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平成３1 年度市営住宅附帯駐車場等清掃業務委託仕様書 

 

１．業務委託期間  

  平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

２．清掃実施場所 

清掃実施場所は、市営住宅附帯駐車場等（コインパーキング等事業実施区画（以下「Ｃ

Ｐ区画」という。）及び機械式駐車場のチェーン閉鎖区画等を除く。）とし、別に定める

図面の赤線範囲内（当該図面に特記事項が記載されているときは、その内容を清掃範囲

に含めること。）とする。 

ただし、清掃当日に駐車区画に車が駐車されている場合は、当日の清掃範囲から当該

駐車区画を除外すること。 

契約期間中の清掃実施場所の増減については、その都度、発注者から連絡する。 

 

３．作業日及び作業時間 

（１） 作業日 

①作業日は、原則として月曜日から金曜日（土・日・祝日及び１２月２９日から１月

３日を除く。）とする。作業回数については、４月から１０月まで及び１月から３月

までは毎月１回、１１月及び１２月（落葉時期）は月２回の年１４回とする。 

②受注者は、作業実施計画書を作成し、業務開始前月までに発注者に提出すること。

作業実施計画書には、「年間作業予定表」「作業工程表」をそれぞれ作成すること。 

③年間作業予定表は、上記①に記載する作業回数を履行できるよう計画すること。作

業実施予定日に作業する区名を記載した一覧表にすること。（記載例①参照） 

同一区を数日に分けて作業をする場合は、①、②と番号を付したうえで、別途番号

ごとの住宅一覧を作成すること。（記載例②参照） 

④作業工程表は、１日の作業工程（作業を実施する住宅の順番）を区ごとに作成する

こと。（記載例③参照） 

⑤受注者は、作業日、作業工程の変更を必要とする場合、前月までに発注者へ報告す

ること。 

⑥受注者は、天候その他受注者の責めによらざる事由により、作業が実施できない場

合は、予定日を変更し速やかに発注者へ報告すること。 

 

（２） 作業時間 

作業時間は、原則として午前８時から午後５時までの間とし、受注者は、当作業時

間を勘案し、作業人員の効率的な配置に努めるものとする。ただし、発注者が作業時

間を変更する必要があると認める場合は、この限りでない。 

 

４．清掃業務内容 

①市営住宅附帯駐車場等の環境美化を図るため、別に定める図面の赤線範囲内（植込

みその他未舗装部分等を含む。）の全ての清掃を行うこと。 

②清掃範囲内（側溝を含む。）のごみの拾い掃き、落葉の清掃、１メートル未満の草の



除草を行うとともに、駐車場に隣接した植樹帯から枝が繁茂し、車両に接触する恐

れがある場合や駐車の妨げになる場合は枝の剪定を行うこと。 

  ③側溝に設置している蓋を取り外し、溝にあるごみ、落葉等についても取り除くこと。

側溝に取り外し困難なグレーチングやコンクリート蓋が設置されている場合は、可

能な限り清掃に努めること。 

④排水口の蓋下に、落ち葉落下防止用のネットを設置している場合は、当該蓋下のご

み、落葉等を取り除き、落ち葉落下防止用のネットを適宜取り替えること。 

⑤清掃業務の実施にあたり、草刈り機や送風機等駐車車両を傷つける恐れのある機械

の使用は原則禁止する。ただし、これらの機械を使用する必要がある場合は、発注

者と協議のうえ、十分な安全措置を取り、受注者の責務により使用すること。 

⑥駐車区画に車が駐車している場合は、当日の清掃範囲から当該駐車区画を除外する。

なお、バリカーその他不正駐車防止用の対策を行っている区画は、当該区画を空区

画として清掃作業を実施すること。 

⑦ＣＰ区画については、清掃範囲から除外する。（原則として、別に定める図面にＣＰ

区画は、記載している。）なお、【旧府営】の記載のある図面については、赤線範囲

にＣＰ区画が含まれていない点に留意すること。 

⑧機械式駐車場の場合は、チェーンで閉鎖している区画を除き可能な限り清掃を行う

こと。 

⑨清掃後のごみは、受注者の責任において適正に処分すること。 

⑩不法投棄等粗大ごみ、動物の死骸を発見した場合は、受注者は発注者に報告するこ

と。 

⑪駐車場ごとに清掃作業前と清掃作業後の状況の写真を撮影し、業務完了報告書に添

付して発注者に提出すること。 

⑫駐車場の入口を施錠している箇所については、発注者より鍵を貸与する。 

⑬受注者は契約満了時には、貸与された鍵を発注者へ返還すること。 

⑭貸与された鍵が変更され、清掃ができない場合は、速やかに発注者に連絡し、発注 

者の指示を受けること。 

⑮上記以外の作業が必要になった場合、発注者と協議のうえ可能な限り対応すること。 

 

５．作業員 

  ①受注者は、「業務実施体制表及び作業従事者名簿」（別紙様式１）を作成し、緊急対

応が必要な際にも作業に支障をきたさない体制を構成すること。また、緊急時現場

対応手順を作成し合わせて提出すること。（記載例④参照） 

②作業は二人一組で従事すること。ただし、清掃時間の短縮等作業効率化が見込まれ

る場合は、作業人員の増員は可能とし、増員に要する費用は受注者の負担とする。 

  ③作業員は、作業実施にあたり受注者の名称を表示した名札や腕章等を着用すること。 

 

６．業務完了報告書等の作成及び提出 

①受注者は、毎月、作業終了後に「業務完了月次報告書」（別紙様式２）を作成し、作

業状況を撮影した写真（ＣＤ等電磁的記録媒体での提出も可）を添付して、翌月５

日（５日が土・日・祝日の場合は翌営業日）までに発注者の担当者（公社及び管轄



の住宅管理センター）に提出すること。 

②「業務完了月次報告書」（別紙様式２）は区ごとに、ア．作業実施日、イ．作業者氏

名、ウ．作業開始時間、エ．作業終了時間、オ．収集したごみ袋数（容量を記載）

を記録すること。報告書様式を変更したい場合は、発注者と協議すること。 

③「業務完了月次報告書」とともに４月から２月までは「業務一部完了届」（別紙様式

３）、 終月の３月は「業務完了届」（別紙様式４）を発注者の担当者へ提出するこ

と。 

④月次報告の際に添付する写真は、駐車場ごとに清掃作業前・清掃作業後の状況が分

かる遠景及び近景（必ずそれぞれ２ヶ所以上）を撮影し提出すること。 

  ⑤写真をＣＤ等電磁的記録媒体にて提出する場合は、記録データを業務完了月次報告

書の順に閲覧できるよう編集すること。 

  ⑥写真には、カメラのカレンダー機能を利用して日時を明示すること。また、現地の

駐車場名称看板を含めて撮影するか、工事現場記録写真のように駐車場名称を記載

したホワイトボード等利用するなどして駐車場名を明示すること。 

  ⑦清掃以外の報告事項がある場合についても状況を撮影し報告すること。 

 

７．検査 

①発注者は、受注者から業務完了月次報告書を受領したときは、履行確認を行う。 

②受注者は、発注者より履行確認に必要な書類を別途求められたときは、発注者の指

示に従い提出すること。 

 

８．再作業の実施 

  仕様書に基づいて清掃作業等が実施されていないときは、受注者は発注者の指示により、 

  受注者の負担により清掃作業を再度実施し、当該作業の報告を発注者に行うこと。この場 

  合、受注者は発注者の指示があった日から１週間以内に再作業を実施し発注者に報告を行 

うこと。様式については別紙様式５・６のとおりとする。 

 

９．清掃実施場所の変更に伴う委託金額の変更 

市営住宅の建替事業、ＥＶ設置事業、コインパーキング事業等の事情により、清掃実

施場所の増減が生じることがある。この場合、発注者は受注者に通知し、生じた増減に

応じて当初契約額（消費税及び地方消費税相当額（以下「消費税額等」という。）を除く。）

に以下の式により算出した変更増減額を加減算し、消費税額等を加算した委託金額に変

更するので、受注者は応じること。 

当初契約額（消費税額等を含まない）／当初清掃台数／清掃回数＝当初契約単価 

変更増減額＝ 

当初契約単価（１円未満切り捨て）×増減台数×当該変更対象における清掃回数＋消

費税額等 

なお、清掃実施場所の変更増減額の加減算については、４月から９月分を９月末時点、

残りについては年度末に精算し、委託金額の変更をする。また、平成３１年１０月１日

以降、新消費税率 10％の適用により課せられることとなる消費税額分についても、委託

金額の変更を行う。 



 

１０．再委託の禁止 

 （１）業務委託契約書第１５条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるもの 

をいい、受注者はこれを再委託することはできない。 

    ①委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

 （２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース及び資料整理など簡易な業 

務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。（ただし、個人情報を含む 

ものを除く。） 

 （３）受注者は、（１）及び（２）に規定する業務以外の再委託にあたっては、事前に書

面により発注者の承諾を得なければならない。 

 （４）受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明 

確にするとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施し 

なければならない。 

    なお、再委託の相手方は、大阪市住宅供給公社競争入札参加停止措置要綱に基づ 

   く停止措置中の者又は大阪市住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入 

   札等除外措置を受けている者であってはならない。 

 

１１．作業中の危険防止等 

受注者は、作業中は市営住宅、市営住宅附帯設備等、駐車車両及び通行人等に損害を

与えぬよう十分に注意すること。万一、これらに損害を与えた場合は、受注者は直ちに

発注者へ報告し、発注者の指示に従い受注者の責任において原状復旧又は損害賠償をす

ること。 

 

１２．緊急時の報告 

受注者は、作業中に従事者や通行人等の事故、施設の異常または落書きを発見した場

合は、速やかに発注者に通報すること。 

 

１３．費用の負担 

  清掃に必要な資機材の調達費用、交通費、ごみ処分費、業務完了報告書作成費用その

他本件業務に係る一切の費用は、受注者の負担とする。 

 

１４．委託費の支払い 

発注者が毎月の業務完了報告書（発注者から「再作業実施依頼書」を受けたときは、

「再作業完了報告書」を含む。）を受領し履行確認を行った後に、発注者所定の請求書に

よる翌月末払いとする。なお、前払いは行わない。 

 

１５．研修の実施 

受注者は、従事者が基本的人権について正しい認識を持ち、業務の遂行をするよう適 

切な研修を実施すること。 

 

 



１６．特記事項 

(１)受注者の責めに帰すべき事由により、滅失・損傷その他の事故で市営住宅、市営住

宅附帯設備等、駐車車両及び通行人等に損害を与えた場合は、受注者の責任において

原状復旧又は損害賠償をすること。 

(２)受注者は、本件業務上知り得た情報を、第三者に供してはならない。 

(３)別に定める図面は、駐車場施設等の概要図であり、現地の状況と図面に相違がある

ときは、受注者は発注者に報告し、発注者の指示に従うこと。 

(４)清掃作業の実施等については、関係法令、条例、規則を遵守すること。 

(５)清掃実施場所までの交通手段について自動車（受注者負担）を利用する場合は、市

営住宅附帯駐車場及び市営住宅敷地に駐車場所は無いため、近隣のコインパーキング

（市営住宅附帯駐車場内のコインパーキングを含む。）を利用するなど、受注者の負担

により確保すること。 

(６)駐車場利用者及び住民と紛争を起こさないこと。万一、問題が起こった場合は受注

者の責任において解決すること。 

 (７)清掃作業（時間）中は作業に専念し、住民その他の市民に与える印象に十分配慮し

て作業にあたること。 

 (８)作業員が喫煙者の場合は、大阪市路上喫煙の防止に関する条例を遵守し、喫煙マナ

ーに留意すること。なお、喫煙しながら作業を行うことは厳に慎むこと。 

 

１７．その他 

この仕様書に定めのないものについては、必要に応じて双方協議のうえ定めるものと

する。また、仕様書の解釈に差異が生じた場合は、発注者側の解釈を優先すること。 

 

１８．担当者 

大阪市住宅供給公社 大阪市北区天神橋 6-4-20 

  住宅管理部管理課調整担当：中野、成田 電話：06-6882-7046 

 

【業務完了報告書等提出先】 

梅田住宅管理センター 大阪市北区梅田 1-2-2-700 大阪駅前第２ビル７階 

  電話：06-6343-5012 

  管轄：北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、西淀川区、淀川区、 

     東淀川区、東成区、旭区、城東区、鶴見区 

 

阿倍野住宅管理センター 大阪市阿倍野区旭町 1-2-7-500 あべのメディックス５階 

電話：06-6649-1103 

管轄：大正区、天王寺区、浪速区、生野区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、 

   西成区 

 

平野住宅管理センター 大阪市平野区喜連東 4-4-35 

  電話：06-6703-4236    

  管轄：平野区 



記載例①

1日 月 1日 水 1日 土 1日 月 住吉区① 1日 木 住吉区① 1日 日 1日 火 住吉区①
2日 火 住吉区① 2日 木 2日 日 2日 火 住吉区②・阿倍野区 2日 金 住吉区② 2日 月 住吉区① 2日 水 住吉区②・阿倍野区

3日 水 住吉区②・阿倍野区 3日 金 3日 月 住吉区① 3日 水 東住吉区・生野区 3日 土 3日 火 住吉区②・阿倍野区 3日 木 東住吉区・生野区

4日 木 東住吉区・生野区 4日 土 4日 火 住吉区②・阿倍野区 4日 木 平野区① 4日 日 4日 水 東住吉区・生野区 4日 金 平野区①
5日 金 平野区① 5日 日 5日 水 東住吉区・生野区 5日 金 平野区② 5日 月 阿倍野区・東住吉区・生野区 5日 木 平野区① 5日 土
6日 土 6日 月 6日 木 平野区① 6日 土 6日 火 平野区① 6日 金 平野区② 6日 日
7日 日 7日 火 住吉区① 7日 金 平野区② 7日 日 7日 水 平野区② 7日 土 7日 月 平野区②
8日 月 平野区② 8日 水 住吉区②・阿倍野区 8日 土 8日 月 平野区③ 8日 木 平野区③ 8日 日 8日 火 平野区③
9日 火 平野区③ 9日 木 東住吉区・生野区 9日 日 9日 火 東淀川区① 9日 金 東淀川区① 9日 月 平野区③ 9日 水 東淀川区①
10日 水 東淀川区① 10日 金 平野区①② 10日 月 平野区③ 10日 水 東淀川区② 10日 土 10日 火 東淀川区① 10日 木 東淀川区②
11日 木 東淀川区② 11日 土 11日 火 東淀川区① 11日 木 東淀川区③ 11日 日 11日 水 東淀川区② 11日 金 東淀川区③
12日 金 東淀川区③ 12日 日 12日 水 東淀川区② 12日 金 淀川区・西淀川区 12日 月 12日 木 東淀川区③ 12日 土
13日 土 13日 月 平野区③ 13日 木 東淀川区③ 13日 土 13日 火 東淀川区② 13日 金 淀川区・西淀川区 13日 日
14日 日 14日 火 東淀川区① 14日 金 淀川区・西淀川区 14日 日 14日 水 東淀川区③ 14日 土 14日 月
15日 月 淀川区・西淀川区 15日 水 東淀川区② 15日 土 15日 月 15日 木 淀川区・西淀川区 15日 日 15日 火 淀川区・西淀川区

16日 火 此花区・北区 16日 木 東淀川区③ 16日 日 16日 火 此花区・北区 16日 金 此花区・北区 16日 月 16日 水 此花区・北区
17日 水 鶴見区 17日 金 淀川区・西淀川区 17日 月 此花区・北区 17日 水 鶴見区 17日 土 17日 火 此花区・北区 17日 木 鶴見区
18日 木 旭区・都島区 18日 土 18日 火 鶴見区 18日 木 旭区・都島区 18日 日 18日 水 鶴見区 18日 金 旭区・都島区
19日 金 城東区・東成区 19日 日 19日 水 旭区・都島区 19日 金 城東区・東成区 19日 月 鶴見区 19日 木 旭区・都島区・城東区・東成区 19日 土
20日 土 20日 月 此花区・北区 20日 木 城東区・東成区 20日 土 20日 火 旭区・都島区 20日 金 港区・大正区 20日 日
21日 日 21日 火 鶴見区 21日 金 港区・大正区 21日 日 21日 水 城東区・東成区 21日 土 21日 月 城東区・東成区

22日 月 港区・大正区 22日 水 旭区・都島区 22日 土 22日 月 港区・大正区 22日 木 港区 22日 日 22日 火 港区
23日 火 西成区・天王寺区 23日 木 城東区・東成区 23日 日 23日 火 西成区・天王寺区 23日 金 大正区 23日 月 23日 水 大正区
24日 水 浪速区①② 24日 金 港区・大正区 24日 月 西成区・天王寺区 24日 水 浪速区① 24日 土 24日 火 西成区・天王寺区 24日 木 西成区・天王寺区

25日 木 住之江区① 25日 土 25日 火 浪速区① 25日 木 浪速区② 25日 日 25日 水 浪速区① 25日 金 浪速区①
26日 金 住之江区② 26日 日 26日 水 浪速区② 26日 金 住之江区① 26日 月 西成区・天王寺区 26日 木 浪速区② 26日 土
27日 土 27日 月 西成区・天王寺区 27日 木 住之江区① 27日 土 27日 火 浪速区① 27日 金 住之江区① 27日 日
28日 日 28日 火 浪速区① 28日 金 住之江区② 28日 日 28日 水 浪速区② 28日 土 28日 月 浪速区②
29日 月 29日 水 浪速区② 29日 土 29日 月 住之江区② 29日 木 住之江区① 29日 日 29日 火 住之江区①
30日 火 30日 木 住之江区① 30日 日 30日 火 予備日 30日 金 住之江区② 30日 月 住之江区② 30日 水 住之江区②

