
都市景観資源　登録リスト（令和3年1月15日現在：402件）

景観資源の名称 所在地

1 一心寺 天王寺区逢坂2丁目8番69号

2 大阪市中央公会堂 北区中之島1丁目1番27号

3 大阪城天守閣 中央区大阪城1丁目1番

4 お初天神（露天神社） 北区曽根崎2丁目5番4号

5 旧小西家住宅 中央区道修町1丁目6番10号

6 桜宮橋 北区天満1丁目・都島区網島町間

7 宗教法人住吉大社 住吉区住吉2丁目9番89号

8 菅原城北大橋 東淀川区豊里1丁目・旭区生江3丁目間

9 総本山四天王寺 天王寺区四天王寺1丁目11番18号

10 通天閣 浪速区恵美須東1丁目18番6号

11 道頓堀グリコサイン 中央区道頓堀1丁目10番1号

12 港大橋 港区海岸通3丁目・住之江区南港東9丁目間

13 生駒時計店（生駒ビルヂング） 中央区平野町2丁目2番12号

14 一般社団法人大阪倶楽部 中央区今橋4丁目4番11号

15 大阪府立中之島図書館 北区中之島1丁目2番10号

16 杭全神社 平野区平野宮町2丁目1番67号

17 毛馬桜之宮公園 北区長柄東2丁目～天神橋1丁目、都島区友渕町1丁目～網島町

18 水道記念館（旧柴島浄水場第1配水ポンプ場） 東淀川区柴島1丁目3番1号

19 大念佛寺 平野区平野上町1丁目7番26号

20 花博記念公園鶴見緑地 鶴見区緑地公園他

21 綿業会館 中央区備後町2丁目5番8号

22 淀屋橋 北区中之島1丁目、2丁目・中央区北浜3丁目、4丁目間

累計 22 件

景観資源の名称 所在地

1 梅田スカイビルと新梅田シティ「花野」「中自然の森」 北区大淀中1丁目1番88号

2 カンテレ扇町スクエア（関西テレビ放送） 北区扇町2丁目1番7号

3 扇町公園 北区扇町1丁目、2丁目

4 大阪天満宮 北区天神橋2丁目1番8号、5番6号

5 川崎橋 北区天満1丁目・都島区網島町間

6 泉布観 北区天満橋1丁目1番1号

7 造幣局桜の通り抜け 北区天満1丁目1番79号

8 ちゃやまちプロムナード 北区茶屋町16番、17番、19番

9 天神橋 北区天神橋1丁目・中央区北浜東間

10 天神橋筋商店街（2丁目）の看板 北区天神橋2丁目

11 天満天神繁昌亭 北区天神橋2丁目1番34号

12 難波橋 北区西天満1丁目・中央区北浜1丁目、2丁目間

13 みおつくしプロムナード 北区中之島1丁目

14 蔵のまち天満・菅原町 北区菅原町

#REF!

平成15年4月、平成16年10月登録

北区 都市景観資源（平成22年3月登録、令和2年5月登録）



景観資源の名称 所在地

1 城北公園 旭区生江3丁目

2 千林の長屋 旭区千林2丁目14番

3 淀川城北ワンド 旭区赤川4丁目、生江3丁目、中宮5丁目、大宮5丁目

#REF!

