域活動協議会 100 0 240
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 土地 横堤中学校 大阪市内 鶴見区 横堤 １丁目 984 防犯カメラ 0.02 ㎡ 横堤地域活動協議会 100 0 120
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 建物 横堤中学校 大阪市内 鶴見区 横堤 １丁目 984 売店・店舗 10.00 ㎡ 南野　忠彦 100 0 279,840 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 加島小学校 大阪市内 淀川区 加島 １丁目 309-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 加島地域活動協議会 100 0 312
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 加美東小学校 大阪市内 平野区 加美東 ５丁目 58-4 防犯カメラ 0.03 ㎡ 加美東地域活動協議会 100 0 156
防犯上、公益公共性が高い事業で
ある。

使用許可 土地 加美東小学校 大阪市内 平野区 加美東 ５丁目 58-4 防犯カメラ 0.03 ㎡ 加美東地域活動協議会 100 0 156
防犯上、公共・公益性が高い事業
の為

使用許可 土地 加美南中学校 大阪市内 平野区 加美南 １丁目 66 防犯カメラ 0.07 ㎡ 加美南部地域活動協議会 100 0 360
安全防犯上、公益性公共性が高
い事業である。

使用許可 土地 加美南部小学校 大阪市内 平野区 加美南 １丁目 43 防犯カメラ 0.03 ㎡ 加美南部地域活動協議会 100 0 156
安全・防犯上、公共性公益性が高
い事業である。

使用許可 土地 加美北小学校 大阪市内 平野区 加美北 ７丁目 107-24 防犯カメラ　2台 0.05 ㎡ 加美北地域活動協議会 100 0 204
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 歌島中学校 大阪市内 西淀川区 歌島 ２丁目 90 防犯カメラ 0.07 ㎡ 歌島地域活動協議会 100 0 372
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 花乃井中学校 大阪市内 西区 江戸堀 ２丁目 25-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 江戸堀第二振興町会 100 0 2,124
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連するため

使用許可 建物 海老江東小学校 大阪市内 福島区 海老江 １丁目 46-1 地震観測装置設置 0.59 ㎡ 国立大学法人神戸大学 100 0 33,432 防災に関する公共のため

使用許可 土地 関目小学校 大阪市内 城東区 関目 ６丁目 11-10 防犯カメラ　（2台） 0.03 ㎡ 関目社会福祉協議会 100 0 240
防犯上、公共性公益性が高い事
業である

使用許可 土地 喜連小学校 大阪市内 平野区 喜連 ７丁目 18 防犯カメラ 0.02 ㎡ 喜連地域活動協議会 100 0 96 公益性、公共性が高い事業

使用許可 土地 喜連小学校 大阪市内 平野区 喜連 ７丁目 1 防犯カメラ　（正門） 0.02 ㎡ 喜連地域活動協議会 100 0 96
安全防犯上、公益性が高い事業で
ある
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使用許可 土地 喜連西小学校 大阪市内 平野区 喜連西 ３丁目 1421-1 防犯カメラ2台 0.06 ㎡ 喜連西地域活動協議会 100 0 336
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 喜連東小学校 大阪市内 平野区 喜連東 ２丁目 327 防犯カメラ 0.06 ㎡ 喜連東地域活動協議会 100 0 288
防犯安全上、公共性公益性が高
い事業である。

使用許可 土地 喜連東小学校 大阪市内 平野区 喜連東 ２丁目 338 防犯カメラ　ＮＯ．２ 0.03 ㎡ 喜連東地域活動協議会 100 0 144
防犯上、公共性公益性が高い事
業である。

使用許可 土地 喜連東小学校 大阪市内 平野区 喜連東 ２丁目 327
防犯カメラ２台　（ＮＯ
１）

0.06 ㎡ 喜連東連合振興町会 100 0 288
防犯上、公共性公益性が高い事
業である。

使用許可 土地 喜連北小学校 大阪市内 平野区 喜連 １丁目 1712-4 防犯カメラ 0.02 ㎡ 喜連北地域活動協議会 100 0 108
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 建物 吉野小学校 大阪市内 福島区 吉野 ３丁目 76-2外 地震観測装置 2.25 ㎡ 関西地震観測研究協議会 100 0 27,372
地域防災計画事業（機器管理室）
に極めて密接に関連するため

使用許可 建物 橘小学校 大阪市内 西成区 橘 ２丁目 6 街区基準点 0.01 ㎡ 国土交通省　土地・建設産業局 100 0 96 公共法人

使用許可 土地 玉出小学校 大阪市内 西成区 玉出中 ２丁目 17 掲示板 0.54 ㎡ 姫二町会町会長　髙木　伸夫 100 0 3,432
地域福祉の増進や地域コミュニ
ティの醸成に資する公共性・公益
性が高いため

使用許可 土地 玉出中学校 大阪市内 西成区 玉出西 １丁目 ３５－３ 防犯カメラ2台 0.14 ㎡ 玉出連合振興町会 100 0 792
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 土地 玉造小学校 大阪市内 中央区 玉造 ２丁目 3-55外 照明灯 0.30 ㎡ 玉造校下社会福祉協議会 100 0 4,044 公共性、公益性が高い

使用許可 建物 玉津中学校 大阪市内 東成区 玉津 １丁目 １２-１ 売店・店舗 16.00 ㎡ 岡﨑　智恵美 100 0 424,512 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 金塚小学校 大阪市内 阿倍野区 阪南町 ３丁目 88-1 防犯カメラ 0.14 ㎡ 金塚地域活動協議会 100 0 1,824
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与するため

使用許可 建物 啓発小学校　中島中学校 大阪市内 東淀川区 東中島 ４丁目 813 街区基準点 0.01 ㎡ 国土交通省　土地・建設産業局 100 0 24 公共法人