31日 金 住之江区② 31日 水 予備日 31日 土 31日 木 予備日

1日 金 住吉区① 16日 土 1日 日 16日 月 1日 水 1日 土 1日 日
1日 金 住吉区②・阿倍野区 16日 土 1日 日 17日 火 住吉区②・阿倍野区 2日 木 2日 日 2日 月 住吉区①
2日 土 17日 日 2日 月 住吉区① 17日 火 東住吉区・生野区 3日 金 3日 月 住吉区① 3日 火 住吉区②・阿倍野区

2日 土 17日 日 2日 月 住吉区②・阿倍野区 18日 水 平野区① 4日 土 4日 火 住吉区②・阿倍野区 4日 水 東住吉区・生野区

3日 日 18日 月 住吉区① 3日 火 東住吉区・生野区 18日 水 平野区② 5日 日 5日 水 東住吉区・生野区 5日 木 平野区①
3日 日 18日 月 住吉区②・阿倍野区 3日 火 平野区① 19日 木 平野区③ 6日 月 住吉区① 6日 木 平野区① 6日 金 平野区②
4日 月 19日 火 東住吉区・生野区 4日 水 平野区② 19日 木 東淀川区① 7日 火 住吉区②・阿倍野区 7日 金 平野区② 7日 土
4日 月 19日 火 平野区① 4日 水 平野区③ 20日 金 東淀川区② 8日 水 東住吉区・生野区 8日 土 8日 日
5日 火 東住吉区・生野区 20日 水 平野区② 5日 木 東淀川区① 20日 金 東淀川区③ 9日 木 平野区① 9日 日 9日 月 平野区③
5日 火 平野区① 20日 水 平野区③ 5日 木 東淀川区② 21日 土 10日 金 平野区② 10日 月 平野区③ 10日 火 東淀川区①
6日 水 平野区② 21日 木 東淀川区① 6日 金 東淀川区③ 21日 土 11日 土 11日 火 11日 水 東淀川区②
6日 水 平野区③ 21日 木 東淀川区② 6日 金 淀川区・西淀川区 22日 日 12日 日 12日 水 東淀川区① 12日 木 東淀川区③
7日 木 東淀川区① 22日 金 東淀川区③ 7日 土 22日 日 13日 月 13日 木 東淀川区② 13日 金 淀川区・西淀川区

7日 木 東淀川区② 22日 金 淀川区・西淀川区 7日 土 23日 月 淀川区・西淀川区 14日 火 平野区③ 14日 金 東淀川区③ 14日 土
8日 金 東淀川区③ 23日 土 8日 日 23日 月 此花区・北区 15日 水 東淀川区① 15日 土 15日 日
8日 金 淀川区・西淀川区 23日 土 8日 日 24日 火 鶴見区 16日 木 東淀川区② 16日 日 16日 月 此花区・北区
9日 土 24日 日 9日 月 此花区・北区 24日 火 旭区・都島区 17日 金 東淀川区③ 17日 月 淀川区・西淀川区 17日 火 鶴見区
9日 土 24日 日 9日 月 鶴見区 25日 水 城東区・東成区 18日 土 18日 火 此花区・北区 18日 水 旭区・都島区
10日 日 25日 月 此花区・北区 10日 火 旭区・都島区 25日 水 港区・大正区 19日 日 19日 水 鶴見区 19日 木 城東区・東成区

10日 日 25日 月 鶴見区 10日 火 城東区・東成区 26日 木 西成区・天王寺区 20日 月 淀川区・西淀川区 20日 木 旭区・都島区 20日 金
11日 月 此花区・北区 26日 火 旭区・都島区 11日 水 港区・大正区 26日 木 浪速区①・② 21日 火 此花区・北区 21日 金 城東区・東成区 21日 土
11日 月 鶴見区 26日 火 城東区・東成区 11日 水 西成区・天王寺区 27日 金 住之江区① 22日 水 鶴見区 22日 土 22日 日
12日 火 旭区・都島区 27日 水 港区・大正区 12日 木 浪速区① 27日 金 住之江区② 23日 木 旭区・都島区 23日 日 23日 月 港区・大正区
12日 火 城東区・東成区 27日 水 西成区・天王寺区 12日 木 浪速区② 28日 土 24日 金 城東区・東成区 24日 月 港区・大正区 24日 火 西成区・天王寺区

13日 水 港区・大正区 28日 木 浪速区① 13日 金 住之江区① 28日 土 25日 土 25日 火 西成区・天王寺区 25日 水 浪速区①
13日 水 西成区・天王寺区 28日 木 浪速区② 13日 金 住之江区② 29日 日 26日 日 26日 水 浪速区① 26日 木 浪速区②
14日 木 浪速区① 29日 金 住之江区① 14日 土 29日 日 27日 月 港区・大正区 27日 木 浪速区② 27日 金 住之江区①
14日 木 浪速区② 29日 金 住之江区② 14日 土 30日 月 28日 火 西成区・天王寺区 28日 金 住之江区①② 28日 土
15日 金 住之江区① 30日 土 15日 日 30日 月 29日 水 浪速区①・② 29日 土 29日 日
15日 金 住之江区② 30日 土 15日 日 31日 火 30日 木 住之江区① 30日 月 住之江区②

16日 月 住吉区① 31日 火 31日 金 住之江区② 31日 火 予備日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年度市営住宅附帯駐車場等清掃業務委託　年間作業予定表

○○○○株式会社

8月 9月 10月

11月① 11月② 12月① 12月② 1月 2月 3月

受注者名

4月 5月 6月 7月

年間作業予定表作成の一例

・作業実施区名を記載すること

・数日に分けて作業をする場合は、①、②と番号を付けて住宅ごとの詳細を別途作成すること。

・1年間すべての作業予定を作成すること。

注1）作業日は原則月曜日から金曜日（土・日・祝及び12月29日から1月3日を除く）とする。

注2）作業回数は、4月から10月まで及び1月から3月は毎月1回、11月及び12月（落葉時期）は月2回の年14回とする。

注3）一度提出した予定表を変更する場合は、前月までに発注者へ報告すること。

受注者名を記載する。



記載例②

対象住宅詳細一覧

① ② ① ② ③ ① ② ③　 ① ② ① ②　

遠里小野 墨江【旧府営】 井高野 南江口【旧府営】 上新庄 加美正覚寺東 喜連 瓜破東 宮津 にしはま 御崎 中加賀屋

遠里小野第２【旧府営】 清水丘【旧府営】 井高野第2 南江口第1 下新庄4丁目【旧府営】 加美長沢 喜連第2 瓜破東第1 広田 稲荷 御崎第2 東加賀屋

山之内 千躰 井高野第3 南江口第2 下新庄第2【旧府営】 加美東第1 北喜連 瓜破東第2 大国 塩草 新北島 北加賀屋

山之内北 住吉 井高野第5 南江口第5 菅原 加美東第2 喜連北池 瓜破西第2 大国南 塩草第2 新北島第2

杉本 上住吉 井高野第6【旧府営】 小松【旧府営】 菅原第2 加美南 西喜連第2 瓜破東8丁目【旧府営】 日東 塩草第3 西住之江

浅香 万代 相川 小松南 菅原第3【旧府営】 加美北 西喜連第3 瓜破東1丁目【旧府営】 日本橋 新浪速第1 大和川

浅香第２ 大領 北江口 瑞光 東淡路 加美北第2 西喜連第4 瓜破2丁目【旧府営】 日本橋西 新浪速第2 南港

浅香第３ 大領東 北江口第2 瑞光第2 東淡路第2 加美北第3 西喜連第5 長吉 敷津東 西栄 敷津浦

浅香西 大領北 北江口第3【旧府営】 瑞光寺 東淡路第3 平野市町 東喜連 長吉川辺 大浪橋 敷津浦第2

浅香中 鶴ヶ丘【旧府営】 大桐 日之出 平野東 東喜連第2 長吉長原 立葉 平林南

浅香南 長居第２【旧府営】 北大桐 日之出第2 長吉第2【旧府営】 東喜連第3 長吉長原西 浪速西第2 平林南第2

苅田 長居１丁目【旧府営】 南大道第2 日之出第3 長吉出戸西 東喜連第4 長吉長原西第2 浪速西第3 平林南第3

苅田南【旧府営】 長居西第２【旧府営】 大道南 日之出第4 長吉出戸第2 東喜連第5 長吉長原西第3 浪速第6 北加賀屋第5

苅田北【旧府営】 長居 豊里　 日之出北 長吉出戸南第1 喜連第3【旧府営】 長吉長原東 浪速第7 住之江【旧府営】

我孫子 長居西 豊里第2 淡路【旧府営】 長吉長原東第4 浪速第8 柴谷【旧府営】

我孫子西 東長居 豊新【旧府営】 淡路第1 長吉長原北 浪速第9

我孫子第２ 東長居第２ 淡路第2 長吉六反第1 浪速第10

我孫子第３ 淡路第3 浪速東第2

我孫子東第６ 淡路本町【旧府営】

我孫子東第７ 北陽

我孫子南 北陽第2

南住吉第１ 西淡路【旧府営】

南住吉第４ 南方

南住吉第５ 山口第2

南住吉第６ 飛鳥

南住吉第７ 飛鳥西

南住吉第８ 東中島【旧府営】

南住吉第９ 崇禅寺【旧府営】

住吉区 東淀川区 平野区 浪速区 住之江区

対象住宅詳細一覧の例

・数日に分けて作業を実施する場合、１日に作業を実施する対象住宅名を記載するこ

と。



記載例③-1

① ② ① ② ③　 ① ② ③

遠里小野 墨江【旧府営】 阿倍野第１ 公園南矢田 勝山南 加美正覚寺東 喜連 瓜破東 井高野 南江口【旧府営】 上新庄 加島 歌島 高見

遠里小野第２【旧府営】 清水丘【旧府営】 阿倍野第２ 長居東 生野東 加美長沢 喜連第2 瓜破東第1 井高野第2 南江口第1 下新庄4丁目【旧府営】 加島中 歌島北 高見第２

山之内 千躰 阿倍野第３ 南田辺 巽伊賀 加美東第1 北喜連 瓜破東第2 井高野第3 南江口第2 下新庄第2【旧府営】 加島東 御幣島 桜島

山之内北 住吉 阿倍野第４ 矢田 巽北 加美東第2 喜連北池 瓜破西第2 井高野第5 南江口第5 菅原 加島南第２ 御幣島西 秀野西

杉本 上住吉 高松 矢田住道第２ 田島 加美南 西喜連第2 瓜破東8丁目【旧府営】 井高野第6【旧府営】 小松【旧府営】 菅原第2 加島南第３ 御幣島東 春日出

浅香 万代 三明 矢田住道 加美北 西喜連第3 瓜破東1丁目【旧府営】 相川 小松南 菅原第3【旧府営】 加島南第４ 出来島 春日出第2

浅香第２ 大領 松崎第１ 矢田南 加美北第2 西喜連第4 瓜破2丁目【旧府営】 北江口 瑞光 東淡路 三国南 神崎川 春日出中

浅香第３ 大領東 松崎第２ 矢田北 加美北第3 西喜連第5 長吉 北江口第2 瑞光第2 東淡路第2 三津屋 大野 春日出中第2

浅香西 大領北 北畠第１ 矢田部【旧府営】 平野市町 東喜連 長吉川辺 北江口第3【旧府営】 瑞光寺 東淡路第3 新高 大和田第１ 春日出南

浅香中 鶴ヶ丘【旧府営】 北畠第２ 上大和川【旧府営】 平野東 東喜連第2 長吉長原 大桐 日之出 新高南 大和田第３ 西九条

浅香南 長居第２【旧府営】 北畠【旧府営】 長吉第2【旧府営】 東喜連第3 長吉長原西 北大桐 日之出第2 新三国 中島第３ 伝法

苅田 長居１丁目【旧府営】 帝塚山【旧府営】 長吉出戸西 東喜連第4 長吉長原西第2 南大道第2 日之出第3 西三国 佃第２ 島屋

苅田南【旧府営】 長居西第２【旧府営】 長吉出戸第2 東喜連第5 長吉長原西第3 大道南 日之出第4 西中島 柏里 酉島

苅田北【旧府営】 長居 長吉出戸南第1 喜連第3【旧府営】 長吉長原東 豊里　 日之出北 田川北 柏里第２ 酉島東

我孫子 長居西 長吉長原東第4 豊里第2 淡路【旧府営】 東三国 姫島第１ 梅香

我孫子西 東長居 長吉長原北 豊新【旧府営】 淡路第1 木川西第１ 姫里 木場

我孫子第２ 東長居第２ 長吉六反第1 淡路第2 木川西第２ 姫島 島屋第２【旧府営】

我孫子第３ 淡路第3 木川第１ 福第２ 酉島第２【旧府営】

我孫子東第６ 淡路本町【旧府営】 木川第２ 歌島第２【旧府営】 千鳥橋［旧府営］

我孫子東第７ 北陽 木川第３ 姫島第３【旧府営】

我孫子南 北陽第2 木川第４ 出来島第２【旧府営】

南住吉第１ 西淡路【旧府営】 木川第５

南住吉第４ 南方 木川東第１

南住吉第５ 山口第2 木川東第２

南住吉第６ 飛鳥 西宮原

南住吉第７ 飛鳥西 野中北

南住吉第８ 東中島【旧府営】 神崎橋

南住吉第９ 崇禅寺【旧府営】 西中島第２【旧府営】

西三国第２【旧府営】

淀川区（29団地） 西淀川区（21団地）

作業工程表（住宅順）

此花区（19団地）
住吉区（45団地） 東淀川区（53団地）平野区（45団地）

阿倍野区（12団地） 東住吉区（10団地） 生野区（5団地）

作業工程表の一例

・作業実施住宅の順番を示すこと

注）一度提出した工程を変更する場合は、前月までに発注者へ報告すること。



記載例③-2

① ② ① ②　

扇町 茨田諸口西 高殿西 御幸 関目 西今里 一条通 三軒家 ひらき 空清 宮津 にしはま 御崎 中加賀屋

中津 茨田諸口東 高殿西第２ 桜宮 古市 三先 小林 ひらき西 空堀 広田 稲荷 御崎第2 東加賀屋

中津第２ 茨田大宮 高殿西第３ 都島西 古市第２ 池島 千島第2 岸之里 勝三 大国 塩草 新北島 北加賀屋

長柄第２ 茨田大宮西 高殿南 都島中通 古市東 池島南 泉尾 出城通第４ 小宮 大国南 塩草第2 新北島第2

長柄中 茨田大宮第１ 高殿北 都島南 古市南 築港 泉尾第４ 出城西 堂ヶ芝 日東 塩草第3 西住之江

長柄東 茨田大宮第２ 今市 内代 古市南第２ 波除 泉尾第５ 出城第１ 勝山第１ 日本橋 新浪速第1 大和川

長柄東第２ 茨田大宮第３ 城北 毛馬 古市南第３ 波除第２ 大浪 出城第２ 筆ヶ崎【旧府営】 日本橋西 新浪速第2 南港

中津第３【旧府営】 茨田南 新森 毛馬第２ 古市北 八幡屋 鶴町 出城第３ 敷津東 西栄 敷津浦

大淀【旧府営】 横堤第１ 新生江 毛馬南 古市北第２ 八幡屋第２ 鶴町第２ 出城通第５ 大浪橋 敷津浦第2

横堤第２ 清水 友渕 今福南 八幡屋第３ 鶴町第３ 出城東 立葉 平林南

横堤北 生江 毛馬東【旧府営】 今福南第２ 八幡屋第４ 鶴町第６ 出城東第２ 浪速西第2 平林南第2

今津中 赤川 毛馬西【旧府営】 鴫野 八幡屋宝町 鶴町第８ 松之宮 浪速西第3 平林南第3

今津北 赤川西 内代第２【旧府営】 鴫野第２ 八幡屋宝町第２ 鶴町第９ 千本 浪速第6 北加賀屋第5

諸口 大宮 鴫野西 八幡屋宝町第３ 北村 千本中 浪速第7 住之江【旧府営】

諸口南 両国 中浜 中開東 浪速第8 柴谷【旧府営】

諸口北 城北中宮【旧府営】 放出西 中津守 浪速第9

中茶屋 太子橋【旧府営】 野江 長橋第１ 浪速第10

鶴見 橋寺【旧府営】 野江第２ 長橋第３ 浪速東第2

鶴見第２ 野江北 長橋第４

鶴見北 今福中 長橋第５

徳庵 今福北【旧府営】 長橋第６

放出東 今福中第２【旧府営】 津守

緑 すみれ【旧府営】 津守第３

横堤【旧府営】 すみれ北【旧府営】 南開第１

諸口第２【旧府営】 今福南第３【旧府営】 南津守

焼野【旧府営】 諏訪【旧府営】 南津守第１

南津守第２

南津守第３

南津守第４

北開

北津守

北津守第３

松【旧府営】

東成区（1団地） 港区（14団地） 大正区（14団地） 西成区（33団地） 天王寺区（7団地）北区（9団地） 鶴見区（26団地） 旭区（18団地） 都島区（13団地） 城東区（26団地）
浪速区（26団地） 住之江区（18団地）



記載例④

発見者

作業責任者

氏名

電話

業務責任者

氏名

電話

警察・消防署

各住宅管理センター担当者

大阪市住宅供給公社調整担当

報告

報告

報告

報告

指示

連携

通報

（必要に応じて）

指示

トラブル・事故等

緊急時現場対応手順

事務責任者

氏名

電話

連携

緊急時現場対応手順作成の一例

（様式1） 業務実施体制表及び作業従事者名簿

と共に提出すること



                                  （様式１） 

 
 