景観資源の名称 所在地

1 愛珠幼稚園 中央区今橋3丁目1番11号

2 新井ビル 中央区今橋2丁目1番1号

3 大阪ガスビルディング 中央区平野町4丁目1番2号

4 大阪証券取引所ビル 中央区北浜１丁目8番16号

5 大阪城公園 中央区大阪城

6 大阪松竹座 中央区道頓堀1丁目9番19号

7 大阪府庁本館 中央区大手前2丁目1番22号

8 北浜レトロビルヂング 中央区北浜1丁目1番26号

9 クリスタルタワー 中央区城見1丁目2番27号

10 高津宮（高津神社） 中央区高津1丁目1番29号

11 高麗橋 中央区東高麗橋・高麗橋1丁目間

12 芝川ビル 中央区伏見町3丁目3番3号

13 浄土真宗本願寺派 本願寺津村別院（北御堂） 中央区本町4丁目1番3号

14 真宗大谷派　難波別院（南御堂） 中央区久太郎町4丁目1番11号

15 船場ビルディング 中央区淡路町2丁目5番8号

16 大丸心斎橋店 中央区心斎橋筋1丁目7番1号

17 玉造稲荷神社 中央区玉造2丁目3番8号

18 適塾 中央区北浜3丁目3番8号

19 道頓堀 中央区道頓堀1丁目、宗右衛門町、心斎橋筋2丁目

20 道修町の界隈・古い家屋 中央区道修町1丁目～3丁目

21 南海ビル（難波駅・高島屋） 中央区難波5丁目1番5号

22 日本基督教団浪花教会 中央区高麗橋2丁目6番2号

23 八軒家浜船着場跡の近くにある石畳の階段 中央区石町1丁目

24 原田産業（大阪本社ビル） 中央区南船場2丁目10番14号

25 伏見町付近の街並み（青山ビル・伏見ビル） 中央区伏見町2丁目2番

26 法善寺水かけ不動尊 中央区難波1丁目2番16号

27 三津寺 中央区心斎橋筋2丁目7番12号

28 御堂筋 中央区北浜3丁目、4丁目～難波5丁目

29 旧第四師団司令部庁舎 中央区大阪城1番1号

30 ルポンドシエルビル（大林組旧本店ビル） 中央区北浜東6番9号

#REF!

旭区 都市景観資源（平成22年3月登録）

中央区 都市景観資源（平成22年7月登録）



西区 都市景観資源（平成23年7月登録）

景観資源の名称 所在地

1 安治川 西区川口2丁目、福島区野田1丁目～港区弁天6丁目、此花区西九条7丁目地先

2 靱公園 西区靭本町1丁目、2丁目

3 江戸堀コダマビル 西区江戸堀1丁目10番26号

4 大阪アドプト・リバー・千代崎（木津川右岸） 西区千代崎2丁目、3丁目地先

5 旧岩崎運河 西区千代崎3丁目、大正区三軒家西1丁目、2丁目地先

6 京セラドーム大阪 西区千代崎3丁目中2番1号

7 島谷家住宅 西区本田4丁目9番3号

8 菅澤眼科クリニック 西区土佐堀2丁目3番5号

9 道頓堀川水門 西区南堀江4丁目、浪速区幸町3丁目

10 長瀬産業大阪本社ビル本館 西区新町1丁目1番17号

11 日本聖公会川口基督教会 西区川口1丁目3番8号

#REF!

港区 都市景観資源（平成23年7月登録）

景観資源の名称 所在地

1 安治川水門 港区弁天6丁目

2 築港赤レンガ倉庫（GLION MUSEUM） 港区海岸通2丁目6番

3 桜通り 港区磯路3丁目～弁天3丁目

4 天満屋ビル 港区海岸通1丁目5番28号

#REF!

東成区 都市景観資源（平成23年7月登録）

景観資源の名称 所在地

1 北中道の古い街並み 東成区中道4丁目16番、17番

2 旧三井釦被服 東成区大今里4丁目27番22号

3 真言宗御室派密華山妙法寺 東成区大今里4丁目16番50号

4 玉津の昭和初期の街並み 東成区玉津3丁目2番

5 八王子神社御旅所の楠 東成区大今里1丁目17番10号

6 東小橋の街並み 東成区東小橋3丁目6番～9番

7 火袋式道標 東成区大今里4丁目27番

8 深江の建築物、史跡群 東成区深江南3丁目5番～22番

9 矢田地蔵尊 東成区東小橋1丁目4番2号

#REF!



福島区 都市景観資源（平成24年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 海老江地区の樹齢200年のクスノキ 福島区海老江3丁目4番20号

2 海老江八坂神社 福島区海老江6丁目4番2号

3 聖天了徳院 福島区鷺洲2丁目14番1号

4 春日神社（野田藤発祥の地） 福島区玉川2丁目2番7号

5 野田恵美須神社 福島区玉川4丁目1番1号

6 大阪市中央卸売市場本場 福島区野田1丁目1番86号

7 トンネルの路地 福島区野田2丁目17番12号

8 野田緑道 福島区野田4～5丁目

9 ほたるまち 福島区福島1丁目1番

10 福島天満宮 福島区福島2丁目8番1号

11 莫大小（メリヤス）会館 福島区福島3丁目1番39号

12 TKPゲートタワービル 福島区福島5丁目4番21号

13 旧川崎貯蓄銀行福島出張所(ミナミビル） 福島区福島5丁目17番7号

14 日本基督教団大阪福島教会 福島区福島7丁目19番16号

#REF!