使用許可 建物 工芸高等学校 大阪市内 阿倍野区 文の里 １丁目 46 売店・店舗 24.00 ㎡ 浅瀬　愛子 100 0 684,288 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 工芸高等学校 大阪市内 阿倍野区 文の里 １丁目 46 食堂・喫茶店 322.04 ㎡ 森末　憲仁 100 0 7,651,670 財産規則第16条の３第4号

使用許可 建物 港図書館 大阪市内 港区 弁天 ２丁目 １番５ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 高倉中学校 大阪市内 都島区 御幸町 １丁目 1-1外
淀川左岸線延伸部事
業に伴う地質調査

0.10 ㎡
国土交通省近畿地方整備局浪
速国道事務所

100 0 876 公的調査の為

使用許可 建物 高倉中学校 大阪市内 都島区 御幸町 １丁目 １ 売店・店舗 15.40 ㎡ 竹川　慶子 100 0 424,855 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 高津中学校 大阪市内 天王寺区 城南寺町 １-１ 売店・店舗 4.86 ㎡ 松葉　里子 100 0 158,455 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 高殿南小学校 大阪市内 旭区 高殿 ３丁目 39 防犯カメラ 0.07 ㎡ 高殿南校下地域活動協議会 100 0 384
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 建物 此花図書館 大阪市内 此花区 四貫島 １丁目 ２３番２ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免
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使用許可/貸付 種別 施設名（財産名称）

所在地 減免率
（％）

年間使用料総額／
年間貸付料総額（円）

減免前使用料／
減免前貸付料（円）
※参考金額を含む

減免理由用途
許可数量

／貸付数量
単位 相手方氏名

使用許可 土地 今川小学校 大阪市内 東住吉区 今川 ４丁目 24-4 防犯カメラ 0.07 ㎡ 今川連合振興町会 100 0 468
防犯上、公益性公共性が高い事
業

使用許可 土地 今津小学校 大阪市内 鶴見区 今津中 ４丁目 1-8 防犯カメラ（NO.2) 0.02 ㎡ 今津地域活動協議会 100 0 120
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 今津小学校 大阪市内 鶴見区 今津中 ４丁目 1-1 防犯カメラ（NO.3) 0.02 ㎡ 今津地域活動協議会 100 0 120
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 今津小学校 大阪市内 鶴見区 今津中 ４丁目 1-9 防犯カメラ　NO1 0.02 ㎡ 今津地域活動協議会 100 0 120
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 阪南小学校 大阪市内 阿倍野区 阪南町 ５丁目 7-1 防犯カメラ　ＮＯ１ 0.07 ㎡ 阪南連合振興町会 100 0 660
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 阪南小学校 大阪市内 阿倍野区 阪南町 ５丁目 7-32 防犯カメラ（ＮＯ２） 0.07 ㎡ 阪南連合振興町会 100 0 660
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 阪南小学校 大阪市内 阿倍野区 阪南町 ５丁目 7-4 防犯カメラ（ＮＯ４） 0.07 ㎡ 阪南連合振興町会 100 0 660
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 阪南小学校 大阪市内 阿倍野区 阪南町 ５丁目 7-7 防犯カメラ（ＮＯ３） 0.07 ㎡ 阪南連合振興町会 100 0 660
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 建物 阪南中学校 大阪市内 阿倍野区 北畠 １丁目 32 売店・店舗 19.50 ㎡ 勝岡　佳子 100 0 664,092 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物
咲くやこの花中学校・咲くやこの花高
等学校

大阪市内 此花区 西九条 ６丁目 42-2 売店・店舗 11.00 ㎡ 株式会社ワイズコーポレーション 100 0 306,372 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物
咲くやこの花中学校・咲くやこの花高
等学校

大阪市内 此花区 西九条 ６丁目 42-2 食堂・喫茶店 426.60 ㎡ 株式会社　コウメイ 100 0 9,967,082
目的外使用許可の審査基準（１）
アに準ずるため

使用許可 建物 桜宮高等学校 大阪市内 都島区 毛馬町 ５丁目 64-2外 食堂・喫茶店 270.87 ㎡ 岡給食有限会社 100 0 6,006,813 財産規則第16条の3第4号

使用許可 建物 桜宮中学校 大阪市内 都島区 東野田町 ５丁目 ３３３ 売店・店舗 15.99 ㎡ 松本　富美子 100 0 441,132 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 三国小学校 大阪市内 淀川区 三国本町 ３丁目 46-2外 防犯カメラ 0.07 ㎡ 三国地域活動協議会 100 0 540
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 三国小学校 大阪市内 淀川区 三国本町 ３丁目 46-2
防犯カメラ　（追加分２
台目）

0.07 ㎡ 三国地域活動協議会 100 0 540
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 三先小学校 大阪市内 港区 三先 ２丁目 6-1
防犯カメラ　（ＮＯ１，西
側中央付近）

0.02 ㎡ 三先地域活動協議会 100 0 120 防犯上公益性が高い事業である

使用許可 土地 三先小学校 大阪市内 港区 三先 ２丁目 6－1 防犯カメラ　（ＮＯ２） 0.02 ㎡ 三先地域活動協議会 100 0 120
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案にため

使用許可 土地 三津屋小学校 大阪市内 淀川区 三津屋中 １丁目 1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 三津屋地域活動協議会 100 0 420
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連するため

使用許可 土地 三稜中学校 大阪市内 住吉区 千躰 １丁目 11 売店・店舗 13.25 ㎡ 原　陽治 100 0 96,900 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 市岡中学校 大阪市内 港区 磯路 １丁目 5-21 防犯カメラ 0.07 ㎡ 大阪市立市岡中学校PTA 100 0 684
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である。