平成   年   月   日 
大阪市住宅供給公社理事長様 
 

                
住所又は事務所所在地 

 
 

 
商号又は名称 
氏名又は代表者氏名                    ㊞ 

 

平成３１年度市営住宅附帯駐車場等清掃業務委託において、次のものが業務

に従事しますので、報告いたします。 

 

１．業務実施体制表 

 

担当 所属・担当者名 業務内容 
連絡先 

（℡、E-mail）

業務責任者  
 

 

 
 

事務責任者  
 
 

 

作業責任者  
 

 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

   
 

 



                                  （様式１） 

 
 

 

２．作業従事者名簿 

 

担当 所属 氏名 連絡先 

作業責任者  
 
 

 

作業員  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

※上記の実施体制の他に、実施体制がある場合は追記してください。 

 

 

 



（様式２）

報告日

㊞

区 （　　　　／　　　　）

下記のとおり、報告いたします。　

日 曜日

委託業務の名称：

平成　　　年　　　月　　　日

開始時刻 終了時刻

業務完了月次報告書（　　　月分）

業務責任者：

ゴミ排出量（袋） 特記事項

受注者名：

作業者氏名：

作業実施日
住宅名 駐車場名

平成３１年度市営住宅附帯駐車場等清掃業務委託



  

 （様式３） 
 

   

 

      

   

 

 

業 務 一 部 完 了 届 
 

 

平成  年  月  日   

 

大阪市住宅供給公社 
理 事 長 様 
 

                      住 所 

                 受注者  社 名            

                      代 表 者 印                 

 

 

次のとおり業務が一部完了しましたのでお届けします。 

 

記 

 

 

委託業務の名称   平成３１年度市営住宅附帯駐車場等清掃業務委託 

 

契 約 番 号         Ｐ   第  ３１－１ 号 

 

完 成 部 位 

 

一 部 完 了      平成   年   月   日 

 

契 約      平成 ３１ 年 ４ 月 １ 日 

 

期 限      平成 ３２ 年 ３ 月 ３１ 日 

 

補助する職員

係長・主査 担当 
監督職員



  

 （様式４） 
 

   

 

      

   

 

 

 

業  務  完  了  届 
 

 

平成  年  月  日   

 

大阪市住宅供給公社 
理 事 長 様 
 

                      住 所 

                 受注者  社 名            

                      代 表 者 印                 

 

次のとおり業務が完了しましたのでお届けします。 

 

記 

 

 

 

委託業務の名称    平成３１年度市営住宅附帯駐車場等清掃業務委託 

 

契 約 番 号         Ｐ   第  ３１－１ 号 

 

完 了      平成   年   月   日 

 

契 約      平成 ３１ 年 ４ 月 １ 日 

 

期 限      平成 ３２ 年 ３ 月 ３１ 日 

 

補助する職員

係長・主査 担当 
監督職員



（様式５）

依頼日

様

担当 住宅管理センター

住宅名

大 阪 市 住 宅 供 給 公 社

作業を実施してください。

平成　　　年　　　月　　　日

再作業実施依頼書

駐車場名 作業実施日

　下記、駐車場について業務委託仕様書に基づく清掃作業が実施されていないため、再度清掃

　この通知受領後、１週間以内に再作業を完了し、速やかに再作業完了報告書（別紙「様式6」

のとおり）を提出してください。

　なお、再作業にかかる費用については、業務委託仕様書８．のとおり受注者負担となります。

再作業理由



（様式６）

報告日

受注者名：

業務責任者： ㊞

住宅名 開始時刻 終了時刻 ゴミ排出量（袋）

平成　　　年　　　月　　　日

再作業完了報告書

作業実施日

作業者氏名

駐車場名 特記事項

平成　　　年　　　月　　　日（　　　）

大 阪 市 住 宅 供 給 公 社

　　　　住宅管理センター　様

　　下記のとおり、再作業が完了しましたので報告いたします。



清掃箇所件数一覧表

行政区 設置住宅数 駐車場数 設置台数（入札時）

阿倍野区 12 12 216

旭区 18 34 675

港区 14 20 795

此花区 19 42 1,225

住吉区 45 102 1,996

住之江区 18 60 1,401

城東区 26 42 1,301

生野区 5 8 111

西成区 33 45 808

西淀川区 21 35 837

大正区 14 20 916

鶴見区 26 73 2,303

天王寺区 7 8 149

都島区 13 25 533

東住吉区 10 16 744

中央区 1 1 73

東成区 1 1 13

東淀川区 54 141 4,203

平野区 46 127 5,314

北区 9 15 331

淀川区 29 46 931

浪速区 26 47 1,886

447 920 26,761



駐車場別詳細一覧表

行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

阿倍野区 阿倍野第１ 1801 阿倍野第１ 旭町１丁目６番 17 17

阿倍野区 阿倍野第２ 5001 阿倍野第２－２ 旭町３丁目４番６号 14 14

阿倍野区 阿倍野第３ 7801 阿倍野第３ 旭町２丁目２番３号 29 20 9

阿倍野区 阿倍野第４ 7803 阿倍野第４ 旭町３丁目１番２ 52 26 26

阿倍野区 高松 9225 高松-1 天王寺町北３丁目２番 55 4 51 時間貸し№52～55

阿倍野区 三明 7804 三明 三明町１丁目２－２６ 18 18 0

阿倍野区 松崎第１ 7808 松崎第１ 松崎町２丁目５番 55 4 20 31 民間月極№1～4

阿倍野区 松崎第２ 7809 松崎第２ 松崎町３丁目４番 48 33 15 時間貸し№14～46

阿倍野区 北畠第１ 7805 北畠第１ 北畠３丁目５番 19 8 11 民間月極№1～10（№4、9欠番）

阿倍野区 北畠第２ 7806 北畠第２ 北畠３丁目１２番 12 4 8 時間貸し№5～8

阿倍野区 北畠【旧府営】 0044 北畠 北畠３丁目６番１９号 26 5 21 時間貸し№1～5

阿倍野区 帝塚山【旧府営】 0045 帝塚山 帝塚山１丁目１６番３号 20 7 13 時間貸し№13～19

12 団地 12 か所 365 65 84 216

旭区 高殿西 1104 高殿西 高殿３丁目２６番 44 14 30 時間貸し№26～39

旭区 高殿西 1105 高殿西２ 高殿４丁目１７番 14 14

旭区 高殿西 1106 高殿西３ 高殿３丁目３１番 40 3 37 時間貸し№40～42

旭区 高殿西 1107 高殿西４ 高殿５丁目２番 14 14

旭区 高殿西 4102 高殿西４ 高殿５丁目２番 14 8 6 時間貸し№21～28

旭区 高殿西 1108 高殿西５ 高殿５丁目１番 16 16

旭区 高殿西第２ 1109 高殿西第２ 高殿２丁目１３番 9 9

旭区 高殿西第３ 1110 高殿西第３ 高殿２丁目６番 7 7

旭区 高殿南 1111 高殿南 高殿３丁目１２番 6 6

旭区 高殿北 7101 高殿北 高殿５丁目１２番 32 9 23 時間貸し№1～11（№4,9欠番）

旭区 高殿北 7102 高殿北２ 高殿５丁目１２番 31 24 7

旭区 今市 7105 今市－１ 太子橋１丁目９番 18 18

旭区 城北 1102 城北２ 大宮５丁目１０番 60 60

旭区 城北 1103 城北３ 大宮５丁目１０番 24 24

旭区 城北 7104 城北４ 大宮５丁目９番 32 4 28 時間貸し№24～27

旭区 新森 1113 新森 新森６丁目１０番 27 5 22 時間貸し№1～6（№4欠番）

旭区 新生江 7172 新生江－１ 生江３丁目２１番 11 11

旭区 新生江 7171 新生江－１（北） 生江３丁目２３番 14 6 8 時間貸し№8～13

旭区 新生江 9252 新生江－２ 生江３丁目１６番 5 5

旭区 清水 1114 清水 清水５丁目１１番外 48 48

旭区 清水 4101 清水 清水５丁目１１番外 24 5 19 時間貸し№54～58

旭区 生江 7156 生江－９ 生江３丁目２４番 30 30

旭区 生江 7165 生江－９西 生江３丁目２４番 2 2

旭区 生江 7158 生江－１１ 生江３丁目１６番 35 6 29 時間貸し№1～6

旭区 生江 7159 生江－１２ 生江３丁目１４番 12 12

旭区 生江 7160 生江－１３ 生江３丁目１７番 18 18

旭区 赤川 7161 赤川 赤川１丁目８番 38 38

旭区 赤川西 1112 赤川西 赤川３丁目１７番外 19 19

旭区 大宮 7103 大宮１ 大宮５丁目１２番２１ 52 13 39 時間貸し№14～26

旭区 両国 7173 両国－１ 清水４丁目１１番 13 7 6 時間貸し№7～13

旭区 両国 7168 両国－５ 清水５丁目４番 8 8

旭区 城北中宮【旧府営】 0034 城北中宮 中宮５丁目１番 31 15 16 時間貸し№1～15

旭区 太子橋【旧府営】 0035 太子橋 太子橋１丁目２４番 9 4 5 時間貸し№1～4

旭区 橋寺【旧府営】 0036 橋寺 太子橋３丁目８番 49 8 41 時間貸し№11～18

18 団地 34 か所 806 107 24 675

契約時点

①

①

②



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

港区 一条通 6505 一条通－１ 築港４丁目５番 16 16

港区 三先 3501 三先 三先２丁目７番 33 8 25 時間貸し№28～35

港区 三先 9236 三先－２ 三先２丁目１７番外 63 63

港区 池島 6509 池島－１ 池島３丁目３番 48 48

港区 池島 9231 池島－２ 池島１丁目４番外 153 30 123
時間貸し№20～24,37～43、44～48,
103～108,147～150,151～153