此花区 都市景観資源（平成24年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 大阪北港マリーナ 此花区常吉2丁目13番

2 此花大橋 此花区北港2丁目、北港白津1丁目

3 本宮鴉宮 此花区伝法2丁目10番18号

4 澪標住吉神社 此花区伝法3丁目1番6号

5 旧鴻池本店・本宅 此花区伝法4丁目3番55号

6 舞洲工場・舞洲スラッジセンター 此花区北港白津1丁目2番28号、2丁目2番7号

7 新夕陽ヶ丘 此花区北港緑地2丁目

#REF!

大正区 都市景観資源（平成24年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 大正区の渡船場の景観

大正区泉尾7丁目13番、港区福崎1丁目3番、大正区千島1丁目29番、
西成区北津守4丁目15番、大正区平尾1丁目1番、西成区津守2丁目8
番、大正区南恩加島1丁目11番、西成区南津守5丁目6番、大正区北恩
加島2丁目5番、鶴町4丁目1番、鶴町1丁目16番、船町1丁目3番、船町
1丁目1番、住之江区平林北1丁目1番

2 木津川水門 大正区三軒家東3丁目6番

3 千島公園（昭和山） 大正区千島2丁目7番

4 大正内港のはしけ桟橋 大正区千島3丁目24番

5 千本松大橋と千本松渡船場
千本松大橋：大正区南恩加島1丁目、西成区南津守5丁目
千本松渡船場：大正区南恩加島1丁目11番、西成区南津守5丁目6番

6 千歳橋と千歳渡船場 大正区北恩加島2丁目5番、鶴町4丁目1番

7 新木津川大橋と木津川渡船場 大正区船町1丁目1番、住之江区平林北1丁目1番

#REF!



城東区 都市景観資源（平成24年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 城北川日新製糖今福工場の艀 城東区今福西6丁目8番

2 皇大神宮 城東区今福南2丁目12番31号

3 野崎街道の家並み 城東区蒲生4丁目1～3番

4 諏訪2丁目の大いちょう 城東区諏訪2丁目11番8号

5 関目2丁目・4丁目の楠並木 城東区関目2丁目8番、9番、関目4丁目2番、10番

6 中浜下水処理場の桜 城東区中浜1丁目17番

7 白山神社 城東区中浜2丁目3番15号

8 野江水神社 城東区野江4丁目1番39号

9 野江水流地蔵尊 城東区野江4丁目1番39号

10 大阪信愛女学院 城東区古市2丁目7番30号

#REF!