使用許可 土地 市岡中学校 大阪市内 港区 磯路 １丁目 5-21 防犯カメラ（東南側） 0.07 ㎡ 大阪市立市岡中学校PTA 100 0 684
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である
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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
(教育委員会事務局) 期間：令和04年03月31日 ～ 令和04年03月31日

市内／市外 区 町番 丁番 地番
使用許可/貸付 種別 施設名（財産名称）

所在地 減免率
（％）

年間使用料総額／
年間貸付料総額（円）

減免前使用料／
減免前貸付料（円）
※参考金額を含む

減免理由用途
許可数量

／貸付数量
単位 相手方氏名

使用許可 建物 市立高等学校 大阪市外 大阪府枚方市北中振2-1711外 食堂・喫茶店 211.70 ㎡ 合同会社　創・想・贈 100 0 4,694,659
財産規則16条の３第4号に基づき
免除

使用許可 土地 柴島中学校 大阪市内 東淀川区 柴島 ２丁目 396 防犯カメラ 0.07 ㎡ 柴島第一振興町会 100 0 420
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 建物 柴島中学校 大阪市内 東淀川区 柴島 ２丁目 395 売店・店舗 13.20 ㎡ 久保　美津子 100 0 369,388 財産規則第16条の3第4号

使用許可 土地 舎利寺小学校 大阪市内 生野区 勝山南 ４丁目 101 防犯カメラ 0.03 ㎡ 舎利寺連合振興町会 100 0 156
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 建物 住吉商業高等学校 大阪市内 住之江区 御崎 ７丁目 83 食堂・喫茶店 303.21 ㎡ 森末　征雄 100 0 7,084,198 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 住吉図書館 大阪市内 住吉区 南住吉 ３丁目 42番 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 住之江小学校 大阪市内 住之江区 御崎 ４丁目 80 防犯カメラ 0.06 ㎡ 住之江連合地域活動協議会 100 0 420
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である。

使用許可 土地 住之江小学校 大阪市内 住之江区 御崎 ４丁目 54 防犯カメラ 0.06 ㎡ 住之江連合地域活動協議会 100 0 420
安全、防犯上、公共性・公益性が
高い事業である

使用許可 建物 住之江図書館 大阪市内 住之江区 南加賀屋 ３丁目 ２０番 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 十三中学校 大阪市内 淀川区 十三東 ５丁目 10 売店・店舗 21.80 ㎡ 津田　世津子 100 0 159,408 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 城東図書館 大阪市内 城東区 中央 ３丁目 ２８番２ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 城陽中学校 大阪市内 城東区 鴫野西 ３丁目 238 一等水準点（10747） 0.81 ㎡
国土交通省　国土地理院　近畿
地方測量部

100 0 9,212 公共事業による設置

使用許可 土地 新高小学校 大阪市内 淀川区 新高 １丁目 11 防犯カメラ　（ＮＯ１） 0.07 ㎡ 新高地域活動協議会 100 0 396
防犯上、公共性公益性が高い事
業である。

使用許可 土地 新今宮小学校　今宮中学校 大阪市内 西成区 花園北 １丁目 8-10 交番 170.95 ㎡ 大阪府西成警察署 100 0 993,636
意思決定プロセス記録票（あいり
ん）及びあいりん環境整備取組案
より

使用許可 土地 新庄小学校 大阪市内 東淀川区 上新庄 ２丁目 309外 かまどベンチ 0.99 ㎡ 新庄地域活動協議会 100 0 5,940
減免基準における相手方・指定用
途区分が、第1類・第1種に該当す
るため

使用許可 土地 新東三国小学校 大阪市内 淀川区 東三国 ３丁目 9-2 防犯カメラ 0.07 ㎡ 新東三国連合振興町会 100 0 576
防犯上、公共性公益性が高い事
業である。

使用許可 土地 新豊崎中学校 大阪市内 北区 長柄東 ２丁目 28-20 防犯カメラ 0.07 ㎡ 豊仁連合振興町会 100 0 936
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連のため

使用許可 土地 新豊崎中学校 大阪市内 北区 長柄東 ２丁目 28-20 防犯カメラ 0.07 ㎡ 豊崎東連合振興町会 100 0 936
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）の事業に極めて
密接に関連のため

使用許可 建物 新北島中学校 大阪市内 住之江区 新北島 ８丁目 2-48 売店・店舗 31.50 ㎡ 今田　加津子 100 0 835,758 財産規則第16条の3第4号

使用許可 土地 真住中学校 大阪市内 住之江区 御崎 ２丁目 62-2 防犯カメラ-2 0.08 ㎡ 住之江連合地域活動協議会 100 0 492

許可先は、人格なき団体で、使用
用途は、安全防犯上公共性公益
性が高く、本市事業と密接に関連
するため。

使用許可 土地 真住中学校 大阪市内 住之江区 御崎 ２丁目 62-2 防犯カメラ-1 0.08 ㎡ 住之江連合地域活動協議会 100 0 492

許可先は、人格なき団体で、用途
は、安全・防犯上公益性公共性が
高く、本市事業と密接に関係してい
る用途である
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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
(教育委員会事務局) 期間：令和04年03月31日 ～ 令和04年03月31日

市内／市外 区 町番 丁番 地番
使用許可/貸付 種別 施設名（財産名称）

所在地 減免率
（％）

年間使用料総額／
年間貸付料総額（円）

減免前使用料／
減免前貸付料（円）
※参考金額を含む

減免理由用途
許可数量

／貸付数量
単位 相手方氏名

使用許可 建物 水都国際中学校、水都国際高等学校 大阪市内 住之江区 南港中 ３丁目 2-4 売店・店舗 5.08 ㎡ 株式会社　コウメイ 100 0 89,739 財産規則第16条の3第4号