港区 池島南 6501 池島南１ 池島３丁目８番 91 4 87 民間月極№60～63

港区 池島南 9265 池島－２南 池島３丁目１番 50 50

港区 築港 6507 築港－１ 築港１丁目１１番 17 17

港区 波除 9244 波除－１ 波除２丁目２番-１９ 16 16

港区 波除第２ 0501 波除第２ 波除１丁目２番 20 20

港区 波除第２ 0502 波除第２－２ 波除４丁目８番 62 62

港区 波除第２ 9234 波除第２－３ 波除１丁目５番外 48 48

港区 八幡屋 9220 八幡屋－１ 八幡屋２丁目５番 66 3 63 時間貸し№43～45

港区 八幡屋第２ 9221 八幡屋第２－１ 八幡屋３丁目1４番 77 77

港区 八幡屋第２ 6502 八幡屋第２－９ 八幡屋３丁目４番 8 8

港区 八幡屋第３ 6508 八幡屋第３-１ 八幡屋４丁目４番 11 3 8 時間貸し№1～3

港区 八幡屋第４ 9222 八幡屋第４－１ 八幡屋４丁目７番 16 5 11 時間貸し№1,13～16

港区 八幡屋宝町 6503 八幡屋宝町－１ 港晴２丁目５番 26 6 20 時間貸し№21～26

港区 八幡屋宝町第２ 6506 八幡屋宝町第２－１ 港晴２丁目３番 19 6 13 時間貸し№14～19

港区 八幡屋宝町第３ 6504 八幡屋宝町第３－１ 港晴１丁目６番 26 6 20 時間貸し№21～26

14 団地 20 か所 866 71 0 795

此花区 高見 0610 高見 高見１丁目６番 36 11 25 時間貸し№28～38

此花区 高見 3604 高見 高見１丁目６番 15 15

此花区 高見 0611 高見２ 高見１丁目６番 17 17

此花区 高見 3606 高見２ 高見１丁目６番 39 39

此花区 高見 6608 高見２ 高見１丁目６番 39 39

此花区 高見 0614 高見３ 高見１丁目５番 7 7

此花区 高見 3607 高見３ 高見１丁目５番 40 40

此花区 高見 6611 高見３ 高見１丁目５番 28 28

此花区 高見 0613 高見４ 高見１丁目６番 22 4 18 時間貸し№71～74

此花区 高見 3605 高見４ 高見１丁目６番 4 4

此花区 高見 6607 高見４１ 高見１丁目５番 26 6 20 時間貸し№14～19

此花区 高見 6610 高見５１ 高見１丁目４番 51 46 5

此花区 高見 6603 高見５２ 高見１丁目４番 34 7 27 時間貸し№25～31

此花区 高見 6614 高見５７ 高見１丁目４番 96 96

此花区 高見第２ 6602 高見第２ 高見３丁目１１番 14 14

此花区 桜島 6620 桜島－１ 桜島３丁目６番３０ 38 4 34 時間貸し№1～4

此花区 秀野西 0604 秀野西Ａ 酉島１丁目１０番 58 9 49 №1・61開設台数より除く,時間貸し№2～12(№4,9欠番）

此花区 秀野西 0606 秀野西Ｂ 酉島１丁目１６番 16 16

此花区 秀野西 0607 秀野西Ｃ 酉島１丁目１２番 10 10

此花区 秀野西 0608 秀野西Ｄ 酉島１丁目５番 24 24

此花区 春日出 6605 春日出 春日出北２丁目５番 22 8 14

此花区 春日出第２ 6622 春日出第２－１ 春日出北３丁目４番 34 3 31 時間貸し№34～36

此花区 春日出中 6601 春日出中 春日出中１丁目１２番２０ 12 12

此花区 春日出中第２ 9255 春日出中第２－１ 春日出中１丁目５番 13 13

此花区 春日出南 0601 春日出南 春日出南２丁目９番 12 5 7 時間貸し№10～14

此花区 春日出南 6621 春日出南－２ 春日出南２丁目９番 7 7

此花区 西九条 6604 西九条 西九条２丁目１２番 5 5

此花区 伝法 3603 伝法 伝法１丁目４番 78 78

此花区 伝法 9246 伝法-１ 伝法１丁目４番 29 29

此花区 島屋 6617 島屋 島屋２丁目８番 20 18 2

此花区 酉島 6609 酉島２１ 酉島４丁目１番 130 13 80 37 時間貸し№13～25,閉鎖№35～40,№60～133（80台）

此花区 酉島 6613 酉島２２ 酉島４丁目２番 100 17 83 時間貸しNo.6～10（№9欠番）,72～84

此花区 酉島東 9257 酉島東 酉島１丁目３番 49 5 44 時間貸し№37～41

此花区 酉島東 6615 酉島東２－１ 酉島２丁目１番 26 5 21 時間貸し№1～5

此花区 酉島東 6616 酉島東２－２ 伝法５丁目２番 8 8 0 時間貸し№27～34

此花区 梅香 0609 梅香 梅香３丁目２番 12 12

此花区 木場 3601 木場 西九条５丁目３番 123 11 112 時間貸し№176～186

此花区 木場 6618 木場 西九条５丁目３番 7 7

此花区 木場 6619 木場 西九条５丁目３番 17 17

此花区 島屋第２【旧府営】 0005 島屋第２ 島屋２丁目１番 44 11 33 時間貸し№1～4,32～38

此花区 酉島第２【旧府営】 0006 酉島第２ 酉島３丁目１２番２０号 43 14 29 時間貸し№1～7,37～43

此花区 千鳥橋【旧府営】 0069 千鳥橋 伝法２丁目２番 105 105

19 団地 42 か所 1,510 133 152 1,225

①

②

①

②

③



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

住吉区 遠里小野 2030 遠里小野 遠里小野２丁目１３ 18 18

住吉区 遠里小野 2031 遠里小野２ 遠里小野２丁目１４ 16 16

住吉区 遠里小野 2033 遠里小野３ 遠里小野２丁目１５ 36 36

住吉区 我孫子 8005 我孫子 我孫子５丁目７番 22 4 18 時間貸し№28～31

住吉区 我孫子西 2016 我孫子西 我孫子西１丁目１０番 41 41

住吉区 我孫子西 2017 我孫子西２ 我孫子西１丁目１７番 10 10

住吉区 我孫子西 2025 我孫子西３ 我孫子西１丁目１２番 17 17

住吉区 我孫子西 2026 我孫子西４ 我孫子西１丁目４番 9 9

住吉区 我孫子西 2027 我孫子西５ 我孫子西１丁目１５番 14 14

住吉区 我孫子西 8037 我孫子西６ 我孫子西１丁目１０番 16 16

住吉区 我孫子第２ 8009 我孫子第２ 我孫子１丁目６番 70 66 4

住吉区 我孫子第２ 8017 我孫子第２－２ 我孫子１丁目５番 17 16 1

住吉区 我孫子第２ 8028 我孫子第２－４ 我孫子東１丁目６番 54 52 2

住吉区 我孫子第２ 8032 我孫子第２－５ 我孫子東１丁目５番 6 6

住吉区 我孫子第２ 8010 我孫子第２－６ 我孫子東１丁目７番 30 28 2

住吉区 我孫子第３ 8013 我孫子第３ 我孫子１丁目８番 23 22 1

住吉区 我孫子東第６ 2018 我孫子東第６ 我孫子東１丁目２番外 51 51

住吉区 我孫子東第７ 2028 我孫子東第７ 我孫子２丁目１番外 34 34

住吉区 我孫子東第７ 8001 我孫子東第７－３ 我孫子２丁目３番 29 29

住吉区 我孫子東第７ 9268 我孫子東第７－４ 我孫子東１丁目１２番 25 25

住吉区 我孫子東第７ 8003 我孫子東第７－５ 我孫子東１丁目１３番 51 28 23

住吉区 我孫子東第７ 8021 我孫子東第７－６ 我孫子東１丁目８番 16 16 0

住吉区 我孫子東第７ 8025 我孫子東第７－７ 我孫子東１丁目５番１３号 47 46 1

住吉区 我孫子南 8027 我孫子南 我孫子東３丁目１０番 12 12 0

住吉区 我孫子南 8014 我孫子南２ 我孫子東３丁目８番 60 60 0

住吉区 我孫子南 8024 我孫子南３ 我孫子東３丁目１３番 46 46 0

住吉区 我孫子南 8020 我孫子南４ 我孫子東３丁目１２番 8 8 0

住吉区 我孫子南 8034 我孫子南５ 我孫子東３丁目１１番 40 40 0

住吉区 我孫子南 8011 我孫子南６ 我孫子東３丁目１０番 30 28 2

住吉区 我孫子南 8012 我孫子南７ 我孫子東３丁目６番 46 44 2

住吉区 我孫子南 8004 我孫子南８ 我孫子東３丁目５番 44 34 10

住吉区 我孫子南 8030 我孫子南９ 我孫子東３丁目７番 50 50 0

住吉区 苅田 8008 苅田 苅田９丁目１７番 22 20 2

住吉区 山之内 2014 山之内 山之内４丁目１３番 13 13

住吉区 山之内 2032 山之内２ 山之内４丁目１１番 7 7

住吉区 山之内 2013 山之内３ 山之内４丁目１０番 13 13

住吉区 山之内 2009 山之内４ 山之内４丁目９番 15 15

住吉区 山之内 2010 山之内５ 山之内４丁目８番 10 4 6 時間貸し№8～12（9は欠番）

住吉区 山之内 2002 山之内６ 山之内４丁目７番 10 10

住吉区 山之内 2001 山之内７ 山之内４丁目７番 5 5

住吉区 山之内 2011 山之内８ 山之内４丁目６番 4 4

住吉区 山之内 2012 山之内９ 山之内４丁目５番 12 12

住吉区 山之内 2034 山之内１０ 山之内４丁目１４番 35 12 23 時間貸し№16～27

住吉区 山之内北 2024 山之内北 山之内１丁目９番 13 13

住吉区 山之内北 8038 山之内北 山之内１丁目９ 7 4 3 時間貸し№16～19

住吉区 住吉 8054 住吉 帝塚山東５丁目３番 54 54

住吉区 住吉 8053 住吉－１０ 帝塚山東５丁目７番外 20 20

住吉区 住吉 8056 住吉－１７第１ 万代６丁目７番 39 39

住吉区 住吉 8057 住吉－１７第２ 万代６丁目７番 36 4 32 時間貸し№9～12

住吉区 住吉 8055 住吉三角地 帝塚山東５丁目４番 18 11 3 4
時間貸し№1～5,№11～15,№19、
閉鎖№16～18（3台）

住吉区 上住吉 8051 上住吉 上住吉１丁目７番 34 11 23 時間貸し№20～30

住吉区 上住吉 8052 上住吉－第２ 上住吉１丁目１番 47 9 38 時間貸し№35,№36,№41～47

①

②

③



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

住吉区 杉本 8006 杉本 杉本１丁目２番 27 26 1

住吉区 千躰 8015 千躰 千躰２丁目３番 31 30 1

住吉区 浅香西 8076 浅香西－１ 浅香２丁目１番 9 9

住吉区 浅香中 8075 浅香－第１ 浅香２丁目２番 55 55

住吉区 浅香南 8071 浅香－第２ 浅香１丁目３番 33 33

住吉区 浅香西 8058 浅香－第５ 浅香２丁目１番１１ 33 33

住吉区 浅香第３ 8059 浅香－第６Ａ 浅香２丁目３番１ 9 9

住吉区 浅香第３ 8060 浅香－第６Ｂ 浅香２丁目３番１ 7 7

住吉区 浅香第３ 8061 浅香－第７ 浅香２丁目３番 11 11

住吉区 浅香第２ 8062 浅香－第８ 浅香１丁目２番５ 12 12

住吉区 浅香第２ 8063 浅香－第９ 浅香１丁目２番 24 24

住吉区 浅香 8064 浅香－第１０ 浅香２丁目１番９ 8 8

住吉区 浅香南 8065 浅香－第１１ 浅香１丁目５番３６ 10 10 出入り口施錠中

住吉区 浅香第３ 8066 浅香－第１３ 浅香２丁目２番４８ 6 6 0 民間月極№1,時間貸し№2～6

住吉区 浅香南 8069 浅香－第１６ 浅香１丁目３番４ 26 8 18 時間貸し№8～15

住吉区 大領 2021 大領 大領５丁目９番 5 5

住吉区 大領東 2022 大領東 大領５丁目２番外 16 4 12 時間貸し№12～15

住吉区 大領北 2023 大領北 大領４丁目８番 10 10

住吉区 長居 2015 長居 長居１丁目１５番 34 34

住吉区 長居西 2020 長居西 長居西３丁目２番 20 20

住吉区 東長居 2029 東長居 長居東３丁目２０番 17 17

住吉区 東長居 9003 東長居 長居東３丁目２０番 22 6 16 時間貸し№25～30

住吉区 東長居第２ 8018 東長居第２ 長居東４丁目１９番 10 10

住吉区 南住吉第１ 8031 南住吉第１－２ 南住吉４丁目１０番 67 64 3

住吉区 南住吉第１ 8026 南住吉第１－３ 南住吉４丁目１３番３ 62 60 2

住吉区 南住吉第１ 8036 南住吉第１－５ 南住吉４丁目９番 34 28 6

住吉区 南住吉第４ 8016 南住吉第４ 南住吉３丁目７番外 18 5 13 時間貸し№10～14

住吉区 南住吉第５ 8007 南住吉第５ 南住吉２丁目１１番 31 4 27 民間月極№1～4

住吉区 南住吉第５ 8019 南住吉第５－２ 南住吉２丁目１２番 48 48 0

住吉区 南住吉第５ 8029 南住吉第５－５ 南住吉２丁目１３番 51 48 3

住吉区 南住吉第６ 8033 南住吉第６ 南住吉２丁目１５番 11 4 7 時間貸し№1,2,12,13

住吉区 南住吉第７ 2003 南住吉第７ 南住吉２丁目２０番 20 20

住吉区 南住吉第７ 2019 南住吉第７－２ 南住吉２丁目２１番 6 6

住吉区 南住吉第８ 2004 南住吉第８ 南住吉２丁目１９番外 40 40

住吉区 南住吉第９ 2005 南住吉第９ 南住吉１丁目２１番 17 17

住吉区 南住吉第９ 9002 南住吉第９ 南住吉１丁目２１番 15 7 8 時間貸し№23～29

住吉区 南住吉第９ 2006 南住吉第９－２ 南住吉１丁目１４番 19 19

住吉区 南住吉第９ 2007 南住吉第９－３ 南住吉１丁目１３番 18 5 13 時間貸し№16～20

住吉区 南住吉第９ 9001 南住吉第９－３ 南住吉１丁目１３番 14 14

住吉区 南住吉第９ 2008 南住吉第９－４ 南住吉１丁目１２番 21 21

住吉区 万代 8023 万代 万代２丁目９番 33 22 11

住吉区 長居第２【旧府営】 0048 長居第２ 長居東３丁目１０番 75 6 69 時間貸し№47～52

住吉区 鶴ヶ丘【旧府営】 0049 鶴ヶ丘 長居１丁目１１番 235 49 186
時間貸し№132～140,№211～240,№
313～317,№323～327

住吉区 長居１丁目【旧府営】 0050 長居１丁目 長居１丁目１４番 55 11 44 時間貸し№5～15

住吉区 墨江【旧府営】 0051 墨江 墨江２丁目３番２２号 22 7 15 時間貸し№15～21

住吉区 清水丘【旧府営】 0052 清水丘 清水丘３丁目５番 44 5 39 時間貸し№39～43

住吉区 遠里小野第２【旧府営】 0053 遠里小野第２ 遠里小野７丁目６番２９号 35 6 29 時間貸し№2～7

住吉区 苅田南【旧府営】 0054 苅田南 苅田９丁目１０番 71 9 62 時間貸し№1～9

住吉区 苅田北【旧府営】 0065 苅田北 苅田４丁目１０番 169 15 154 時間貸し№88～102

住吉区 長居西第２【旧府営】 0066 長居西第２ 長居西１丁目４番 95 6 89 時間貸し№38～43

45 団地 102 か所 3,163 222 945 1,996

⑦

④

⑤

⑥



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

住之江区 御崎 2101 御崎 御崎４丁目４番 9 9

住之江区 御崎 9102 御崎 御崎４丁目４番 4 4

住之江区 御崎 8103 御崎１ 御崎４丁目１０番 28 10 18 時間貸し№1～9,№28

住之江区 御崎 2102 御崎２ 御崎２丁目８番 22 8 14 時間貸し№27～34

住之江区 御崎 9107 御崎２ 御崎２丁目８番 10 10

住之江区 御崎 2103 御崎３ 御崎４丁目８番外 80 3 77 時間貸し№82～84

住之江区 御崎 9108 御崎３ 御崎４丁目８番外 8 4 4 時間貸し№173～176

住之江区 御崎 2104 御崎４ 御崎２丁目１４番外 37 37

住之江区 御崎 9104 御崎４ 御崎２丁目１４番外 15 7 8 時間貸し№166～172

住之江区 御崎 2105 御崎５ 御崎４丁目１９ 16 16

住之江区 御崎 9105 御崎５ 御崎４丁目１９番 5 5

住之江区 御崎 2106 御崎６ 御崎４丁目２３ 10 10

住之江区 御崎 9106 御崎６ 御崎４丁目２３番 7 7

住之江区 御崎 9112 御崎８ 御崎２丁目１４番 8 8

住之江区 御崎 9111 御崎９ 御崎２丁目９番 4 4

住之江区 御崎 8104 御崎１３ 御崎２丁目１３番 9 9

住之江区 御崎第２ 2107 御崎第２ 御崎６丁目７ 14 14

住之江区 新北島 2111・2112 新北島 新北島４丁目１番外 69 6 63 時間貸し№70～75

住之江区 新北島第２ 2113 新北島第２ 新北島８丁目２番 12 12

住之江区 西住之江 2114 西住之江 西住之江３丁目６外 63 6 57 時間貸し№1～7（№4は欠番）

住之江区 大和川 2115 大和川 北島１丁目１５番 83 83

住之江区 大和川 2116 大和川２ 北島３丁目１７番 4 4

住之江区 大和川 2117 大和川３ 御崎７丁目１５番 4 4

住之江区 大和川 2118 大和川４ 御崎７丁目１５番 19 19

住之江区 大和川 2119 大和川５ 北島３丁目１９番 6 6

住之江区 大和川 2120 大和川６ 御崎７丁目１４番 16 7 9 時間貸し№1～8（№4は欠番）

住之江区 大和川 8106 大和川７ 北島３丁目１７番 3 3

住之江区 大和川 9243 大和川８ 北島１丁目４番外 96 18 78 時間貸し№81～94,№95～98

住之江区 中加賀屋 2123 中加賀屋 中加賀屋１丁目９ 12 12

住之江区 中加賀屋 9109 中加賀屋 中加賀屋１丁目９番外 10 10

住之江区 中加賀屋 2124 中加賀屋２ 中加賀屋１丁目１２ 16 16

住之江区 中加賀屋 2125 中加賀屋３ 中加賀屋１丁目１３ 34 34

住之江区 中加賀屋 8108 中加賀屋４ 中加賀屋１丁目１６ 18 18

住之江区 中加賀屋 2127 中加賀屋５ 中加賀屋２丁目７４ 6 6

住之江区 中加賀屋 9113 中加賀屋５ 中加賀屋２丁目１２番 4 4

住之江区 中加賀屋 2128 中加賀屋６ 中加賀屋１丁目３番 12 12

住之江区 中加賀屋 2129 中加賀屋７ 中加賀屋１丁目１７番 15 15

住之江区 中加賀屋 2130 中加賀屋８ 中加賀屋１丁目６番 12 12

住之江区 中加賀屋 8109 中加賀屋８ 中加賀屋１丁目６番 9 9

住之江区 中加賀屋 8107 中加賀屋９ 中加賀屋２丁目１３ 10 10

住之江区 中加賀屋 2132 中加賀屋１０ 中加賀屋１丁目１番 22 22

住之江区 中加賀屋 2133 中加賀屋１１ 中加賀屋１丁目１６ 20 20

住之江区 中加賀屋 9110 中加賀屋１１ 中加賀屋１丁目１６番 1 1

住之江区 中加賀屋 2134 中加賀屋１２ 西加賀屋１丁目２番２ 48 48

住之江区 中加賀屋 2135 中加賀屋１３ 中加賀屋１丁目２１－２ 32 32

住之江区 東加賀屋 2121 東加賀屋 東加賀屋１丁目１５番 75 9 66 時間貸し№15,№73～80

住之江区 東加賀屋 8111 東加賀屋 東加賀屋１丁目１５番外 6 6 0 民間月極№115～120

住之江区 東加賀屋 9101 東加賀屋 東加賀屋１丁目１５番外 34 34

住之江区 南港 8105 南港１ 南港東１丁目７番６９号 5 5

住之江区 敷津浦 8102 敷津浦 御崎５丁目７番 36 9 27 時間貸し№1～9

住之江区 敷津浦第２ 8110 敷津浦第２－１ 御崎７丁目１番 31 4 27 時間貸し№28～31

住之江区 平林南 2108 平林南 平林南２丁目２番 42 42

住之江区 平林南第２ 2109 平林南第２ 平林南２丁目３番 19 19

住之江区 平林南第２ 2110 平林南第２－２ 平林南２丁目６番 18 18

住之江区 平林南第３ 2136 平林南第３ 平林南２丁目９番 23 23

住之江区 平林南第３ 9103 平林南第３ 平林南２丁目９番 14 14

住之江区 北加賀屋 8101 北加賀屋 北加賀屋１丁目５番８ 7 7

住之江区 北加賀屋第５ 2122 北加賀屋第５ 北加賀屋５丁目６番 31 31

住之江区 住之江【旧府営】 0046 住之江 住之江３丁目１１番 62 15 47 時間貸し№10～18,№23～28

住之江区 柴谷【旧府営】 0047 柴谷 柴谷２丁目１番 223 55 168
時間貸し№1～17,№69～85,№109～
128,№213

18 団地 60 か所 1,568 167 0 1,401

②

③

④

①

⑤



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

城東区 関目 1319 関目 関目６丁目１１番 15 15

城東区 古市 1320 古市 関目２丁目１８番 96 96

城東区 古市第２ 4304 古市第２ 関目２丁目１０番 12 12

城東区 古市東 7307 古市東 古市２丁目５番 120 120 0

城東区 古市東 7309 古市東３－４ 古市２丁目５番外 106 94 12

城東区 古市東 9256 古市東６ 古市２丁目６番 45 11 16 18 時間貸し№19～21，38～45

城東区 古市東 7310 古市東８－９ 古市２丁目６番 23 23

城東区 古市東 7311 古市東１０ 古市２丁目９番 29 29

城東区 古市南 1303 古市南 古市１丁目５番 40 40

城東区 古市南 7312 古市南 古市１丁目５番 26 7 19 時間貸し№63～66、民間月極№67～69

城東区 古市南第２ 1304 古市南第２ 古市１丁目１７番 28 4 24 時間貸し№22～25

城東区 古市南第３ 1305 古市南第３ 古市１丁目９番 6 6

城東区 古市南第３ 4303 古市南第３ 古市１丁目９番 9 9

城東区 古市北 1306 古市北 古市３丁目１０番 16 16

城東区 古市北第２ 1307 古市北第２ 古市３丁目３番 8 8

城東区 今福南 9241 今福南－１ 今福南４丁目１０番外 94 94

城東区 今福南第２ 1314 今福南第２ 今福南４丁目６番 35 35

城東区 鴫野 1308 鴫野 鴫野西５丁目３番 24 24

城東区 鴫野 1309 鴫野２ 鴫野西５丁目３番 52 4 48 時間貸し№39～41,№54

城東区 鴫野 1310 鴫野（軽） 鴫野西５丁目３番 2 2

城東区 鴫野第２ 1311 鴫野第２ 鴫野西３丁目６番Ａ 94 7 87 時間貸し№53～59

城東区 鴫野第２ 1312 鴫野第２－２ 鴫野西３丁目６番Ｂ 56 4 52 時間貸し№1～5（№4は欠番）

城東区 鴫野西 1313 鴫野西 鴫野西４丁目５番 3 3

城東区 鴫野西 4301 鴫野西 鴫野西４丁目５番 5 5

城東区 中浜 1315 中浜 森之宮２丁目６番１８ 10 10 0
時間貸し№1～10（№4,9欠番）＋空地に2
区画増設（CP事業者による）

城東区 中浜 4302 中浜 森之宮２丁目６番１８ 4 4

城東区 放出西 1316 放出西 放出西３丁目１５番 43 5 38 時間貸し№12～16

城東区 放出西 1317 放出西２ 放出西３丁目１３番 33 33

城東区 放出西 1318 放出西３ 放出西３丁目１６番 28 28

城東区 野江 7303 野江 野江１丁目１８－３ 30 28 2

城東区 野江 9275 野江－２ 野江１丁目９ 6 6

城東区 野江第２ 7304 野江第２ 野江１丁目２０番 28 28 0

城東区 野江第２ 7305 野江第２－２ 野江１丁目１９番 24 24 0

城東区 野江第２ 7306 野江第２－３ 野江１丁目１８番 27 24 3

城東区 野江北 7302 野江北 野江２丁目１１ 12 12

城東区 今福中 9240 今福中－１ 今福東１丁目２番 10 10

城東区 今福北【旧府営】 0037 今福北 今福東３丁目７番 72 5 67 時間貸し№320～324

城東区 今福中第２【旧府営】 0038 今福中第２ 今福東１丁目１１番 84 7 77 時間貸し№701～707

城東区 すみれ【旧府営】 0039 すみれ 今福東３丁目１２番 189 39 150
時間貸し№122～130,437～439,450～456,506
～510、512～513,237～239,250～259