住吉区 都市景観資源（平成24年3月登録、令和2年5月登録）

景観資源の名称 所在地

1 吾彦山大聖観音寺（通称あびこ観音） 住吉区我孫子4丁目1番20号

2 木下家住宅 住吉区上住吉1丁目8番28号

3 浅沢神社 住吉区上住吉2丁目11番21号

4 極楽寺 住吉区遠里小野5丁目11番2号

5 真宗大谷派西光寺 住吉区苅田6丁目10番5号

6 苅田の大楠 住吉区苅田6丁目10番12号

7 止止呂支比売命神社 住吉区沢之町1丁目10番４号

8 大阪市立大学（杉本キャンパス） 住吉区杉本3丁目3番138号

9 蔵のある住宅 住吉区墨江1丁目5番14号

10 大歳社 住吉区墨江1丁目5番

11 住吉子安地藏寺（すみよしのこやっさん） 住吉区墨江1丁目6番7号

12 上田家住宅 住吉区住吉1丁目5番20号

13 熊野街道（ＨＯＰＥゾーン内） 住吉区住吉1丁目～上住吉2丁目

14 天王山東福寺 住吉区住吉1丁目7番15号

15 池田家住宅 住吉区住吉1丁目9番22号

16 生根神社 住吉区住吉2丁目3番15号

17 蔵のある屋敷町 住吉区帝塚山中1丁目、2丁目

18 高谷家住宅 住吉区帝塚山中3丁目8番18号

19 ＷＩＬＬ帝塚山 住吉区帝塚山中4丁目10番14号

20 帝塚山古墳 住吉区帝塚山西2丁目31番

21 帝塚山スタジオ（市川家住宅） 住吉区帝塚山西4丁目4番39号

22 荘厳浄土寺 住吉区帝塚山東5丁目11番14号

23 神須牟地神社 住吉区長居西2丁目1番4号

24 保利神社 住吉区長居東1丁目14番17号

25 大依羅神社 住吉区庭井2丁目18番16号

26 万代池公園 住吉区万代3丁目7番

27 閻魔地蔵尊 住吉区東粉浜3丁目5番11号

28 路面電車の走る住吉 住吉区東粉浜1丁目～清水丘3丁目、帝塚山東1丁目～住吉2丁目

#REF!



都島区 都市景観資源（平成24年12月登録）

景観資源の名称 所在地

1 藤田邸跡（太閤園、藤田邸跡公園、藤田美術館） 都島区網島町9番10号、10番、10番32号

2 淀川神社 都島区毛馬町1丁目2番11号

3 淀川河川敷（都島区） 都島区毛馬町3丁目地先

4 櫻宮御旅所　渡辺綱・駒つなぎの樟 都島区善源寺町1丁目11番26号

5 飛翔橋 都島区都島本通1丁目～北区長柄東1丁目

6 都島神社 都島区都島本通1丁目5番5号

7 鵺塚 都島区都島本通3丁目18番

#REF!

鶴見区 都市景観資源（平成24年12月登録）

景観資源の名称 所在地

1 比枝神社 鶴見区今津中5丁目5番23号

2 中高野街道の剣街道 鶴見区放出東1、2、3丁目付近

3 阿遅速雄神社 鶴見区放出東3丁目31番18号

4 鶴見はなぽ～とブロッサム 鶴見区茨田大宮2丁目7番70号

5 井路の名残り 鶴見区安田3丁目、茨田大宮1丁目付近

6 横堤　花と緑のプロムナード 鶴見区横堤4、5丁目

7 咲くやこの花館 鶴見区鶴見緑地内

#REF!

住之江区 都市景観資源（平成24年12月登録、令和2年5月登録）

景観資源の名称 所在地

1 大和橋 住之江区安立4丁目～堺市

2
地蔵尊のある風景（安立連合町会のなかの紀州街道沿いのお
地蔵様）

住之江区安立2丁目3番、8番

3 名村造船所大阪工場跡地 住之江区北加賀屋4丁目1番55号

4 住之江公園 住之江区南加賀屋1丁目1番

5 大阪護國神社と杜 住之江区南加賀屋1丁目1番77号

6 加賀屋新田会所跡 住之江区南加賀屋4丁目8番

7 住吉高燈籠 住之江区浜口西1丁目1番

8 住吉公園 住之江区浜口東1丁目1番

9 野鳥園臨港緑地 住之江区南港北3丁目5番30号

10 南港オズ岸壁と大阪南港コスモフェリーターミナル 住之江区南港北2丁目

11 髙砂神社 住之江区北島3丁目14番12号

12 髙崎神社 住之江区南加賀屋4丁目15番3号

13 シーサイドコスモ 住之江区南港北1丁目32番

#REF!



平野区 都市景観資源（平成24年12月・平成25年3月・平成26年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 奥田邸とその裏の道 平野区加美鞍作1丁目8番5号

2 旧屋敷小路（喜連環濠地区内） 平野区喜連4丁目4番、6番付近

3 式内楯原神社 平野区喜連6丁目1番38号

4 如願寺 平野区喜連6丁目1番38号

5 八坂神社と椋の木 平野区喜連東2丁目1番14号

6
喜連環濠地区の6つの地蔵尊（北口、尻矢口、西口、馬倉、東
口、南口）

平野区喜連3丁目7番,4丁目5,7番、6丁目1,5番

7 末吉家住宅 平野区平野上町2丁目3番5号

8 赤留比売命神社（三十歩神社） 平野区平野東2丁目11番

9 旧南海電鉄平野線平野駅跡プロムナード 平野区平野本町2丁目3番

10 小林新聞舗店舗 平野区平野本町4丁目12番3号

11 野中山　全興寺 平野区平野本町4丁目12番21号

12 平野環濠跡 平野区平野宮町2丁目1番

13 平野郷・十三口の地蔵尊
平野区平野市町3丁目7番、平野上町1丁目5番、平野上町2丁目1番、
平野東2丁目3番・4番・11番、平野本町1丁目7番・12番、平野本町4
丁目2番・4番・12番21号、平野本町5丁目9番、平野宮町2丁目4番

#REF!