使用許可 土地 晴明丘南小学校 大阪市内 阿倍野区 帝塚山 １丁目 482-4 防犯カメラ 0.07 ㎡ 晴明丘連合北畠３丁目北町会 100 0 684
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 建物 生野工業高等学校 大阪市内 生野区 生野東 ２丁目 44-1 食堂・喫茶店 460.00 ㎡ 有限会社双八屋 100 0 9,836,640 財産規則第16条の3第4号

使用許可 建物 生野図書館 大阪市内 生野区 勝山南 ４丁目 １０番８ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 生野南小学校 大阪市内 生野区 林寺 ６丁目 6-3外 警察施設 43.31 ㎡ 大阪府生野警察署 100 0 243,612 警察法附則に基づく

使用許可 建物 西高等学校 大阪市内 西区 北堀江 ４丁目 4-5 食堂・喫茶店 276.00 ㎡ 平　和美 100 0 3,023,856 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 西成図書館 大阪市内 西成区 岸里 １丁目 １番５０ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 西船場小学校 大阪市内 西区 江戸堀 １丁目 23 防犯カメラ 0.07 ㎡ 西船場連合振興町会 100 0 2,016
防犯上、公共性公益性が高い事
業

使用許可 建物 西淡路小学校 大阪市内 東淀川区 西淡路 ５丁目 137
朝食提供「朝ごはんや
さん」事業

99.00 ㎡ 西淡路、淡路地域活動協議会 100 0 390,912
地位住民の公共の福祉に貢献し、
公益性・公共性が高い事業であ
る。

使用許可 土地 西中学校 大阪市内 西区 千代崎 ３丁目 2-19 防犯カメラ 0.07 ㎡ 西中学校ＰＴＡ 100 0 804
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 建物 扇町総合高等学校 大阪市内 北区 松ケ枝町 3外 食堂・喫茶店 256.74 ㎡ 岡給食有限会社 100 0 5,557,907 財産規則第16条の3第4号

使用許可 建物 泉尾工業高等学校 大阪市内 大正区 泉尾 ５丁目 16-3 食堂・喫茶店 324.00 ㎡ 株式会社コウメイ 100 0 7,569,936 財産規則第16条の３第4号

使用許可 土地 泉尾東小学校 大阪市内 大正区 千島 １丁目 816-4 三等三角点 0.56 ㎡
国土交通省　国土地理院　近畿
地方測量部

100 0 3,151 財産条例第7条第3項1号による。

使用許可 土地 大宮小学校 大阪市内 旭区 大宮 ４丁目 22 掲示板 0.15 ㎡
大阪市旭区大宮連合第11振興
町会

100 0 984
地域振興施策を補完・推進する事
業

使用許可 土地 大国小学校 大阪市内 浪速区 大国 １丁目 129-1 防犯カメラ（NO4） 0.05 ㎡ 大国地域活動協議会 100 0 426
防犯上、公共性の高い事業であ
る。

使用許可 土地 大国小学校 大阪市内 浪速区 大国 １丁目 1-129-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 大国地域活動協議会 100 0 636 防犯上公益性が高い事業である

使用許可 土地 大国小学校 大阪市内 浪速区 大国 １丁目 129-1 防犯カメラ 0.06 ㎡
大国地域活動協議会　2台目
0.06

100 0 540
減免基準における相手方・指定用
途区分が、第1類⑦・第1種に該当

使用許可 土地 大国小学校 大阪市内 浪速区 大国 １丁目 129-1 防犯カメラ　NO-3 0.07 ㎡ 大国地域活動協議会 100 0 636

許可先は、人格なき団体で公益公
共性が高い団体であり、使用用途
は、安全防犯上公共性が高い事
業である。

使用許可 建物 大阪ビジネスフロンティア高等学校 大阪市内 天王寺区 烏ケ辻 ２丁目 115外 食堂・喫茶店 297.36 ㎡ 東洋食品株式会社 100 0 7,575,543 財産規則第16条の3第4号

使用許可 建物 大正図書館 大阪市内 大正区 千島 ２丁目 ６番 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 大正西中学校 大阪市内 大正区 南恩加島 ６丁目 1-70 売店・店舗 5.93 ㎡ 株式会社ワキタスポーツ 100 0 157,334 財産規則第16条の３第４号
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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
(教育委員会事務局) 期間：令和04年03月31日 ～ 令和04年03月31日

市内／市外 区 町番 丁番 地番
使用許可/貸付 種別 施設名（財産名称）

所在地 減免率
（％）

年間使用料総額／
年間貸付料総額（円）

減免前使用料／
減免前貸付料（円）
※参考金額を含む

減免理由用途
許可数量

／貸付数量
単位 相手方氏名

使用許可 建物 大和川中学校 大阪市内 住吉区 遠里小野 ２丁目 1-1 売店・店舗 4.62 ㎡ 原　陽治 100 0 128,676 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 大和田小学校 大阪市内 西淀川区 大和田 ４丁目 14-1 防犯カメラ　（2台） 0.14 ㎡ 大和田地域活動協議会 100 0 768
防犯上、公共性公益性が高い事
業である。

使用許可 土地 巽小学校 大阪市内 生野区 巽中 ３丁目 728 防犯カメラ 0.07 ㎡ 巽連合振興町会大地第三町会 100 0 360
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 中央高等学校 大阪市内 中央区 釣鐘町 １丁目 35 町会掲示板 0.18 ㎡
北大江連合振興町会釣鐘町1丁
目振興町会

100 0 4,692 公共性・公益性が極めて高いため

使用許可 建物 中央高等学校 大阪市内 中央区 釣鐘町 １丁目 3 食堂・喫茶店 156.04 ㎡ 合同会社　創・想・贈 100 0 1,791,963 財産規則第16条の3第4号

使用許可 建物 中央図書館 大阪市内 西区 北堀江 ４丁目 １番１ 複写機 8.46 ㎡ 椿本商事（株） 16 63,341 75,000
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 中央図書館 大阪市内 西区 北堀江 ４丁目 １番１ 自動販売機 4.00 台
サントリービバレッジサービス
（株）