城東区 すみれ北【旧府営】 0040 すみれ北 古市１丁目２０番 22 6 16 時間貸し№17～22

城東区 今福南第３【旧府営】 0064 今福南第３ 今福南４丁目８ 187 33 154 時間貸し№101～126№304～310

城東区 諏訪【旧府営】 0067 諏訪 諏訪２丁目６番 24 24

26 団地 42 か所 1,777 142 334 1,301

生野区 勝山南 7703 勝山南 勝山南３丁目１１番 10 4 6 時間貸し№7～10

生野区 生野東 7704 生野東１ 生野東１丁目５番 25 25

生野区 生野東 7706 生野東８ 生野東４丁目２番８ 11 11

生野区 生野東 7705 生野東９ 生野東４丁目１番 16 16

生野区 生野東 7701 生野東１１ 生野東４丁目１番 63 8 33 22 時間貸し№1～10（4,9欠番）,№33～66（33台）閉鎖

生野区 巽伊賀 1702 巽伊賀 巽東２丁目１８番 13 13

生野区 巽北 7702 巽北 巽北２丁目１６番１５ 12 12 0

生野区 田島 1701 田島 舎利寺２丁目１２番 26 8 18 時間貸し№1～10（№4,9欠番）

5 団地 8 か所 176 20 45 111

①

②

③

①



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

西成区 ひらき 7965 ひらき 中開３丁目３番 68 68

西成区 ひらき西 7972 ひらき西－第２ 中開３丁目５番 28 8 20 時間貸し№14～21

西成区 岸之里 1905 岸之里 岸里東１丁目３０ 7 7

西成区 岸之里 7908 岸之里２ 岸里東２丁目1３番 3 3 0 時間貸し№10～12

西成区 岸之里 4903 岸之里 岸里東１丁目３０外 8 8

西成区 出城通第４ 7973 出城 出城３丁目３番 26 26

西成区 出城西 7975 出城西－１ 南開２丁目５番 27 11 16 時間貸し№1～8,№25～27

西成区 出城西 7976 出城西－２ 出城３丁目５番 31 12 19 時間貸し№16～21,№26～31

西成区 出城第１ 7970 出城第１ 出城３丁目３番 16 9 7 時間貸し№1～9

西成区 出城第２ 7974 出城第２ 出城３丁目１番 16 16

西成区 出城第３ 7906 出城第３－１ 南開２丁目４番 6 6

西成区 出城通第５ 7952 出城通第４・第５ 出城３丁目４番 25 25

西成区 出城東 7966 出城東－第１ 出城１丁目８番 11 11

西成区 出城東第２ 7979 出城東第２－１ 出城１丁目８番 12 12

西成区 松之宮 7964 松之宮 旭２丁目７番 18 18

西成区 松之宮 7977 松之宮－第２ 旭２丁目７番 16 11 5 時間貸し№1～11

西成区 千本 1910 千本 千本中１丁目１１番 11 11

西成区 千本 4905 千本 千本中１丁目１１番 4 4

西成区 千本中 1904 千本中 千本中２丁目９番外 18 6 12 時間貸し№16～22（№19は欠番）

西成区 千本中 7905 千本中 千本中２丁目１０番 8 8

西成区 中開東 7955 中開 中開３丁目４番 9 9

西成区 中津守 1903 中津守 津守３丁目１番 35 35

西成区 中津守 4902 中津守 津守３丁目１番 19 19

西成区 長橋第１ 7968 長橋第１ 長橋２丁目１番 24 24 出入り口施錠中

西成区 長橋第３ 7953 長橋第３ 長橋３丁目１番 64 23 41 時間貸し№15～22,№35～49

西成区 長橋第４ 7954 長橋第４ 長橋１丁目８番 14 14

西成区 長橋第４ 7962 長橋第４－第２ 長橋１丁目１１番 24 16 8 時間貸し№9～24

西成区 長橋第５ 7969 長橋第５ 長橋１丁目９番 89 8 81 時間貸し№1～8

西成区 長橋第６ 7978 長橋第６－１ 長橋２丁目５番 11 11

西成区 津守 7907 津守 北津守２丁目５番 35 14 21 時間貸し№1～13、№18

西成区 津守第３ 7901 津守第３ 津守１丁目１２番 16 16 0

西成区 南開第１ 7956 南開第１ 南開２丁目６番 9 9

西成区 南津守 1907 南津守 南津守６丁目２番 6 6

西成区 南津守 1908 南津守２ 南津守６丁目２番 6 6

西成区 南津守第１ 1902 南津守第１ 南津守２丁目２番 10 10

西成区 南津守第１ 4904 南津守第１ 南津守２丁目２番 8 8

西成区 南津守第１ 9219 南津守第１ 南津守２丁目２番 12 3 9 時間貸し№28～30

西成区 南津守第２ 7902 南津守第２ 南津守６丁目３番 125 86 39

西成区 南津守第３ 7903 南津守第３ 南津守１丁目１番 60 60 0

西成区 南津守第４ 7904 南津守第４ 南津守２丁目４番 105 88 17

西成区 北開 7957 北開・中開東 北開１丁目１番 40 40 出入り口施錠中

西成区 北津守 7971 北津守 北津守１丁目６番 10 10

西成区 北津守 7980 北津守－２ 北津守１丁目６番 6 6

西成区 北津守第３ 7960 北津守第３ 北津守３丁目９番外 68 68

西成区 松【旧府営】 0062 松 松１丁目３番１号 26 8 18 時間貸し№16～23

33 団地 45 か所 1,190 132 250 808

①

②

③

④



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

西淀川区 歌島 0311 歌島 歌島４丁目２番外 38 38

西淀川区 歌島 3302 歌島 歌島４丁目２番外 5 5

西淀川区 歌島北 0312 歌島北 歌島４丁目８番 9 9

西淀川区 歌島北 6309 歌島北 歌島４丁目８番 10 10

西淀川区 御幣島 0302 御幣島 御幣島６丁目１０番 38 38

西淀川区 御幣島 3305 御幣島 御幣島６丁目１０番 19 10 9 時間貸し№39～49（№42欠番）

西淀川区 御幣島 0303 御幣島２ 御幣島６丁目７番 45 45

西淀川区 御幣島 3304 御幣島２ 御幣島６丁目７番外 15 5 10 時間貸し№61～65

西淀川区 御幣島西 0308 御幣島西 御幣島４丁目１８番 8 8

西淀川区 御幣島東 0304 御幣島東 御幣島３丁目９番 38 38

西淀川区 御幣島東 0309 御幣島東２ 御幣島３丁目１０番 23 4 19 時間貸し№22～25

西淀川区 出来島 0305 出来島 出来島３丁目３番 25 25

西淀川区 出来島 3303 出来島 出来島３丁目３番 11 11

西淀川区 神崎川 6304 神崎川 千舟３丁目４番 25 14 11 時間貸し№1～15（№11除く）

西淀川区 大野 6302 大野 大野３丁目７番－１１ 20 8 12 時間貸し№15～22

西淀川区 大和田第１ 6308 大和田第１－１ 大和田５丁目３番 31 10 21 時間貸し№22～31

西淀川区 大和田第１ 6311 大和田第１－２ 大和田５丁目２番 26 10 16 時間貸し№13～22

西淀川区 大和田第３ 0301 大和田第３ 大和田２丁目５番 66 33 33
時間貸し№1～14（№4,9欠番）,62～70、
民間月極№50～61

西淀川区 大和田第３ 9245 大和田第３－１ 大和田２丁目４番 29 29

西淀川区 大和田第３ 6301 大和田第３－６ 大和田２丁目４番 10 5 5 時間貸し№7～12（№9欠番）

西淀川区 中島第３ 0306 中島第３ 中島１丁目１２番 5 5

西淀川区 中島第３ 3301 中島第３ 中島１丁目１２番 3 3

西淀川区 佃第２ 6303 佃第２ 佃４丁目４番 50 7 43 時間貸し№31～34,№57～59

西淀川区 柏里 6306 柏里１ 柏里３丁目６５番 29 10 19 時間貸し№25～36（29,34欠番）

西淀川区 柏里第２ 6307 柏里１－２ 柏里３丁目６５番外 44 34 10
時間貸し№37・38,50～53,55～58,60～
63,65～88（№69,74,79,84欠番）

西淀川区 柏里第２ 0307 柏里第２ 柏里３丁目９番 30 30

西淀川区 柏里第２ 0310 柏里第２－２ 柏里３丁目２番 21 21

西淀川区 柏里第２ 0313 柏里第２－３ 柏里３丁目１番 9 9

西淀川区 姫島第１ 6305 姫島第１ 姫島６丁目１０番 16 12 4 時間貸し№5～16

西淀川区 姫里 6310 姫里-１ 姫里１丁目３番 3 3

西淀川区 姫島 9232 姫島-１ 姫島６丁目５番-２０ 19 19

西淀川区 福第２ 9233 福第２-１ 福町２丁目１２番 22 22

西淀川区 歌島第２【旧府営】 0008 歌島第２ 歌島３丁目６番 150 6 144 時間貸し№1～6

西淀川区 姫島第３【旧府営】 0009 姫島第３ 姫島６丁目９番３８号 40 5 35 時間貸し№16～20

西淀川区 出来島第２【旧府営】 0010 出来島第２ 出来島１丁目３番 95 17 78 時間貸し№43～52,№1～7

21 団地 35 か所 1,027 190 0 837

大正区 三軒家 0402 三軒家 泉尾２丁目９番 78 6 72 時間貸し№63～68、管理外区画№11～15

大正区 三軒家 6403 三軒家－１ 泉尾２丁目６番 36 4 32 時間貸し№33～36

大正区 小林 6404 小林1 小林東３丁目２２番・平尾４丁目１番 33 33

大正区 小林 0405 小林２ 平尾２丁目２４番 28 28

大正区 小林 0406 小林３ 小林東２丁目１２番 18 18

大正区 小林 9237 小林４ 小林２丁目１２番外 35 35

大正区 千島第２ 9224 千島第２－１ 千島３丁目９番 27 4 23 時間貸し№13～16

大正区 泉尾 3402 泉尾 泉尾４丁目１９番 25 4 21 時間貸し№12～15

大正区 泉尾第４ 6401 泉尾第４－１ 泉尾７丁目１３番 300 39 261
時間貸し№47～55,№80～84,№276～
288,№293～304

大正区 泉尾第５ 0408 泉尾第５ 泉尾７丁目１２番１ 65 7 58 時間貸し№1～3,№5～8

大正区 大浪 9230 大浪－１ 三軒家東２丁目５番 32 32

大正区 鶴町 3401 鶴町 鶴町４丁目２番 33 33

大正区 鶴町 9251 鶴町－１ 鶴町４丁目２番 57 57

大正区 鶴町第２ 9218 鶴町第２－１ 鶴町１丁目７番 88 10 78 時間貸し№71～75,№76～80

大正区 鶴町第３ 0401 鶴町第３ 鶴町３丁目２２番 19 19

大正区 鶴町第６ 3404 鶴町第６ 鶴町４丁目１１番 22 22

大正区 鶴町第８ 0409 鶴町第８ 鶴町１丁目１２番 24 24

大正区 鶴町第８ 3403 鶴町第８ 鶴町１丁目１２番 24 24

大正区 鶴町第９ 6402 鶴町第９－１ 鶴町２丁目２０番３４号 38 38

大正区 北村 0407 北村 北村２丁目１４番 8 8

14 団地 20 か所 990 74 0 916

②

①

②

①



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

鶴見区 茨田諸口西 1413 茨田諸口西 諸口３丁目２番 30 30

鶴見区 茨田諸口東 1412 茨田諸口東 中茶屋１丁目１７番２０ 5 5

鶴見区 茨田大宮 7409 茨田大宮１６ 茨田大宮４丁目３４番 21 21

鶴見区 茨田大宮 7413 茨田大宮１７ 茨田大宮４丁目３４番 30 9 21 時間貸し№11～19

鶴見区 茨田大宮 7410 茨田大宮１８ 茨田大宮４丁目２８番 124 110 14

鶴見区 茨田大宮西 1436 茨田大宮西 茨田大宮１丁目１０ 29 29

鶴見区 茨田大宮第１ 7419 茨田大宮第１－１ 茨田大宮４丁目３０番 66 5 61 時間貸し№8～12

鶴見区 茨田大宮第１ 9264 茨田大宮第１－３ 茨田大宮４丁目４０番 4 4

鶴見区 茨田大宮第２ 4401 茨田大宮第２ 茨田大宮４丁目３番外 98 6 92 時間貸し№34～39

鶴見区 茨田大宮第２ 7415 茨田大宮第２ 茨田大宮４丁目３番外 55 55

鶴見区 茨田大宮第２ 7404 茨田大宮第２－２ 茨田大宮４丁目２３番 87 70 17

鶴見区 茨田大宮第２ 7408 茨田大宮第２－３ 茨田大宮４丁目２３番 64 64 0

鶴見区 茨田大宮第２ 7414 茨田大宮第２－２２ 茨田大宮４丁目２３番 66 66

鶴見区 茨田大宮第２ 7412 茨田大宮第２－２３ 茨田大宮４丁目４番 20 6 14 時間貸し№17～22

鶴見区 茨田大宮第２ 7411 茨田大宮第２－２４ 茨田大宮４丁目１番 15 15

鶴見区 茨田大宮第２ 9267 茨田大宮第２－２５ 茨田大宮４丁目１５番 4 4

鶴見区 茨田大宮第３ 1440 茨田大宮第３ 茨田大宮３丁目４番 66 14 52 時間貸し№1～8（№4欠番）,№26～32

鶴見区 茨田大宮第３ 7405 茨田大宮第３－２ 茨田大宮３丁目８番 68 64 4

鶴見区 茨田大宮第３ 7407 茨田大宮第３－４ 茨田大宮３丁目８番 64 60 4

鶴見区 茨田大宮第３ 7406 茨田大宮第３－５ 茨田大宮３丁目３番 32 32 0

鶴見区 茨田南 1430 茨田南 諸口１丁目４番外 127 8 119 時間貸し№121～128

鶴見区 茨田南 1434 茨田南２ 諸口１丁目１０番 46 46

鶴見区 茨田南 4410 茨田南２ 諸口１丁目１０番 18 18

鶴見区 茨田南 1435 茨田南３ 諸口１丁目１３番 23 6 17 時間貸し№7～13（№9欠番）

鶴見区 茨田南 4411 茨田南３ 諸口１丁目１３番 7 7

鶴見区 茨田南 1438 茨田南４ 諸口１丁目１２番 8 8

鶴見区 横堤第１ 1415 横堤第１ 横堤３丁目１０番 40 4 36 民間月極№38～41

鶴見区 横堤第２ 1416 横堤第２ 横堤１丁目１１番 36 36

鶴見区 横堤第２ 7416 横堤第２ 横堤１丁目１１番 32 32

鶴見区 横堤北 7418 横堤北-１ 横堤４丁目１２番 21 21

鶴見区 横堤北 7420 横堤北-２ 横堤４丁目１２番 30 13 17 時間貸し№18～30

鶴見区 今津中 1420 今津中 今津中３丁目５ 29 29

鶴見区 今津中 1421 今津中２ 今津中３丁目３ 22 22

鶴見区 今津中 1422 今津中３ 今津中３丁目１ 29 29

鶴見区 今津北 1428 今津北 今津北２丁目１－１ 32 32

鶴見区 今津北 4403 今津北 今津北２丁目１－１ 25 6 19 時間貸し№55～60

鶴見区 諸口 1437 諸口 諸口４丁目９番 41 41

鶴見区 諸口 4407 諸口 諸口４丁目９番 24 24

鶴見区 諸口 1439 諸口２ 諸口４丁目１１番 38 38

鶴見区 諸口 4408 諸口２ 諸口４丁目１１番 16 7 9 時間貸し№41～45（№42欠番）,№55～57

鶴見区 諸口南 7401 諸口南 諸口２丁目６番 16 16

鶴見区 諸口南 9271 諸口南２ 諸口２丁目９番 80 80

鶴見区 諸口南 7403 諸口南３ 諸口２丁目１２番 101 101

鶴見区 諸口北 1425 諸口北 諸口６丁目４番 40 40

鶴見区 諸口北 1426 諸口北２ 諸口６丁目５番 43 12 31 時間貸し№68～79

鶴見区 諸口北 1427 諸口北３ 諸口６丁目５番 73 15 58
民間月極№1～10（№4,9欠番）№52～
55,（新設Ｈ30.11）№76～78

鶴見区 中茶屋 1423 中茶屋 中茶屋１丁目４番外 29 29

鶴見区 鶴見 1401 鶴見 鶴見２丁目８番 50 10 40 時間貸し№38～50（42,44,49欠番）

鶴見区 鶴見 4405 鶴見 鶴見２丁目８番 15 15

鶴見区 鶴見 1402 鶴見２ 鶴見２丁目７番 43 5 38 時間貸し39～45（42,44は欠番）

鶴見区 鶴見 4406 鶴見２ 鶴見２丁目７番 14 14 0 時間貸し№48～61

鶴見区 鶴見 1403 鶴見３ 鶴見１丁目２番 25 25

鶴見区 鶴見 4402 鶴見３ 鶴見１丁目２番 7 7

鶴見区 鶴見第２ 1404 鶴見第２ 鶴見２丁目１６番外 41 4 37 時間貸し№16～19

鶴見区 鶴見第２ 1405 鶴見第２－２ 鶴見２丁目１９番 4 4 0 時間貸し№1～5（№4欠番）

鶴見区 鶴見第２ 1406 鶴見第２－３ 鶴見２丁目２１番 18 18

鶴見区 鶴見第２ 1407 鶴見第２－４ 鶴見２丁目２２番 22 22

鶴見区 鶴見北 1418 鶴見北 鶴見５丁目６番 31 4 27 時間貸し№19～22

鶴見区 鶴見北 1419 鶴見北２ 鶴見５丁目９番 28 28

鶴見区 鶴見北 1424 鶴見北３ 鶴見５丁目９番 81 5 76 時間貸し№80～84

鶴見区 鶴見北 1431 鶴見北４ 鶴見５丁目１１番 10 10

鶴見区 鶴見北 4409 鶴見北４ 鶴見５丁目１１番 15 15

鶴見区 鶴見北 1432 鶴見北５ 鶴見５丁目８番 28 28

鶴見区 徳庵 1429 徳庵 徳庵２丁目５番 34 34

鶴見区 放出東 1408 放出東 放出東２丁目５番 31 31

鶴見区 放出東 1409 放出東２ 放出東３丁目２番 22 22

鶴見区 放出東 1410 放出東３ 放出東２丁目５番 20 20

鶴見区 放出東 1411 放出東４ 放出東３丁目２番 20 20

鶴見区 放出東 7417 放出東４ 放出東３丁目２番 12 12

鶴見区 緑 1414 緑 緑１丁目１０番外 34 5 29 時間貸し№15～19

鶴見区 緑 4404 緑 緑１丁目１０番外 30 30

鶴見区 横堤【旧府営】 0041 横堤 横堤２丁目２１番 76 19 57 時間貸し№9～18,73～81

鶴見区 諸口第２【旧府営】 0042 諸口第２ 諸口６丁目６番 43 16 27 時間貸し№7～16,36～41

鶴見区 焼野【旧府営】 0043 焼野 焼野１丁目１番 196 24 172 時間貸し№50～67,183～188

26 団地 73 か所 2,924 221 400 2,303

①

②

③
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行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