天王寺区 都市景観資源（平成26年3月登録、令和2年5月登録）

景観資源の名称 所在地

1
天王寺七坂（真言坂、源聖寺坂、口縄坂、愛染坂、清水坂、
天神坂、逢坂）

天王寺区生玉町、逢阪1丁目、下寺町1丁目・2丁目、伶人町付近

2 生國魂神社 天王寺区生玉町13番9号

3 齢延寺 天王寺区生玉町13番31号

4 銀山寺 天王寺区生玉寺町6番26号

5 うえほんまちハイハイタウン 天王寺区上本町6丁目3番31号

6 上本町YUFURA（上本町新歌舞伎座ビル） 天王寺区上本町6丁目5番13号

7 安居神社 天王寺区逢阪1丁目3番24号

8 一心寺三千佛堂 天王寺区逢阪2丁目6番13号

9 清寿院（関帝廟） 天王寺区勝山2丁目6番15号

10 真田山公園前の道 天王寺区真田山町、玉造本町付近

11 真田山公園 天王寺区真田山町5番

12 お寺のまち・下寺町と斜面緑地 天王寺区下寺町1丁目・2丁目付近

13 学園坂 天王寺区下寺町1丁目・2丁目付近

14 四天王寺西門前の参道 天王寺区四天王寺1丁目11番

15 大阪市立大江幼稚園 天王寺区四天王寺1丁目11番108号

16 大阪ガス 実験集合住宅　ＮＥＸＴ21 天王寺区清水谷町6番16号

17 U氏邸 天王寺区清水谷町7番9号

18 鶴橋駅周辺の焼肉店の多い街並み 天王寺区下味原町1番～5番

19 楞嚴寺 天王寺区城南寺町1番26号

20 總本家釣鐘屋 天王寺区大道1丁目5番2号

21 超願寺（竹本義太夫の墓） 天王寺区大道1丁目14番1号

22 三光神社 天王寺区玉造本町14番90号

23 天王寺公園・天王寺動物園 天王寺区茶臼山町

24 慶沢園 天王寺区茶臼山町

25 茶臼山・河底池・和気橋 天王寺区茶臼山町

26 堀越神社 天王寺区茶臼山町1番8号

27 大阪市立美術館 天王寺区茶臼山町1番82号

28 四天王寺庚申堂 天王寺区堀越町2番15号

29 大正湯の煙突 天王寺区松ケ鼻町3番16号

30 伝藤原家隆墓 天王寺区夕陽丘町5番

31 愛染堂（愛染さん） 天王寺区夕陽丘町5番36号

32 大江神社 天王寺区夕陽丘町5番40号

33 清水寺 天王寺区伶人町5番8号

34 吉祥寺（赤穂義士の寺） 天王寺区六万体町1番20号

35 「真田丸」ゆかりの地 天王寺区空堀町9、10番～餌差町2、3、4、5番



東淀川区　都市景観資源（平成27年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 安威川と番田水路に挟まれた散歩道 東淀川区井高野１丁目、3丁目、4丁目