16 1,834,124 2,171,988
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 中川小学校 大阪市内 生野区 中川 ３丁目 56 防犯カメラ　（2台） 0.14 ㎡ 中川連合振興町会 100 0 672
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 中津小学校 大阪市内 北区 中津 ３丁目 5-7内
淀川左岸線延伸事業
に伴なう、占用・地下
水計測

0.15 ㎡ 阪神高速道路株式会社 50 870 1,740
公共事業のため（相手方使用用途
区分第２類②第１種）

使用許可 土地 長吉小学校 大阪市内 平野区 長吉長原 ２丁目 894 防犯カメラ 0.03 ㎡ 長吉西部地域活動協議会 100 0 144 公共性、公益性が高い事業

使用許可 土地 長吉小学校 大阪市内 平野区 長吉長原 ２丁目 1299 防犯カメラ　（NO2） 0.02 ㎡ 長吉西部地域活動協議会 100 0 96
安全防犯上、公益性・公共性が高
い事業である。

使用許可 土地 長吉小学校 大阪市内 平野区 長吉長原 ２丁目 898-2 防犯カメラ　（NO3） 0.02 ㎡ 長吉西部地域活動協議会 100 0 96
安全防犯上、公益性・公共性が高
い事業である。

使用許可 土地 長吉南小学校 大阪市内 平野区 長吉六反 ３丁目 322-1 防犯カメラ 0.02 ㎡ 長吉六反地域活動協議会 100 0 84
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 長吉六反中学校 大阪市内 平野区 長吉六反 ４丁目 606-2 防犯カメラ 0.02 ㎡ 長吉六反連合町会 100 0 72
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会）に極めて密接に関連す
るため

使用許可 土地 長橋小学校 大阪市内 西成区 長橋 ２丁目 27 防犯カメラ 0.07 ㎡ 長橋連合振興町会 100 0 336
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 建物 長橋小学校 大阪市内 西成区 長橋 ２丁目 27 街区基準点 0.01 ㎡ 国土交通省　土地・建設産業局 100 0 12 公共法人

使用許可 土地 長原小学校 大阪市内 平野区
長吉長原
東

３丁目 966 防犯カメラ 0.03 ㎡ 長原東地域活動協議会 100 0 30
安全防犯上、公益性公共性が高
い事業である

使用許可 土地 塚本小学校 大阪市内 淀川区 塚本 ３丁目 11 防犯カメラ 0.07 ㎡ 塚本地域社会福祉協議会 100 0 576
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 建物 鶴見橋中学校 大阪市内 西成区 長橋 ３丁目 7-3 街区基準点 0.01 ㎡ 国土交通省　土地・建設産業局 100 0 192 公共法人

使用許可 建物 鶴見商業高等学校 大阪市内 鶴見区 緑 ２丁目 19-1 食堂・喫茶店 305.40 ㎡ 浅野　広美 100 0 7,135,365 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 鶴見小学校 大阪市内 鶴見区 鶴見 ４丁目 11-21 防犯カメラ（ＮＯ２） 0.02 ㎡ 鶴見北地域活動協議会 100 0 132
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である
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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
(教育委員会事務局) 期間：令和04年03月31日 ～ 令和04年03月31日

市内／市外 区 町番 丁番 地番
使用許可/貸付 種別 施設名（財産名称）

所在地 減免率
（％）

年間使用料総額／
年間貸付料総額（円）

減免前使用料／
減免前貸付料（円）
※参考金額を含む

減免理由用途
許可数量

／貸付数量
単位 相手方氏名

使用許可 土地 鶴見小学校 大阪市内 鶴見区 鶴見 ４丁目 11-21 信号柱 2.42 ㎡ 大阪府鶴見警察署 100 594 17,249 警察附則に基づく

使用許可 建物 天王寺図書館 大阪市内 天王寺区 上之宮町 ２６番１ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 天王寺図書館 大阪市内 天王寺区 上之宮町 26番1 陶芸教室 50.80 ㎡ 天王寺区陶芸協会 100 0 1,121,089
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 天下茶屋中学校 大阪市内 西成区 橘 １丁目 12 防犯カメラ 0.01 ㎡ 橘第13振興町会 100 0 48
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である。

使用許可 建物 天下茶屋中学校 大阪市内 西成区 橘 １丁目 12 売店・店舗 8.97 ㎡ 越乃家食品株式会社 100 0 229,703 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 天下茶屋中学校 大阪市内 西成区 橘 １丁目 12-13 校舎屋上 0.01 ㎡
国土交通省　土地・建設産業局
地籍整備課

100 0 72 公共法人

使用許可 土地 天満中学校 大阪市内 北区 神山町 11-1 防犯カメラ　-２台 0.16 ㎡ 北野連合振興町会 100 0 4,128
防犯上、公共性公益性が高い事
業である。

使用許可 土地 天満中学校 大阪市内 北区 神山町 11-11 防犯カメラ 0.08 ㎡ 北野連合振興町会 100 0 2,064
防犯上、公共性・公益性が高い事
業である

使用許可 土地 田川小学校 大阪市内 淀川区 田川 ２丁目 5-42 防犯カメラ 0.07 ㎡ 田川地域活動協議会 100 0 348
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 田中小学校 大阪市内 港区 田中 ２丁目 10-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 田中地域活動協議会 100 0 480
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 建物 都島工業高等学校 大阪市内 都島区 善源寺町 １丁目 29 食堂・喫茶店 548.39 ㎡ 大田　考治 100 0 15,490,920 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 都島工業高等学校 大阪市内 都島区 善源寺町 １丁目 29内 売店・店舗 25.00 ㎡ 越場　純子 100 0 851,400 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 都島図書館 大阪市内 都島区 中野町 ２丁目 １７８番１ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 島屋小学校 大阪市内 此花区 島屋 ２丁目 42-6外 GNSS観測装置 0.13 ㎡
国立大学　京都大学（防災研究
所　地震予知研究センター）