天王寺区 空清 7602 空清 空清町８番 27 24 3

天王寺区 空堀 7605 空堀３ 空清町８番 3 3

天王寺区 勝三 4601 勝三 烏ヶ辻２丁目７番外 10 10

天王寺区 小宮 7603 小宮-１ 小宮町５番 39 32 7

天王寺区 小宮 7604 小宮-２ 小宮町２番 17 17

天王寺区 堂ヶ芝 7601・7606 堂ヶ芝１１ 堂ヶ芝２丁目１２番 68 44 24

天王寺区 勝山第１ 9260 勝山第１－１ 勝山２丁目１６番７ 13 13

天王寺区 筆ヶ崎【旧府営】 0007 筆ヶ崎 筆ヶ崎町６番４１号 139 67 72 時間貸し№45～56,59～67,91～136

7 団地 8 か所 316 67 100 149

都島区 御幸 1204 御幸 御幸町１丁目１０番 35 35

都島区 御幸 4205 御幸 御幸町２丁目５番 7 7

都島区 御幸 1205 御幸２ 御幸町２丁目４番 23 4 19 時間貸し№101～105（№104欠番）

都島区 御幸 4203 御幸２ 御幸町２丁目４番 28 10 18 時間貸し№808～818（№809欠番）

都島区 御幸 1206 御幸３ 御幸町２丁目６番外 13 13

都島区 御幸 4204 御幸３ 御幸町２丁目６番外 16 16

都島区 御幸 1210 御幸４ 御幸町２丁目８番 6 6

都島区 桜宮 7206 桜宮－１ 中野町４丁目２番 4 4

都島区 都島西 1207 都島西 都島南通１丁目１５番 8 8

都島区 都島中通 7204 都島中通－１ 都島中通２丁目１番 24 8 16 民間月極№1～6,9,10

都島区 都島中通 7203 都島中通－２ 都島中通２丁目９番３１号 11 5 6 時間貸し№1～5

都島区 都島南 7205 都島南－１ 都島南通２丁目５番 5 2 3 民間月極№1～2

都島区 内代 1208 内代 内代町４丁目１番 4 4

都島区 毛馬 1201 毛馬 毛馬町２丁目１１番 60 60

都島区 毛馬 1202 毛馬２ 毛馬町２丁目１１番 38 8 30 時間貸し№1～10（№4,9は欠番）

都島区 毛馬 4202 毛馬２ 毛馬町２丁目１１番 22 22

都島区 毛馬 7202 毛馬６ 毛馬町４丁目６番 45 42 3

都島区 毛馬 1211 毛馬７ 毛馬町４丁目５ 10 10

都島区 毛馬第２ 1203 毛馬第２ 毛馬町５丁目１６番 16 6 10 時間貸し№13～18

都島区 毛馬第２ 4201 毛馬第２ 毛馬町５丁目１６番 18 18

都島区 毛馬南 7201 毛馬南 毛馬町１丁目２１番３号 12 5 7 時間貸し№10～14

都島区 友渕 1209 友渕 友渕町１丁目３番 68 68

都島区 毛馬東【旧府営】 0002 毛馬東 毛馬町５丁目１番 79 19 60 時間貸し№7～15,№69～78

都島区 毛馬西【旧府営】 0003 毛馬西 毛馬町４丁目２番 71 9 62 時間貸し№101～109

都島区 内代第２【旧府営】 0004 内代第２ 内代町２丁目１５番３０号 33 5 28 時間貸し№1～5

13 団地 25 か所 656 81 42 533

東住吉区 公園南矢田 7501 公園南矢田 公園南矢田４丁目６番 18 18

東住吉区 長居東 7503 長居東 矢田１丁目１３・１４・１５ 128 29 99 時間貸し№41～59,71～80

東住吉区 南田辺 1501 南田辺 南田辺５丁目４１ 19 19

東住吉区 矢田 7504 矢田－９ 矢田５丁目１１ 20 6 14 時間貸し№15～20

東住吉区 矢田住道第２ 7502 矢田住道第２ 住道矢田３丁目７番 16 4 12 時間貸し№15～18

東住吉区 矢田住道 7555 矢田住道－第２ 住道矢田３丁目１番 70 19 51 時間貸し№1～19,管理外区画№54～56

東住吉区 矢田 7551 矢田－西第１ 矢田５丁目１３番 11 11

東住吉区 矢田 7558 矢田－西第３ 矢田５丁目９番 8 8

東住吉区 矢田 7505 矢田中-１ 矢田６丁目１１番 24 24

東住吉区 矢田 7559 矢田中-３ 矢田６丁目１０番 29 29

東住吉区 矢田南 7553 矢田南－第１ 矢田５丁目７番 103 103

東住吉区 矢田北 7552 矢田北－第１ 矢田６丁目１番 10 10

東住吉区 矢田北 7557 矢田北－第２ 矢田６丁目５番 14 14

東住吉区 矢田部【旧府営】 0055 矢田部 公園南矢田１丁目３２番 113 113

東住吉区 矢田部【旧府営】 0056 矢田部 公園南矢田１丁目１８番 208 59 149
時間貸し№41～56,№99～107,№122
～126,№140～149,№165～183

東住吉区 上大和川【旧府営】 0057 上大和川 住道矢田１丁目２９番 87 17 70 時間貸し№12～18,№78～87

10 団地 16 か所 878 134 0 744

① 中央区 上町【旧府営】 0070 上町 上町１丁目１５ 89 16 73 時間貸し№29～44

1 団地 1 か所 89 16 0 73

① 東成区 西今里 8301 西今里－１ 東中本２丁目７ 25 12 13 時間貸し№14～25

1 団地 1 か所 25 12 0 13

①

①

②

①



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

東淀川区 井高野 6104 井高野 井高野１丁目４番 31 26 5

東淀川区 井高野 6101・6186 井高野２ 井高野１丁目４番 75 24 51

東淀川区 井高野 6102・6121 井高野３ 井高野１丁目４番 74 34 40

東淀川区 井高野 6103 井高野９ 井高野１丁目４番 28 28 0

東淀川区 井高野第２ 6111 井高野第２ 井高野１丁目３４番 41 6 35 時間貸し№141～146

東淀川区 井高野第３ 9247 井高野第３-１ 井高野４丁目２番 43 43

東淀川区 井高野第４ 9263 井高野第４－１ 井高野４丁目４番 12 12

東淀川区 井高野第５ 0101 井高野第５ 井高野２丁目８番 4 4

東淀川区 井高野第５ 0102 井高野第５－２ 井高野２丁目８番 11 11

東淀川区 井高野第５ 3104 井高野第５－２ 井高野２丁目８番 6 6

東淀川区 井高野第５ 0140 井高野第５－３ 井高野２丁目８番 36 36

東淀川区 井高野第５ 9248 井高野第５－４ 井高野２丁目４番外 56 5 51 時間貸し№52～56

東淀川区 山口第２ 6188 山口第２－１ 東中島１丁目１７番 18 18

東淀川区 小松南 6187 小松南 小松５丁目６番 35 35

東淀川区 上新庄 6184 上新庄－１ 上新庄２丁目５番 45 7 38 時間貸し№31～37

東淀川区 瑞光 6114 瑞光－１ 瑞光５丁目３番 24 24

東淀川区 瑞光 6120 瑞光－３ 瑞光５丁目４番 42 17 25 時間貸し№24～40

東淀川区 瑞光 6117 瑞光－１０ 瑞光５丁目２番 16 16

東淀川区 瑞光 6118 瑞光－１１ 東淀川区瑞光５丁目１番 4 4

東淀川区 瑞光寺 0114 瑞光寺 瑞光２丁目３番 30 8 22 時間貸し№1～10（№4,9欠番）

東淀川区 瑞光寺 3114 瑞光寺 瑞光２丁目３番 9 9

東淀川区 瑞光第２ 0113 瑞光第２ 瑞光４丁目２番 16 3 13 時間貸し№1・11・12

東淀川区 菅原 9238 菅原 菅原６丁目４番 10 10

東淀川区 菅原第２ 0126 菅原第２ 菅原３丁目１０番 22 22

東淀川区 菅原第２ 0130 菅原第２－２ 菅原４丁目７番 4 4

東淀川区 相川 0116 相川 相川３丁目２番 30 5 25 時間貸し№21～25

東淀川区 相川 3106 相川 相川３丁目２番 27 5 22 時間貸し№56～60

東淀川区 大桐 0117 大桐 大桐３丁目１番 45 12 33 時間貸し№23～34

東淀川区 大桐 3113 大桐 大桐３丁目１番 26 26

東淀川区 大桐 0128 大桐２ 大桐３丁目３番 53 21 32 時間貸し№1～23（№4,9欠番）

東淀川区 大桐 3115 大桐２ 大桐３丁目５番 19 4 15 №58～61閉鎖

東淀川区 大桐 6112 大桐２ 大桐３丁目３番 20 20

東淀川区 大道南 6110 大道南－２ 大道南１丁目７番 110 26 84 時間貸し№10～24,民間月極№68～74,76～79

東淀川区 淡路第１ 0119 淡路第１ 淡路３丁目１５番 14 5 9 時間貸し№1～6（№4欠番）

東淀川区 淡路第１ 3102 淡路第１ 淡路３丁目１５番 5 5

東淀川区 淡路第２ 0120 淡路第２ 淡路２丁目１１番 6 6

東淀川区 淡路第３ 0121 淡路第３ 淡路１丁目８番 15 5 10 時間貸し№13～17

東淀川区 淡路第３ 3105 淡路第３ 淡路１丁目８番 8 3 5 時間貸し№23～25

東淀川区 東淡路 3112 東淡路 東淡路３丁目５番 85 67 18 閉鎖67台№21～88（№44欠番）

東淀川区 東淡路 9259 東淡路－１ 東淡路３丁目５番 37 37

東淀川区 東淡路第２ 0109 東淡路第２ 東淡路３丁目３番 28 28

東淀川区 東淡路第２ 0110 東淡路第２－２ 東淡路１丁目４番 36 4 32 民間月極№35～38

東淀川区 東淡路第２ 0111 東淡路第２－３ 東淡路２丁目４番 33 33

東淀川区 東淡路第２ 6113 東淡路第２－３ 東淡路２丁目４番 14 14

東淀川区 東淡路第３ 6105 東淡路第３ 東淡路４丁目１５番 40 40 0

東淀川区 南江口第１ 0103 南江口第１ 南江口２丁目６番 37 37

東淀川区 南江口第１ 0104 南江口第１－２ 南江口２丁目９番 74 7 67 時間貸し№64～70

東淀川区 南江口第２ 0149 南江口第２ 南江口１丁目２番 26 4 22 時間貸し№1～5（№4欠番）

東淀川区 南江口第２ 0150 南江口第２－２ 南江口１丁目５番 185 15 170 時間貸し№166～170、№179～188

東淀川区 南江口第２ 0151 南江口第２－３ 南江口１丁目５番 15 15

東淀川区 南江口第２ 0152 南江口第２－４ 南江口１丁目５番 18 18

東淀川区 南江口第５ 3111 南江口第５ 南江口３丁目１番 72 16 56 時間貸し№15～24,№44～49

東淀川区 南大道第２ 0131 南大道第２ 大道南１丁目９番 24 24

東淀川区 南方 6176 南方－第１ 東中島２丁目２１番 32 8 24 時間貸し№1～4,№14～17

東淀川区 南方 6177 南方－第２－１ 東中島２丁目２３番 6 6

東淀川区 南方 6179 南方－第３－１ 東中島２丁目６番 82 82

東淀川区 南方 6180 南方－第３－２ 東中島２丁目６番 28 15 13 0 時間貸し№1～17（4,14欠番）→残りもフェンスで囲み閉鎖

東淀川区 南方 6182 南方－第３－３ 東中島２丁目６番 22 8 14 時間貸し№15～22

東淀川区 南方 6181 南方－第４ 東中島２丁目１２番 9 9

東淀川区 南方 6183 南方－第５ 東中島２丁目１３番 44 44 0

東淀川区 日之出第２ 6151 日之出－第２ 淡路１丁目１番 28 28 出入り口2ヵ所の内、1ヵ所施錠中

東淀川区 日之出第２ 6152 日之出－第２付属 淡路１丁目１番 27 27 出入り口施錠中

東淀川区 日之出 6153 日之出－第４ 西淡路１丁目８番 38 38 出入り口施錠中

東淀川区 日之出 6155 日之出－第５ 西淡路１丁目８番 7 7

東淀川区 日之出 6157 日之出－第７ 西淡路１丁目１１番 7 7 出入り口施錠中

東淀川区 日之出 6158 日之出－第８ 西淡路２丁目７番 19 19 出入り口施錠中

東淀川区 日之出 6159 日之出－第１０ 西淡路１丁目３番 10 10 出入り口施錠中

東淀川区 日之出 6160 日之出－第１０付属 西淡路１丁目３番 3 3

東淀川区 日之出 6161 日之出－第１１ 西淡路２丁目６番 97 40 57 出入り口施錠中、時間貸し№53～92

東淀川区 日之出 6162 日之出－第１２ 西淡路２丁目８番 5 5

東淀川区 日之出第２ 6164 日之出－第１４ 淡路１丁目１番 11 11 出入り口施錠中

東淀川区 日之出第４ 6166 日之出－第１６ 東中島５丁目２８番 12 12 出入り口施錠中

東淀川区 日之出第２ 6168 日之出－第１８ 淡路１丁目１番 14 14 出入り口施錠中

東淀川区 日之出北 6169 日之出北－１ 西淡路１丁目１０番 1 1

東淀川区 日之出北 6115 日之出北ー２ 西淡路１丁目６番 40 9 31 時間貸し9台（未整備分）

東淀川区 日之出北 9258 日之出北－３ 西淡路１丁目８番 16 16

⑤

④

①

②

③



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
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東淀川区 飛鳥西 6174 飛鳥西－第１ 東中島３丁目６番 51 51