2 上新庄の古い趣のある家並み
東淀川区上新庄2丁目13番15号、2丁目20番15号、2丁目11番24号、2丁目
13番25号

3 長柄橋 東淀川区柴島1丁目～北区天神橋8丁目

4 淀川河川敷（東淀川区） 東淀川区柴島1丁目～南江口3丁目

5 柴島浄水場 東淀川区柴島1丁目3番、8番、東淡路2丁目1番

6 松山神社 東淀川区小松4丁目15番38号

7 緑風橋 東淀川区下新庄4丁目～吹田市川岸町

8 瑞光寺と雪鯨橋 東淀川区瑞光2丁目2番2号

9 行友家と楠 東淀川区菅原1丁目12番18号

10 一柳家の門・塀 東淀川区菅原1丁目16番3号

11 菅原天満宮 東淀川区菅原2丁目3番27号

12 せせらぎの遊歩道 東淀川区大桐3丁目～5丁目

13 逆巻の地蔵尊 東淀川区大桐5丁目4番

14 大隅神社 東淀川区大桐5丁目14番81号

15 大宮 東淀川区大道南3丁目2番2号

16 豊里大橋 東淀川区豊里3丁目～旭区太子橋2丁目

17 須賀森公園とくす 東淀川区西淡路4丁目17番

18 中島大水道跡 東淀川区西淡路5丁目1番

19 神崎川（東淀川区）
東淀川区西淡路6丁目～下新庄4丁目、上新庄3丁目～南江口3丁目、相
川1丁目～北江口4丁目

20 延原倉庫（株）淡路物流センター 東淀川区西淡路6丁目4番111号

21 中島惣社 東淀川区東中島4丁目9番41号

22 江口の君堂（寂光寺） 東淀川区南江口3丁目13番23号

23 環境施設組合 東淀工場 東淀川区南江口3丁目16番6号



生野区　都市景観資源（平成28年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1  御勝山古墳  生野区勝山北3丁目16番、勝山南3丁目3番 

2  俊徳街道道標2基と西俊徳地蔵堂  生野区勝山北4丁目10番 

3  舎利尊勝寺  生野区舎利寺1丁目2番36号 

4  中高野街道沿いの家並み   生野区巽中4丁目、巽南3丁目

5  式内 横野神社跡地(伝 横野堤跡)  生野区巽西3丁目9番 

6  楠正長史跡公園  生野区巽南4丁目2番 

7  平野川の自然的景観  生野区巽南5丁目14、18、19番地先 

8  鶴橋商店街  生野区鶴橋2丁目 

9  翠岩さん墓所と頌徳碑  生野区中川東2丁目7番28号 

10   源ケ橋温泉  生野区林寺1丁目5番33号 

11  鶴橋地域に残る旧家の家並み  生野区桃谷2丁目10、11、15、16、17番 

12  彌榮神社  生野区桃谷2丁目16番22号 

13   御幸森天神宮  生野区桃谷3丁目10番5号 

14  安泉寺  生野区桃谷3丁目16番26号 

15   つるのはし跡公園  生野区桃谷3丁目17番 

16   旧猪飼野村にある旧家・大東邸  生野区桃谷3丁目19番2号 

17  木村権右衛門邸跡の神木  生野区桃谷3丁目21番19号 

18   コリアタウン  生野区桃谷3丁目、4丁目、5丁目 

淀川区　都市景観資源（平成28年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 淀川河川敷(淀川区) 淀川区塚本1丁目～西中島1丁目