100 0 42 財産条例第7条第4項第1号

使用許可 建物 島屋小学校 大阪市内 此花区 島屋 ２丁目 42-6外 GNSS観測装置 0.83 ㎡
国立大学　京都大学（防災研究
所　地震予知研究センター）

100 0 4,995 財産条例第7条第4項第1号

使用許可 建物 島之内図書館 大阪市内 中央区 島之内 ２丁目 １２番 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 東高等学校 大阪市内 都島区 東野田町 ４丁目 498 食堂・喫茶店 357.80 ㎡ 高橋　宣長 100 0 8,217,950 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 東高等学校 大阪市内 都島区 東野田町 ４丁目 498 売店・店舗 16.00 ㎡ 伊藤　智子 100 0 454,080 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 東住吉図書館 大阪市内 東住吉区 東田辺 ２丁目 １番１ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 東成図書館 大阪市内 東成区 大今里西 ３丁目 １６番６ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 東淡路小学校 大阪市内 東淀川区 東淡路 ３丁目 58外 あんしんメール配信用 4.41 ㎡ 大阪市立東淡路小学校ＰＴＡ 100 0 28,932
学校教育（教育委員会事務局）に
極めて密接に関連しているため
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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
(教育委員会事務局) 期間：令和04年03月31日 ～ 令和04年03月31日

市内／市外 区 町番 丁番 地番
使用許可/貸付 種別 施設名（財産名称）
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減免理由用途
許可数量

／貸付数量
単位 相手方氏名

使用許可 建物 東中学校 大阪市内 中央区 大手前 ４丁目 6-31 売店・店舗 4.50 ㎡ 日本ユニフォーム株式会社 100 0 133,650 財産規則第16条の3第4号

使用許可 建物 東淀工業高等学校 大阪市内 淀川区 加島 １丁目 405外 食堂・喫茶店 445.50 ㎡ 岡給食有限会社 100 0 9,879,408 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 東淀川図書館 大阪市内 東淀川区 東淡路 １丁目 ５４番１内２ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 建物 東淀中学校 大阪市内 東淀川区 豊里 ６丁目 25-1 売店・店舗 11.60 ㎡ 株式会社ワキタスポーツ 100 0 324,614 財産規則第16条の3第4号

使用許可 建物 桃谷中学校（もと勝山中学校） 大阪市内 生野区 勝山北 ３丁目 40-7 基準点（三等三角点） 0.01 ㎡
国土交通省　国土地理院　近畿
地方測量部　管理課

100 0 95 財産条例第7条第３項第１号

使用許可 土地 内代小学校 大阪市内 都島区 内代町 ３丁目 48外
淀川左岸線延伸部事
業に伴う調査の為

0.10 ㎡
国土交通省近畿地方整備局浪
速国道事務所

100 0 816 公的調査の為

使用許可 建物 南高等学校 大阪市内 中央区 谷町 ６丁目 6-43 売店・店舗 28.35 ㎡ 株式会社ミドリ屋 100 0 864,448 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 南百済小学校 大阪市内 東住吉区 湯里 ２丁目 65 防犯カメラ 0.07 ㎡ 南百済連合振興町会 100 0 456
児童の安全面防犯上、公共性公
益性が高い事業である。

使用許可 土地 南百済小学校 大阪市内 東住吉区 湯里 １丁目 8－1内 防犯カメラ 0.07 ㎡ 南百済小学校ＰＴＡ 100 0 456
児童生徒及び地域の防犯治安に
関連するため

使用許可 土地 難波中学校 大阪市内 浪速区 塩草 １丁目 1-4 防犯カメラ（2台） 0.14 ㎡ 塩草地域活動協議会 100 0 1,776
防犯上公益性公共性が高い事業
である。

使用許可 土地 白鷺中学校 大阪市内 東住吉区 今川 １丁目 2-5外
浸水対策用地価調節
池

650.10 ㎡
大阪府寝屋川水系改修工営所
維持管理課　河川管理グループ

100 0 4,754,173 公共施設のため

使用許可 土地 八幡屋小学校 大阪市内 港区 八幡屋 ３丁目 3-1 防犯カメラ 0.02 ㎡ 八幡屋地域活動協議会 100 0 120
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 土地 八幡屋小学校 大阪市内 港区 八幡屋 ３丁目 3-1 防犯カメラ 0.02 ㎡ 八幡屋地域活動協議会 100 0 120
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連するため

使用許可 建物 汎愛高等学校 大阪市内 鶴見区 今津中 ２丁目 1-3 食堂・喫茶店 316.95 ㎡ 山中　昌代 100 0 5,187,837 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 敷津小学校 大阪市内 浪速区 敷津東 ２丁目 9-2 防犯カメラ 0.07 ㎡ 敷津地域活動協議会 100 0 996 防犯上公益性が高い事業である

使用許可 建物 福島小学校 大阪市内 福島区 福島 ４丁目 105 地震観測装置 0.59 ㎡ 国立大学法人神戸大学 100 0 21,408 防災に関する公共の為

使用許可 建物 福島図書館 大阪市内 福島区 吉野 ３丁目 １６２番３ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 文の里中学校 大阪市内 阿倍野区 美章園 １丁目 28 防犯灯 0.25 ㎡ 常盤連合振興町会 100 0 2,484
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である。