東淀川区 飛鳥西 6175 飛鳥西－第２ 東中島３丁目９番 7 7

東淀川区 飛鳥 6171 飛鳥－第２ 東中島３丁目１１番 71 35 36 時間貸し№37～71

東淀川区 飛鳥 6172 飛鳥－第３ 東中島３丁目１２ 11 11

東淀川区 飛鳥 6173 飛鳥－第４ 東中島３丁目１１番 34 34

東淀川区 豊里 0118 豊里 豊里５丁目１５番 62 62

東淀川区 豊里 3107 豊里 豊里５丁目１５番 41 10 31 時間貸し№89～98

東淀川区 豊里 0124 豊里２ 豊里５丁目５番 16 16

東淀川区 豊里 0125 豊里３ 豊里５丁目１６番 33 33

東淀川区 豊里 0129 豊里４ 豊里５丁目１６番 14 14

東淀川区 豊里 3110 豊里５ 豊里５丁目１６番 45 45

東淀川区 豊里第２ 6119 豊里第２－１７ 豊里７丁目１７番 24 10 14 時間貸し№1～10

東淀川区 豊里第２ 6185 豊里第２－１８ 豊里７丁目７番１４号 15 15

東淀川区 豊里第２ 9261 豊里第２－１９ 豊里７丁目４番 11 11

東淀川区 北江口 6106 北江口１ 北江口３丁目３番 70 24 46
民間月極№18～22,時間貸し№51～
55,№57～70

東淀川区 北江口第２ 0122 北江口第２－１ 北江口１丁目３番 51 51

東淀川区 北江口第２ 0123 北江口第２－２ 北江口２丁目２番 53 53

東淀川区 北江口第２ 6109 北江口第２－２ 北江口２丁目２番 4 4

東淀川区 北江口第２ 0132 北江口第２－３ 北江口１丁目４番 85 8 77 時間貸し№45～53（№49欠番）

東淀川区 北江口第２ 0133 北江口第２－４ 北江口１丁目４番 22 22

東淀川区 北江口第２ 0134 北江口第２－５ 北江口２丁目３番 35 35

東淀川区 北江口第２ 0135 北江口第２－６ 北江口３丁目５番 14 14

東淀川区 北江口第２ 3108 北江口第２－６ 北江口３丁目５番 15 15

東淀川区 北江口第２ 0136 北江口第２－７ 北江口３丁目５番 32 6 26 時間貸し№23～28

東淀川区 北江口第２ 3109 北江口第２－７ 北江口３丁目５番 8 8

東淀川区 北江口第２ 0137 北江口第２－８ 北江口３丁目４番 33 6 27 時間貸し№30～35

東淀川区 北江口第２ 0141 北江口第２－９ 北江口３丁目４番 10 10

東淀川区 北江口第２ 0142 北江口第２－１０ 北江口３丁目２番 16 16

東淀川区 北江口第２ 3116 北江口第２－１０ 北江口３丁目２番 1 1

東淀川区 北江口第２ 0143 北江口第２－１１ 北江口３丁目２番 3 3

東淀川区 北江口第２ 6107 北江口第２－１１ 北江口３丁目２番 3 3

東淀川区 北江口第２ 0144 北江口第２－１２ 北江口３丁目１番 13 13

東淀川区 北江口第２ 6108 北江口第２－１２ 北江口３丁目１番 3 3

東淀川区 北江口第２ 0145 北江口第２－１３ 北江口４丁目２０番 6 6

東淀川区 北江口第２ 0153 北江口第２－１４ 北江口３丁目２番 6 6

東淀川区 北江口第２ 3119 北江口第２－１５ 北江口３丁目４番 25 5 20 時間貸し№21～25

東淀川区 北江口第２ 6116 北江口第２－１６ 北江口１丁目２番外 138 15 123 時間貸し№24～38

東淀川区 北大桐 0138 北大桐 大桐５丁目７番 62 9 53 時間貸し№59～67

東淀川区 北大桐 3118 北大桐 大桐５丁目７番 16 16

東淀川区 北陽 0115 北陽 西淡路６丁目２番 64 64

東淀川区 北陽 3117 北陽 西淡路６丁目２番 24 24

東淀川区 北陽 0146 北陽２ 西淡路６丁目２番 30 7 23 時間貸し№1～7

東淀川区 北陽第２ 0127 北陽第２ 西淡路５丁目７番 10 10

東淀川区 北陽第２ 3103 北陽第２ 西淡路５丁目７番 6 6

東淀川区 南江口【旧府営】 0013 南江口 南江口２丁目２番 143 19 124 時間貸しNo46～50,№79～85,№94～100

東淀川区 下新庄第２【旧府営】 0014 下新庄第２ 下新庄４丁目１９番 48 18 30 時間貸し№1～9,№31～36,№38～40

東淀川区 淡路本町【旧府営】 0015 淡路本町 淡路２丁目１番 32 6 26 時間貸し№20～25

東淀川区 小松【旧府営】 0016 小松 小松４丁目１３番 119 24 95 時間貸し№19～27,№75～89

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0017 崇禅寺 淡路１丁目２番 6 6 0 時間貸し№718～723

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0018 崇禅寺 東中島５丁目５番 13 9 4 時間貸し№401～409

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0019 崇禅寺 東中島５丁目２３番 34 10 24 時間貸し№301～310

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0020 崇禅寺 東中島５丁目２５番 6 6

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0021 崇禅寺 東中島５丁目２６番 26 26

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0022 崇禅寺 東中島５丁目３０番 18 18

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0023 崇禅寺 東中島５丁目３２番 5 5

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0024 崇禅寺 東中島６丁目３番 20 20

東淀川区 崇禅寺【旧府営】 0025 崇禅寺 東中島６丁目５番 15 7 8 時間貸し№606～612

東淀川区 西淡路【旧府営】 0026 西淡路 西淡路６丁目４番 81 6 75 時間貸し№62～68（№64欠番）

東淀川区 北江口第３【旧府営】 0027 北江口第３ 北江口１丁目５番 76 14 62 時間貸し№71～76,№36～43

東淀川区 井高野第６【旧府営】 0028 井高野第６ 井高野３丁目６番 545 77 468
時間貸し№26～35,90～107,224～228,270～276,317
～324,289～313,374～377

東淀川区 淡路【旧府営】 0029 淡路 西淡路５丁目９番 63 17 46 時間貸し№36～42,50～59

東淀川区 菅原第３【旧府営】 0030 菅原第３ 菅原１丁目６番 63 5 58 時間貸し№1～5

東淀川区 東中島【旧府営】 0031 東中島 東中島５丁目１２番 18 7 11 時間貸し№5～11

東淀川区 豊新【旧府営】 0032 豊新 豊新５丁目１２番 55 8 47 時間貸し№29～36

東淀川区 下新庄４丁目【旧府営】 0033 下新庄４丁目 下新庄４丁目１６番 83 9 74 時間貸し№21～23,70～75

54 団地 141 か所 5,114 631 280 4,203

⑥

⑦

⑧
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平野区 瓜破東 8278 瓜破東－２ 瓜破東２丁目３番 47 47

平野区 瓜破東 9249 瓜破東－３ 瓜破東２丁目２番 30 30

平野区 瓜破東第１ 8244 瓜破東第１ 瓜破東１丁目６番 23 16 7

平野区 瓜破東第１ 8216 瓜破東第１－２ 瓜破東１丁目６番 120 112 8

平野区 瓜破東第１ 8240 瓜破東第１－３ 瓜破東１丁目１２番 27 16 11

平野区 瓜破東第１ 8241 瓜破東第１－４ 瓜破東１丁目１１番 16 16

平野区 瓜破東第２ 8255 瓜破東第２ 瓜破東２丁目６番 30 12 18 時間貸し№1～14（№4,9欠番）

平野区 瓜破東第２ 8265 瓜破東第２－２・３ 瓜破東４丁目５番 48 48

平野区 瓜破東第２ 8256 瓜破東第２－４ 瓜破東４丁目５番 92 8 84 時間貸し№1～8

平野区 瓜破東第２ 8274 瓜破東第２－５ 瓜破東２丁目７番 33 33

平野区 瓜破西第２ 9239 瓜破西第２－１ 瓜破西１丁目１番 60 6 54 時間貸し№38～43

平野区 加美正覚寺東 8248 加美正覚寺東－２ 加美正覚寺３丁目９番 63 11 16 36 時間貸し№43～47,№59～64

平野区 加美正覚寺東 8231 加美正覚寺東－３ 加美正覚寺３丁目１１番 71 32 39 時間貸し№41～74（42欠番,68は清掃対象区画）

平野区 加美長沢 2203 加美長沢 加美北５丁目９番 54 6 48 時間貸し№27～32

平野区 加美長沢 2204 加美長沢（軽） 加美北５丁目９番 1 1

平野区 加美長沢 2205 加美長沢－東 加美北５丁目９番 36 4 32 時間貸し№41～46（42,44欠番）

平野区 加美長沢 2206 加美長沢－北 加美北５丁目９番 14 14

平野区 加美長沢 2207 加美長沢－南 加美北５丁目９番 13 13

平野区 加美東第１ 8249 加美東第１ 加美東３丁目６番 31 4 16 11 時間貸し№17～20

平野区 加美東第１ 8250 加美東第１－２ 加美東３丁目５番 31 16 15

平野区 加美東第１ 8233 加美東第１－４ 加美東３丁目８番 38 38 0

平野区 加美東第１ 8234 加美東第１－６ 加美東３丁目１０番 65 62 3

平野区 加美東第２ 8252 加美東第２ 加美東６丁目３番 23 7 16 時間貸し№15～21

平野区 加美東第２ 8253 加美東第２－２ 加美東６丁目３番他 19 16 3

平野区 加美東第２ 8235 加美東第２－３ 加美東６丁目６番 106 106

平野区 加美南 8282 加美南 加美南１丁目５番 25 7 18 時間貸し№21～27

平野区 加美北 2208 加美北 加美北８丁目１４番外 49 49

平野区 加美北 2235 加美北２ 加美北８丁目５２番 6 6

平野区 加美北 9213 加美北 加美北８丁目１８番 14 8 6 時間貸し№62～69

平野区 加美北第２ 8202 加美北第２ 加美北８丁目９番 43 10 33 時間貸し№34～44（42は欠番）

平野区 加美北第２ 8211 加美北第２－２ 加美北８丁目１３番 43 5 38 時間貸し№85～89

平野区 加美北第２ 8225 加美北第２－３ 加美北８丁目１９番 49 49

平野区 加美北第３ 8221 加美北第３ 加美北８丁目２番 54 52 2

平野区 喜連 8208 喜連 喜連７丁目４番 56 5 51 時間貸し№16～20

平野区 喜連 8218 喜連－２ 喜連７丁目４番 48 48

平野区 喜連 8220 喜連－３ 喜連７丁目３番 57 50 7

平野区 北喜連 9235 北喜連－１ 喜連西１丁目１４番外 54 7 47 時間貸し№48～54

平野区 喜連第２ 2243 喜連第２ 喜連４丁目１０番 44 6 38 時間貸し№44～49

平野区 喜連第２ 2244 喜連第２－２ 喜連４丁目９番 9 9

平野区 喜連第２ 9208 喜連第２ 喜連４丁目１０番 38 38

平野区 喜連第２ 8205 喜連第２－３ 喜連４丁目１３番 27 14 13

平野区 喜連第２ 8210 喜連第２－４ 喜連４丁目１１番 17 17 0 時間貸し№86～102

平野区 喜連北池 9205 喜連北池 喜連東１丁目３番 120 5 115 時間貸し№1～6（№4欠番）

平野区 西喜連第２ 9211 西喜連第２ 喜連西３丁目１９番 42 42

平野区 西喜連第３ 8209 西喜連第３ 喜連西３丁目３番 92 11 81 時間貸し№1～13（№4,9欠番）

平野区 西喜連第３ 8222 西喜連第３－２ 喜連西２丁目２番 89 12 77 時間貸し№96～107

平野区 西喜連第３ 8223 西喜連第３－３ 喜連西３丁目２番 72 11 61 時間貸し№227～237

平野区 西喜連第４ 8230 西喜連第４ 喜連西１丁目１０番 85 85

平野区 西喜連第４ 8258 西喜連第４－２ 喜連西２丁目１０番 42 16 26 時間貸し№1～4,№25～31,№32～36

平野区 西喜連第４ 8246 西喜連第４－３ 喜連西１丁目３番 53 53

平野区 西喜連第４ 8247 西喜連第４－４ 喜連西１丁目３番 78 78

平野区 西喜連第４ 8228 西喜連第４－５ 喜連西２丁目１番 79 78 1

平野区 西喜連第５ 8279 西喜連第５－１ 喜連西４丁目２番 91 10 81 時間貸し№11～20

平野区 西喜連第５ 8267 西喜連第５－２ 喜連西３丁目１８番 89 89

平野区 西喜連第５ 8239 西喜連第５－３ 喜連西３丁目１６番 40 17 23 時間貸し№19～28,№12～18

平野区 西喜連第５ 8259 西喜連第５－４ 喜連西３丁目８番 115 21 94 時間貸し№6～9,№13～23,№26～31

①

②

③

④

⑤
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平野区 長吉 2230 長吉 長吉長原２丁目１４番 60 5 55 時間貸し№41～46（№42欠番）

平野区 長吉 8232 長吉２ 長吉長原２丁目１４番 25 25

平野区 長吉出戸西 2209 長吉出戸西 長吉出戸２丁目１４番 20 20

平野区 長吉出戸西 2210 長吉出戸西２ 長吉出戸２丁目１７番 14 4 10 時間貸し№23～26

平野区 長吉出戸西 2211 長吉出戸西３ 長吉出戸２丁目２０番 27 5 22 時間貸し№1～6（№4欠番）

平野区 長吉出戸西 2212 長吉出戸西４ 長吉出戸２丁目２０番 15 15

平野区 長吉出戸西 2213 長吉出戸西５ 長吉出戸２丁目２０番 19 19

平野区 長吉出戸西 2215 長吉出戸西６ 長吉出戸２丁目１６番 25 8 17 時間貸し№10～17

平野区 長吉出戸西 2216 長吉出戸西７ 長吉出戸２丁目１３番 43 43

平野区 長吉出戸西 2219 長吉出戸西８ 長吉出戸３丁目２６番 6 6 0 時間貸し№30～35

平野区 長吉出戸西 2220 長吉出戸西９ 長吉出戸２丁目２５番 31 31

平野区 長吉出戸西 2221 長吉出戸西１０ 長吉出戸２丁目６番 44 44

平野区 長吉出戸西 8261 長吉出戸西１１ 長吉出戸２丁目２６番 13 13

平野区 長吉出戸第２ 9212 長吉出戸第２ 長吉出戸７丁目３番 18 18

平野区 長吉出戸南第１ 8262 長吉出戸南第１－１ 長吉出戸８丁目１０番 94 11 83 時間貸し№70～80

平野区 長吉出戸南第１ 8269 長吉出戸南第１－２ 長吉出戸８丁目３番 122 10 112 時間貸し№108～117

平野区 長吉出戸南第１ 8277 長吉出戸南第１－４ 長吉出戸８丁目１１番 75 10 65 時間貸し№44～53

平野区 長吉出戸南第１ 9242 長吉出戸南第１－６ 長吉出戸８丁目７番 40 40

平野区 長吉川辺 2237 長吉川辺 長吉川辺３丁目２１番 20 5 15 時間貸し№1～6（№4欠番）

平野区 長吉長原 8212 長吉長原 長吉長原４丁目３番 89 86 3

平野区 長吉長原西 8204 長吉長原西 長吉長原西３丁目１０番 78 10 68

平野区 長吉長原西 8266 長吉長原西－１ 長吉長原西３丁目９番 44 16 28 時間貸し№1～16

平野区 長吉長原西第２ 9202 長吉長原西第２ 長吉長原西３丁目６番外 13 13 0 建替え住宅により閉鎖中（入居者・契約者なし）

平野区 長吉長原西第２ 8281 長吉長原西第２－１ 長吉長原西３丁目６番 78 10 68 時間貸し№1～6,№9～12

平野区 長吉長原西第３ 9201 長吉長原西第３ 長吉長原西４丁目１番外 118 12 106 時間貸し№5～13（№9欠番）,№80～83

平野区 長吉長原東 8275 長吉長原東－３ 長吉長原東２丁目１番 76 14 62 時間貸し№1～4,№67～76

平野区 長吉長原東 8245 長吉長原東－５ 長吉長原東１丁目８番 37 32 5

平野区 長吉長原東 8263 長吉長原東－６ 長吉長原東１丁目９番 51 19 32 時間貸し№1～14,№24～28

平野区 長吉長原東 8264 長吉長原東－７ 長吉長原東１丁目９番 64 7 57 時間貸し№31～37

平野区 長吉長原東 8229 長吉長原東－８ 長吉長原東１丁目１１番 98 96 2

平野区 長吉長原東 8203 長吉長原東－９ 長吉長原東１丁目５番 31 31

平野区 長吉長原東 8215 長吉長原東－１０ 長吉長原東２丁目５番 36 24 12

平野区 長吉長原東 8224 長吉長原東－１１ 長吉長原東２丁目５番 62 60 2

平野区 長吉長原東 8207 長吉長原東－１２ 長吉長原東２丁目６番 70 32 38

平野区 長吉長原東 8238 長吉長原東－１３ 長吉長原東２丁目７番 126 10 116 時間貸し№81～90

平野区 長吉長原東 8254 長吉長原東１４・１５ 長吉六反３丁目８番 143 12 131 時間貸し№1～14（№4,9は欠番）

平野区 長吉長原東 8257 長吉長原東－１６ 長吉六反３丁目１１番 41 18 23 時間貸し№1～18

平野区 長吉長原東第４ 8280 長吉長原東第４－３７ 長吉長原東３丁目３番 48 48

平野区 長吉長原東第４ 9226 長吉長原東第４－西 長吉長原東３丁目９番 78 78

平野区 長吉長原東第４ 9227 長吉長原東第４－東 長吉長原東３丁目１１番外 116 12 104 時間貸し№43～48№,57～58,№113～116

平野区 長吉長原北 9228 長吉長原北－１ 長吉長原東１丁目３番 81 14 67 時間貸し№49～58,№78～81

平野区 長吉六反第１ 8242 長吉六反第１ 長吉六反１丁目１１番 74 29 45
時間貸し№40～57（№42欠番）,№66
～77

平野区 長吉六反第１ 8268 長吉六反第１－２ 長吉六反１丁目１１番 64 24 40 時間貸し№61～72,73～84

平野区 長吉六反北 9262 長吉六反北－１ 長吉六反４丁目８番 36 36

平野区 東喜連 8251 東喜連 喜連東４丁目５番 36 34 2

平野区 東喜連第２ 9204 東喜連第２ 喜連東３丁目６番外 73 20 53 時間貸し№135～154

平野区 東喜連第３ 8260 東喜連第３ 喜連東４丁目２番外 222 28 194
時間貸し№327～331,№354～358,
№374～378,№413～419,№479～484