阿倍野区　都市景観資源（平成28年6月登録）

景観資源の名称 所在地

1 路面電車の走るあべの筋 阿倍野区阿倍野筋1～5丁目

2 あべのハルカス 阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号

3 Hoop 阿倍野区阿倍野筋1丁目2番30号

4 阿倍野歩道橋 阿倍野区阿倍野筋1丁目5番

5 あべのルシアス 阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号

6 あべのベルタ 阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号

7 阿倍野区民センター 阿倍野区阿倍野筋4丁目19番118号

8 大阪府阿倍野警察署 阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号

9 安倍晴明神社 阿倍野区阿倍野元町5番16号

10 熊野街道 阿倍野区阿倍野元町9番、18番付近

11 阿倍王子神社 阿倍野区阿倍野元町9番4号

12 源正寺楼門 阿倍野区阿倍野元町18番34号

13 はやし製菓本舗 阿倍野区王子町1丁目7番11号

14 晴明丘中央公園 阿倍野区北畠1丁目18番

15 阿倍野七坂 阿倍野区北畠2丁目、3丁目

16 岸の五本松 阿倍野区北畠2丁目4番

17 阿部野神社 阿倍野区北畠3丁目7番20号

18 ドムール北畠 阿倍野区北畠3丁目3番2号

19 文の里商店街 阿倍野区昭和町1丁目

20 日本聖公会大阪聖アンデレ教会 阿倍野区昭和町3丁目1番57号

21 阿倍野長屋 阿倍野区昭和町4丁目6番8号

22 姫松停留場 阿倍野区帝塚山1丁目8番1号の先

23 奧田邸のクスノキ 阿倍野区西田辺町1丁目20番

24 阪南町界隈の特徴的な長屋・住宅のある町並み 阿倍野区阪南町1～5丁目

25 日本基督教団南大阪教会 阿倍野区阪南町1丁目30番5号

26 寺西家阿倍野長屋・寺西家住宅 阿倍野区阪南町1丁目50番25号

27 北畠住宅 阿倍野区阪南町4丁目8番、11番、14番、17番

28 大阪市立工芸高等学校・第二工芸高等学校 阿倍野区文の里1丁目7番2号、48号

29 カトリック阿倍野教会 阿倍野区松崎町3丁目6番25号

30 松虫塚 阿倍野区松虫通1丁目11番5号

31 聖天山 阿倍野区松虫通3丁目2番

32 桃ヶ池公園 阿倍野区桃ヶ池町1丁目2番23号

33 桃ヶ池長屋 阿倍野区桃ヶ池町2丁目11番



浪速区　都市景観資源（平成29年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 赤手拭稲荷神社 浪速区稲荷2丁目6番26号

2 今宮戎神社 浪速区恵美須西1丁目6番10号

3 阪堺線（浪速区） 浪速区恵美須西2丁目、3丁目

4 新世界市場 浪速区恵美須東1丁目

5 通天閣本通商店会 浪速区恵美須東1丁目

6 ギャラリー再会 浪速区恵美須東1丁目4番16号

7 新世界国際劇場 浪速区恵美須東2丁目1番32号

8 ジャンジャン横丁 浪速区恵美須東3丁目

9 なにわ筋のいちょう並木（浪速区） 浪速区幸町1丁目～浪速東3丁目

10 南海電鉄高野線（浪速区） 浪速区桜川3丁目～浪速西1丁目

11 新桜川ビル 浪速区桜川3丁目2番1号

12 敷津松之宮・大國主神社 浪速区敷津西1丁目2番12号

13 Zepp Namba（OSAKA） 浪速区敷津東2丁目1番39号

14 大阪木津卸売市場 浪速区敷津東2丁目2番8号

15 願泉寺 浪速区大国2丁目2番27号

16 パークスガーデン 浪速区難波中2丁目10番70号

17 髙島屋東別館 浪速区日本橋3丁目5番25号

18 でんでんタウン（日本橋筋商店街・オタロード） 浪速区日本橋3丁目～5丁目、難波中2丁目、日本橋西1丁目

19 御蔵跡履物街（はきはきタウン）
浪速区日本橋3丁目、日本橋東1丁目、
中央区日本橋2丁目

20 廣田神社 浪速区日本橋西2丁目4番14号

21 浮庭橋 浪速区湊町1丁目～西区南堀江1丁目

22 湊町リバープレイスと水辺空間 浪速区湊町1丁目3番1号

23 ＯＣＡＴポンテ広場 浪速区湊町1丁目4番1号

24 湊町「中央広場」 浪速区湊町2丁目1番、2番

25 瑞龍寺（鉄眼寺） 浪速区元町1丁目10番30号

26 難波八阪神社 獅子殿 浪速区元町2丁目9番19号



西淀川区　都市景観資源（平成29年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 大野川緑陰道路 西淀川区歌島2丁目～福町2丁目

2 江崎記念館 西淀川区歌島4丁目6番5号

3 大野せせらぎの里 西淀川区大野2丁目4番117号

4 大和田住吉神社 西淀川区大和田5丁目20番20号

5 淀川河川敷（西淀川区） 西淀川区柏里1丁目～西島2丁目

6 田蓑神社 西淀川区佃1丁目18番14号

7 五社神社 西淀川区中島1丁目2番8号

8 矢倉緑地から望む阪神高速 西淀川区中島2丁目～此花区常吉1丁目

9 西島水門 西淀川区西島1丁目

10 矢倉緑地 西淀川区西島2丁目1番

11 野里住吉神社 西淀川区野里1丁目15番12号

12 鼻川神社 西淀川区花川2丁目1番12号

13 姫嶋神社 西淀川区姫島4丁目14番2号

14 大野百島住吉神社 西淀川区百島1丁目3番98号

15 福住吉神社 西淀川区福町2丁目15番6号

16 歌島橋交差点 西淀川区御幣島1丁目、2丁目、千舟1丁目、2丁目

17 スモカ歯磨株式会社　本社 西淀川区御幣島1丁目3番9号



東住吉区　都市景観資源（平成30年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 下高野街道 東住吉区北田辺1丁目～矢田7丁目