使用許可 土地 平野小学校 大阪市内 平野区 平野宮町 １丁目 2-1 防犯カメラ 0.03 ㎡ 平野地域活動協議会 100 0 204
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 建物 平野図書館 大阪市内 平野区 平野東 １丁目 ３番２ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 平野西小学校 大阪市内 平野区 背戸口 ４丁目 1-1 防犯カメラ 0.03 ㎡ 平野西地域活動協議会 100 0 204
防犯及び安全の観点から公共性
公益性が高い事業である
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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
(教育委員会事務局) 期間：令和04年03月31日 ～ 令和04年03月31日
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使用許可 土地 平野西小学校 大阪市内 平野区 背戸口 ４丁目 1-1 防犯カメラ 0.03 ㎡ 平野西地域活動協議会 100 0 204
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 平野西小学校 大阪市内 平野区 背戸口 ４丁目 1-1 防犯カメラ 0.02 ㎡ 平野西地域活動協議会 100 0 132 公共性、公益性が高い事業の為

使用許可 土地 平野中学校 大阪市内 平野区 背戸口 １丁目 １６－２ 防犯カメラ 0.08 ㎡ 背戸口西町会 100 0 540
児童、生徒及び地域の防犯事業に
極めて密接関連にするため。

使用許可 建物 平野中学校 大阪市内 平野区 背戸口 １丁目 16-2 売店・店舗 28.12 ㎡ 北野商店　代表者　北野　浩司 100 0 783,198 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 平野南小学校 大阪市内 平野区 平野南 ２丁目 3-2 防犯カメラ　2台 0.04 ㎡ 平野南地域活動協議会 100 0 216
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である

使用許可 土地 平野北中学校 大阪市内 平野区 平野宮町 １丁目 12-13 防犯カメラ　-2 0.06 ㎡ 平野地域活動協議会 100 0 336
安全防犯上、公益性公共性が高
い事業である。

使用許可 土地 弁天小学校 大阪市内 港区 弁天 ２丁目 9-1 掲示板 0.36 ㎡ 弁天校下社会福祉協議会 100 0 2,760
本市行政の地域振興施策を補完・
推進する事業のため

使用許可 建物 北図書館 大阪市内 北区 本庄東 ３丁目 ２４番３ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 北中道小学校 大阪市内 東成区 中道 ２丁目 29 防犯カメラ　（3台） 0.24 ㎡ 北中道地域活動協議会 100 0 2,376
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 北田辺小学校 大阪市内 東住吉区 北田辺 ３丁目 １－２２ 町会掲示板 0.95 ㎡
北田辺連合振興町会　会長　山
﨑　主喜

100 0 5,607
地域振興施策を補完・推進する事
業

使用許可 土地 北粉浜小学校 大阪市内 住之江区 粉浜 １丁目 1-29 警察施設 31.58 ㎡ 大阪府住之江警察署 100 0 301,980 警察法附則に基づく

使用許可 土地 墨江丘中学校 大阪市内 住吉区 墨江 ４丁目 15-2 売店・店舗 1.49 ㎡
大阪市立墨江丘中学校ＰＴＡ会
長　村田　望

100 0 10,056 財産規則第16条の3第4号

使用許可 土地 墨江丘中学校 大阪市内 住吉区 墨江 ４丁目 15-2 売店・店舗 6.50 ㎡
ナガオスポーツ用品店　原　陽
治

100 0 43,872 財産規則第16条の３第４号

使用許可 土地 堀江小学校 大阪市内 西区 北堀江 ３丁目 8 防犯カメラ 0.07 ㎡ 堀江連合振興町会 100 0 1,908
安全防犯上、公共性公益性が高
い事業である。

使用許可 土地 堀江中学校 大阪市内 西区 南堀江 ３丁目 28 防犯カメラ 0.07 ㎡ 高台連合振興町会 100 0 1,884
防犯上公共性、公益性が高い事
業

使用許可 土地 堀江中学校 大阪市内 西区 南堀江 ２丁目 ２８ 売店・店舗 12.60 ㎡ 吉長　睦美 100 0 340,200 財産規則第16条の3第4号

使用許可 土地 明治小学校 大阪市内 西区 阿波座 ２丁目 12-1内 防犯カメラ 0.07 ㎡ 明治連合振興町会 100 0 1,572
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連するため

使用許可 土地 明治小学校 大阪市内 西区 阿波座 ２丁目 12-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 明治連合振興町会 100 0 1,572
防犯・安全上、公益性公共性が高
い事業である

使用許可 土地 野中小学校 大阪市内 淀川区 野中北 １丁目 26-5 防犯カメラ 0.07 ㎡ 野中小学校ＰＴＡ 100 0 336
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 野中小学校 大阪市内 淀川区 野中北 １丁目 26-5 防犯カメラ　（追加分） 0.07 ㎡ 野中小学校ＰＴＡ 100 0 336
防犯上、公益性公共性が高い事
業である。

使用許可 土地 矢田小学校　矢田南中学校 大阪市内 東住吉区 矢田 ３丁目 22 防犯カメラ 0.07 ㎡ 矢田中連合町会 100 0 360
児童生徒及び地域の防犯事業（教
育委員会事務局）に極めて密接に
関連するため
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使用許可 土地 矢田北小学校 大阪市内 東住吉区
照ケ丘矢
田

２丁目 ８８６ 防犯カメラ 0.07 ㎡ 矢田北連合振興町会 100 0 468
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 土地 友渕中学校 大阪市内 都島区 友渕町 １丁目 8-8
淀川左岸線延伸部事
業にかかる地質調査

0.10 ㎡ 阪神高速道路株式会社 50 390 780
公共事業にかかる調査のため（相
手方使用用途区分第２類②第１
種）

使用許可 建物 淀商業高等学校 大阪市内 西淀川区 野里 ３丁目 27 食堂・喫茶店 186.97 ㎡ 岡給食有限会社 100 0 4,146,246 財産規則第16条の３第４号