2 庚申街道沿いの旧北田辺村の町並み 東住吉区北田辺6丁目

3 北田辺の大楠 東住吉区北田辺6丁目2番

4 今川と今川緑道 東住吉区杭全1丁目～湯里6丁目

5 杭全交差点陸橋 東住吉区杭全3丁目、6丁目

6 杭全住宅（平野西之町）および中町会会館 東住吉区杭全7丁目、8丁目

7 桑津環濠集落 東住吉区桑津3丁目

8 天神社（桑津天神社） 東住吉区桑津3丁目4番17号

9 大和川（東住吉区） 東住吉区公園南矢田4丁目、矢田5丁目、7丁目

10 枯木八幡宮 東住吉区公園南矢田4丁目5番

11 駒川商店街 東住吉区駒川4丁目～5丁目

12 中臣須牟地神社 東住吉区住道矢田2丁目9番20号

13 酒君塚古墳 東住吉区鷹合2丁目5番

14 鷹合満願地蔵尊 東住吉区鷹合4丁目3番12号

15 清岸地蔵 東住吉区湯里1丁目19番29号

16 鷹合神社（素盞鳴尊神社） 東住吉区鷹合4丁目5番22号

17 長居公園 東住吉区長居公園

18 含松山　臨南寺 東住吉区長居公園1番32号

19 庚申街道（旧中野駅付近） 東住吉区西今川4丁目、針中野1丁目～2丁目

20 中井神社 東住吉区針中野2丁目3番58号

21 佛願寺 東住吉区針中野2丁目3番59号

22 針中野中野鍼・針中野中野小児鍼 東住吉区針中野3丁目2番17号

23 松原住宅（鶴ヶ丘経営地） 東住吉区山坂3丁目～4丁目

24 阿麻美許曽神社 東住吉区矢田7丁目6番18号

25 法樂寺 東住吉区山坂1丁目18番30号

26 山阪神社 東住吉区山坂2丁目19番23号



西成区　都市景観資源（平成30年3月登録）

景観資源の名称 所在地

1 大阪フィルハーモニー会館 西成区岸里1丁目1番44号

2 天下茶屋公園 西成区岸里東1丁目16番

3 安養寺 西成区岸里東1丁目7番15号

4 天下茶屋跡 西成区岸里東2丁目10番

5 南海電鉄高野線（西成区） 西成区北津守1丁目～玉出東1丁目

6 久金属工業株式会社 西成区北津守3丁目8番31号

7 新・福寿荘 西成区山王1丁目5番31号

8 てんのじ村記念碑 西成区山王1丁目10番

9 大衆劇場　オーエス劇場 西成区山王2丁目14番20号

10 鯛よし百番 西成区山王3丁目5番25号

11 波切不動明王 西成区聖天下1丁目6番22号

12 生根神社 西成区玉出西2丁目1番10号

13 南海電鉄玉出変電所 西成区玉出東1丁目12番

14 津守下水処理場 西成区津守2丁目7番13号

15 津守神社 西成区津守3丁目4番1号

16 大衆劇場　鈴成り座 西成区鶴見橋2丁目9番1号

17 苔山龍王 西成区天下茶屋1丁目32番

18 梅谷歯科医院 西成区天下茶屋3丁目16番16号

19 勝間街道（玉出中一丁目付近） 西成区玉出中1丁目

20 もと十三間川の鉄橋 西成区北津守1丁目

21 大衆劇場　梅南座 西成区梅南1丁目8番21号

22 阪堺線（西成区） 西成区萩之茶屋1丁目～ 玉出東2丁目

23 南津守さくら公園 西成区南津守1丁目2番36号

24 西成区の渡船場の景観
落合上渡船場：西成区北津守4丁目15番、大正区千島1丁目29番
落合下渡船場：西成区津守2丁目8番、大正区平尾1丁目1番
千本松渡船場：西成区南津守5丁目6番、大正区南恩加島1丁目11番