使用許可 建物 淀川図書館 大阪市内 淀川区 新北野 １丁目 １２番８ 複写機 0.77 ㎡ 椿本商事（株） 16 6,333 7,500
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための臨時休館による減免

使用許可 土地 緑中学校 大阪市内 鶴見区 鶴見 ６丁目 8-1 防犯カメラ 0.02 ㎡ 鶴見北地域活動協議会 100 0 132
児童生徒及び地域の防犯治安に
寄与する事案のため

使用許可 土地 菫中学校 大阪市内 城東区 古市 １丁目 19-2外
淀川左岸線延伸部事
業に伴う地質調査

0.30 ㎡
国土交通省近畿地方整備局浪
速国道事務所

100 0 2,136 公的調査の為

貸付 土地 もと住吉青少年会館付設体育館 大阪市内 住吉区 帝塚山東 ５丁目 3番21号
地域におけるコミュニ
ティ施設（体育館）

2,041.00 ㎡
もと住吉青少年会館付設体育館
運営協議会

100 0 10,715,244

住吉区における地域コミュニティ事
業を補完するうえで必要が高く、公
共性・公益性を有すると認められ
る。

貸付 建物 もと住吉青少年会館付設体育館 大阪市内 住吉区 帝塚山東 ５丁目 3番21号
地域におけるコミュニ
ティ施設（体育館）

1,593.36 ㎡
もと住吉青少年会館付設体育館
運営協議会

100 0 9,297,011

住吉区における地域コミュニティ事
業を補完するうえで必要が高く、公
共性・公益性を有すると認められ
る。

貸付 土地 もと長吉六反小学校 大阪市内 平野区 長吉六反 ５丁目 638-3 防犯カメラ 0.07 ㎡ 長吉六反東地域活動協議会 100 0 264 防犯上、公共性が高い事業のため

貸付 建物 もと津守小学校 大阪市内 西成区 津守 ３丁目 118-1 防犯カメラ 0.07 ㎡ 津守地域活動協議会 100 0 336
安全防犯上、公益性公共性が高
い事業である。

貸付 建物 もと日本橋小学校 大阪市内 浪速区 日本橋 ３丁目 38-7 防犯カメラ 0.07 ㎡ 浪速区日本橋連合振興町会 100 0 684
安全防犯上、公益性公共性が高
い事業である。
、

貸付 土地 大阪国際平和センター 大阪市内 中央区 大阪城 ２番５
大阪国際平和センター
用

1,256.95 ㎡ （公財）大阪国際平和センター 100 0 20,739,675
本市平和施策と極めて密接に関
連するため

貸付 建物 矢田第5小学校代替地 大阪市内 東住吉区 住道矢田 ３丁目 590-3 防犯カメラ 0.06 ㎡ 矢田東連合町会 100 0 180
安全防犯上、公益性公共性が高
い事業である。

貸付 土地 もと光陽特別支援学校 大阪市内 旭区 新森 ７丁目 46-9 学校施設 1,231.57 ㎡ 大阪府教育委員会 100 0 193,972,275 府市統合

貸付 土地 もと此花総合高等学校 大阪市内 此花区 酉島 ２丁目 4-1外 広場 8,574.00 ㎡
此花総合高校跡地グラウンド運
営委員会

100 0 41,798,244
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

貸付 土地 もと今宮小学校 大阪市内 西成区 天下茶屋 １丁目 1　外6筆 事務所 32.50 ㎡
大阪市立小学校長会、大阪市立
中学校長会、大阪私立幼稚園長
会、各会長

100 0 152,340
学校教育（教育委員会事務局）に
極めて密接に関連しているため

貸付 建物 もと今宮小学校 大阪市内 西成区 天下茶屋 １丁目 1　外6筆 事務所 1,058.58 ㎡
大阪市立小学校長会、大阪市立
中学校長会、大阪市立幼稚園長
会、各会長

100 0 12,406,442
学校教育（教育委員会事務局）に
極めて密接に関連しているため。

貸付 土地 もと住吉図書館 大阪市内 住吉区 遠里小野 １丁目 65番 倉庫 1.11 ㎡ おりおの地活協 100 0 8,112

相手方は公共性・公益性を有する
団体であり、使用用途も住吉区の
地域防災事業と極めて密接に関
連するため

貸付 土地 もと長吉六反小学校 大阪市内 平野区 長吉六反 ５丁目 624-3 防犯カメラ 0.69 ㎡ 長吉六反地域活動協議会 100 0 2,712
相手方・指定用途区分が、第1類
⑦・第1種に該当するため

貸付 建物 もと津守小学校 大阪市内 西成区 津守 ３丁目 118-1
街区基本調査のため
の測量基準点の設置

0.01 ㎡
国土交通省　不動産・建設経済
局　地籍整備課

100 0 12
本市行政を補完し推進する事業で
あり、公共性・公益性が非常に高
いため

貸付 土地 もと東淀川特別支援学校 大阪市内 東淀川区 東中島 ３丁目 5-27 学校施設 402.00 ㎡ 大阪府教育委員会 100 0 78,727,680 府市統合
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貸付 土地 もと道仁小学校 大阪市内 中央区 島之内 ２丁目 12-15外 町会掲示板 0.07 ㎡ 道仁自治連合会南錦屋町 100 0 1,356
コミュニティ育成事業（中央区）に
極めて密接に関連するため

貸付 建物 もと梅田東小学校 大阪市内 北区 茶屋町 38-1内
地域コミニュティ（地域
開放施設、防災施設）

1,732.00 ㎡ 梅田東連合振興町会 100 0 234,247,024 公共性、公益性が高いため

貸付 土地 もと北天満小学校 大阪市内 北区 浪花町 92-1外 広場 2,380.00 ㎡
もと北天満小学校跡地利用計画
委員会

100 0 101,745,000
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

※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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