平野区 東喜連第４ 2222 東喜連第４ 喜連東３丁目１０番外 33 33

平野区 東喜連第４ 9209 東喜連第４ 喜連東３丁目１０番外 10 5 5 時間貸し№41～46（№42欠番）

平野区 東喜連第４ 2223 東喜連第４－２ 喜連東３丁目８番 10 10

平野区 東喜連第４ 9210 東喜連第４－２ 喜連東３丁目８番 10 10

平野区 東喜連第４ 8201 東喜連第４－３ 喜連東５丁目２番 67 10 57 時間貸し№47～51,№64～68

平野区 東喜連第４ 8276 東喜連第４－４ 喜連東５丁目１３番 12 12

平野区 東喜連第４ 9274 東喜連第４－５ 喜連東５丁目４番 34 34

平野区 東喜連第４ 8214 東喜連第４－６ 喜連東５丁目３番 62 62

平野区 東喜連第４ 9269 東喜連第４－８ 喜連東３丁目５番 23 23

平野区 東喜連第４ 8226 東喜連第４－９ 喜連東３丁目６番 21 20 1

平野区 東喜連第５ 8236 東喜連第５ 喜連東４丁目８番 97 97

平野区 東喜連第５ 8237 東喜連第５－２ 喜連東５丁目１番 90 90

平野区 平野市町 8271 平野市町－第１ 平野市町３丁目１番 29 29

平野区 平野市町 8272 平野市町－第２ 平野市町３丁目３６番 20 20

平野区 平野市町 8273 平野市町－第３ 平野市町３丁目７番 5 5 0 時間貸し№1～6（№4欠番）

平野区 平野東 2240 平野東 平野南３丁目９－１ 18 6 12 時間貸し№1～8（№4,6欠番）

平野区 平野東 8243 平野東－１ 平野南３丁目１０番 23 23

平野区 平野東 8219 平野東－４ 平野南３丁目１１番 54 54 0

平野区 平野東 8206 平野東－５ 平野南３丁目１１番 48 48

平野区 長吉第２【旧府営】 0058 長吉第２ 長吉出戸１丁目１番 266 44 222
時間貸し№180～193,№194～203,№
250～261,№131～138

平野区 喜連第３【旧府営】 0059 喜連第３ 喜連東３丁目４番 68 12 56 時間貸し№38～49

平野区 瓜破東８丁目【旧府営】 0060 瓜破東８丁目 瓜破東８丁目９番 46 5 41 時間貸し№1～5

平野区 瓜破東１丁目【旧府営】 00061 瓜破東１丁目 瓜破東１丁目４番 128 9 119 時間貸し№113～121

平野区 瓜破２丁目【旧府営】 0068 瓜破２丁目 瓜破２丁目４番 177 16 161 時間貸し№158～173

46 団地 127 か所 6,956 679 963 5,314

⑨

⑩

⑪

⑫

⑧

⑥

⑦



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

北区 扇町 1006 扇町 扇町２丁目３番 38 11 27 民間月極№5～7,№12～16,№24,№26,27

北区 中津 9223 中津－１ 中津２丁目７番 40 4 36 時間貸し№1～4

北区 中津第２ 4003 中津第２ 中津６丁目１０番 18 5 13 時間貸し№16～20

北区 長柄第２ 1001 長柄第２ 長柄東３丁目２－３７ 9 9

北区 長柄第２ 4001 長柄第２ 長柄東３丁目２－３７ 5 5

北区 長柄中 7002 長柄中 長柄中１丁目３番 63 31 32 時間貸し№18～49（№42欠番）

北区 長柄中 7003 長柄中－２ 長柄中１丁目１番 24 6 18 民間月極№1～7（№4欠番）

北区 長柄東 1002 長柄東 長柄東２丁目４番 50 50

北区 長柄東 4002 長柄東 長柄東２丁目４番 19 8 11 時間貸し№64～71

北区 長柄東 1003 長柄東２ 長柄東２丁目５番 50 4 46 民間月極№47～51（№49欠番）

北区 長柄東 1004 長柄東３ 長柄東２丁目５番 27 27

北区 長柄東 1005 長柄東４ 長柄東２丁目６番 14 14

北区 長柄東第２ 7001 長柄東第２ 長柄東２丁目７番 58 58 0

北区 中津第３【旧府営】 0001 中津第３ 中津６丁目２番２４号 17 10 7 時間貸し№1～10

北区 大淀【旧府営】 0063 大淀 本庄東３丁目６－６ 46 10 36 時間貸し№1～10

9 団地 15 か所 478 89 58 331

淀川区 加島 6255 加島－１ 加島１丁目４７番 16 10 6 時間貸し№1～10

淀川区 加島 6256 加島－２ 加島１丁目４３番 4 4

淀川区 加島 6253 加島－４ 加島１丁目５９番 12 12 0 時間貸し№1～12

淀川区 加島 6258 加島－８ 加島１丁目４８番 9 9

淀川区 加島 6254 加島－１１ 加島１丁目４９番 9 9

淀川区 加島 6259 加島－１２ 加島１丁目４６番 4 4

淀川区 加島 6260 加島-１４ 加島１丁目３８番 13 13

淀川区 加島中 6252 加島中 加島１丁目５１番 71 23 48 時間貸し№1～12,№32～42

淀川区 加島中 6257 加島中－３ 加島１丁目３１番 62 62

淀川区 加島東 9253 加島東－１ 加島１丁目５３番 22 22

淀川区 加島南第２ 6201 加島南第２ 加島１丁目２番 140 134 6

淀川区 加島南第３ 6202 加島南第３ 加島１丁目２０番 64 16 48 時間貸し№14～22,№56～62

淀川区 加島南第４ 6203 加島南第４ 加島１丁目３０番 69 28 41 時間貸し№45～72

淀川区 三国南 6205 三国南 三国本町２丁目１１番 16 6 10 時間貸し№1～6

淀川区 三津屋 0213 三津屋 三津屋南２丁目３番 23 23 出入り口施錠中

淀川区 三津屋 3202 三津屋 三津屋南２丁目３番 23 11 12
出入り口施錠中,時間貸し№38～49
（№42欠番）

淀川区 新高 0211 新高 新高４丁目９番 14 14

淀川区 新高南 9216 新高南－１ 新高４丁目４番 18 3 15 時間貸し№16～18

淀川区 新三国 6209 新三国－１ 西宮原３丁目３番 64 13 51 時間貸し№52～64

淀川区 新三国 6211 新三国－２ 西宮原３丁目１２番 22 22

淀川区 西三国 6213 西三国－1 西三国１丁目７番１３号 29 29

淀川区 西中島 0206 西中島 西中島３丁目１１番 7 7

淀川区 田川北 6210 田川北 田川北１丁目５番 9 9

淀川区 東三国 0202 東三国１ 東三国３丁目１番 37 4 33 時間貸し№20～23

淀川区 東三国 6206 東三国１ 東三国３丁目１番 17 17

淀川区 東三国 0203 東三国２ 東三国３丁目７番 25 25

淀川区 東三国 3203 東三国２ 東三国３丁目７番 7 7

淀川区 東三国 6207 東三国２ 東三国３丁目７番 6 6

淀川区 東三国 6208 東三国３ 東三国３丁目９番 81 11 70 時間貸し№74～84

淀川区 木川西第１ 0209 木川西第１ 木川西３丁目３番 11 11

淀川区 木川西第１ 3201 木川西第１ 木川西３丁目３番 7 7

淀川区 木川西第２ 0210 木川西第２ 木川西３丁目６番 5 5

淀川区 木川第１ 6212 木川第１ 三国本町１丁目１３番 42 12 30 時間貸し№10～14,№36～42

淀川区 木川第２ 9217 木川第２－１ 西宮原１丁目３番 9 9

淀川区 木川第３ 6214 木川第３－１ 西宮原１丁目６番７号 32 32

淀川区 木川第４ 3204 木川第４ 木川西４丁目４番 34 34

淀川区 木川第５ 0214 木川第５ 三国本町１丁目８番 21 21

淀川区 木川東第１ 0207 木川東第１ 木川東３丁目８番 6 6

淀川区 木川東第２ 0208 木川東第２ 木川東４丁目３番 6 6

淀川区 木川東第２ 3206 木川東第２ 木川東４丁目１番 5 5

淀川区 西宮原 9266 西宮原－１ 西宮原１丁目７番 28 28

淀川区 野中北 0204 野中北 野中北２丁目４番 15 15

淀川区 野中北 0205 野中北２ 野中北１丁目１４番 14 14

淀川区 野中北 0212 野中北３ 野中北１丁目１５番 16 16

淀川区 神崎橋 9254 神崎橋－１ 加島４丁目１９番 27 27

淀川区 西中島第２【旧府営】 0011 西中島第２ 西中島２丁目１３番 20 3 17 時間貸し№18～20

淀川区 西三国第２【旧府営】 0012 西三国第２ 西三国１丁目６番 42 16 26 時間貸し№1～16

29 団地 46 か所 1,233 168 134 931

①

①

②

③

④



行政区名称 団地名称 保管場所コード 保管場所名称 町名・番地 開設台数
時間貸・民間

月極
機械式およ
び閉鎖区画 清掃台数 備考

浪速区 にしはま 6781 にしはま－１ 浪速西１丁目４番 18 16 2 時間貸し№1～11（№4,9欠番）,№14～20

浪速区 稲荷 6703 稲荷 稲荷１丁目５番 36 36

浪速区 塩草 6712 塩草－１ 塩草１丁目１番 41 12 29 時間貸し№15～№24,27,28

浪速区 塩草第２ 0702 塩草第２ 塩草１丁目１番２６ 10 10

浪速区 塩草第３ 6702 塩草第３ 塩草２丁目３番２５号 30 28 2

浪速区 宮津 9229 宮津－１ 戎本町２丁目１０番 12 12

浪速区 広田 6714 広田－１ 日本橋西２丁目７ 12 12

浪速区 新浪速第１ 6779 新浪速第１－３ 浪速西３丁目８番 62 62

浪速区 新浪速第１ 6778 浪速栄 浪速西２丁目６番 137 137

浪速区 新浪速第２ 6784 新浪速第２ 浪速西１丁目２番 106 106

浪速区 西栄 6773 西栄－１ 浪速西３丁目８番 52 52 出入り口施錠中

浪速区 西栄 6774 西栄－２ 浪速西３丁目３番 17 17 出入り口施錠中

浪速区 西栄 6780 西栄－３ 浪速西３丁目７番 35 35 出入り口施錠中

浪速区 大国 6768 大国 大国３丁目５番 41 41

浪速区 大国 6777 大国－２ 大国３丁目２番 114 49 65 時間貸しNo54～102

浪速区 大国南 6775 大国南 大国２丁目１８番 40 11 29 民間月極№38～40,時間貸し№29～36

浪速区 大浪橋 0701 大浪橋 久保吉２丁目１番 84 84

浪速区 大浪橋 3701 大浪橋 久保吉２丁目１番 20 11 9 時間貸し№97～107

浪速区 日東 6707 日東 日本橋東３丁目３番 32 32 出入り口施錠中

浪速区 日東 6709 日東１－２ 日本橋東５丁目７番 27 27 0 時間貸し№33～59

浪速区 日東 6710 日東２ 日本橋東３丁目６番 77 77 出入り口施錠中

浪速区 日東 6711 日東３ 日本橋東５丁目２番１８外 46 15 31 時間貸し№32～46

浪速区 日本橋 6701 日本橋 日本橋５丁目２０番 88 88 出入り口施錠中

浪速区 日本橋 3703 日本橋２ 日本橋５丁目１５番他 10 10

浪速区 日本橋 6704 日本橋４ 日本橋５丁目１６番 55 55 出入り口施錠中

浪速区 日本橋 6705 日本橋５ 日本橋５丁目１６番 49 49 出入り口施錠中

浪速区 日本橋西 6706 日本橋西２ 日本橋西２丁目１番 47 22 25 出入り口施錠中　時間貸し№26～47

浪速区 敷津東 6708 敷津東１ 敷津東３丁目５番 103 38 65
出入り口施錠中,時間貸し№57～83,
№93～103

浪速区 立葉 6713 立葉－１ 立葉２丁目２番 6 6

浪速区 浪速西第２ 6766 浪速西第２ 浪速西１丁目５番 22 22 出入り口施錠中

浪速区 浪速西第３ 6767 浪速西第３ 浪速西１丁目１３番 115 29 86
出入り口施錠中、時間貸し№31,32,№
89～115

浪速区 浪速第６ 6776 浪速第６－１ 浪速西２丁目８番 99 99

浪速区 浪速第７ 6757 浪速第７－１ 浪速東３丁目１番 126 39 87 時間貸し№37～75

浪速区 浪速第７ 6758 浪速第７－２第１ 浪速東３丁目６番 37 37

浪速区 浪速第７ 6785 浪速第７－２第２ 浪速東３丁目６番 10 10

浪速区 浪速第７ 6759 浪速第７－２第３ 浪速東３丁目２番 38 38 0 閉鎖中

浪速区 浪速第７ 6760 浪速第７－３ 浪速東３丁目４番 23 23

浪速区 浪速第８ 6761 浪速第８－１ 久保吉１丁目５番 69 35 34 時間貸し№35～69

浪速区 浪速第８ 6762 浪速第８－２ 久保吉１丁目６番 26 26

浪速区 浪速第９ 6763 浪速第９－１ 浪速西４丁目１番 96 15 81 時間貸し№26～33,№63～69

浪速区 浪速第９ 6764 浪速第９－２ 浪速西４丁目１番 65 65

浪速区 浪速第９ 6765 浪速第９－３ 浪速西４丁目２番 59 10 33 16
時間貸し№1～2,№18～25、閉鎖№27
～59（33台）

浪速区 浪速第１０ 6770 浪速第１０ 浪速東２丁目１０番 12 12 出入り口施錠中

浪速区 浪速第１０ 6783 浪速第１０－３ 浪速東２丁目５番 6 6 出入り口施錠中

浪速区 浪速第１０ 6782 浪速第１０－北 浪速東２丁目６番 31 31 出入り口施錠中

浪速区 浪速東第２ 6769 浪速東第２ 浪速東２丁目３番 35 7 28 時間貸し№29～35

浪速区 浪速東第２ 6771 浪速東第２－２ 浪速東２丁目１番外 65 20 45 時間貸し№18～31,№32～37

26 団地 47 か所 2,341 356 99 1,886

447 団地 920 か所 34,448 3,777 3,910 26,761

③

①

②



暴力団等の排除に関する特記仕様書 

１ 暴力団等の排除について 

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下

同じ。）は、大阪市住宅供給公社（以下「公社」という。）契約関係暴力団排除措

置要綱（以下「要綱」という。）第２条第４号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関

係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約

又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、要綱第２条第８号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」とい

う。）に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、

資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認

められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当

該契約を解除させなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する

と認められる者から要綱第２条第９号に規定する不当介入（以下「不当介入」とい

う。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る公社の監督職員若しくは検査職

員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告す

るとともに、警察への届出を行わなければならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認め

られる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員

等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく公社に対し前号に規定する報告をし

なかったと認めるときは、公社競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うこ

とがある。 

(5) 受注者は、第 3 号に定める報告及び届出により、公社及び大阪市が行う調査並

びに警察が行う捜査に協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方

協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認めら

れる措置を講じる。 

２ 誓約書の提出について 

  受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれ

が表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判

断した場合は、この限りでない。



特記仕様書 

 

（条例の遵守） 

第1条  受注者及び受注者の役職員は、本契約業務（以下「当該業務」という。）の履行に際

しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成18年大阪市条例第16

号）（以下「コンプライアンス条例」という。）第5条に規定する責務を果たさなければならな

い。 

 

（公益通報等の報告） 

第2条  受注者は、当該業務について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通

報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者（公社総務部総務課）へ報告しな

ければならない。 

2  受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、コンプライアンス条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該

申出の内容を発注者（公社総務部総務課）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第3条  受注者及び受注者の役職員は、発注者の内部統制連絡会議がコンプライアンス条

例に基づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第4条  受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（個人情報等の保護に関する受注者の責務） 

第5条  受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ（以

下「個人情報等」という。）を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み大阪市

住宅供給公社個人情報保護基本規程の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、そ

の漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を

講じなければならない。 

2  受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために

必要な措置を講じなければならない。 

3  万一個人情報等の漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合は、受注者は直ちに発

注者へ報告し発注者の指示に従うものとする。 

 

（個人情報等の管理義務） 

第6条  受注者は、発注者から提供された資料等、貸与品等及び契約目的物の作成のため

に受注者の保有する記録媒体（磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以

下「記録媒体等」という。）上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等に

ついて、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録するなど適正に管理

しなければならない。 

2  受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な

保管室に格納する等適正に管理しなければならない。 

3  受注者は、第1項の記録媒体等について、発注者の指示に従い廃棄・消去又は返却等を

完了した際には、その旨を文書により発注者に報告するなど、適切な対応をとらなければな

らない。 



4  受注者は、当該契約（協定）が終了した時、又は発注者が求めた場合は、発注者へ記録

媒体等を返還しなければならない。 

5  受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しな

ければならない。 

6  第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に

対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認

めるまで委託作業を中止させることができる。 

 

（目的外使用の禁止） 

第7条  受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は

第三者に提供してはならない。 

 

（再委託・外部持出しの禁止） 

第8条  受注者は、個人情報等を取り扱う業務を再委託してはならない。ただし、発注者より

文書による同意を得た場合はこの限りでない。 

2  受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報

等の外部への持出しを禁止する。 

 

（複写複製の禁止） 

第9条  受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはなら

ない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。 

2  前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第6条を準用する。 

 

（個人情報等の保護状況の検査の実施） 

第10条  発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について

立入検査を実施することができる。 

2  受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。 

3  第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる

場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に

保護していると認められるまで、作業を中止させることができる。 

 

（事実の公表） 

第11条  発注者は、受注者が第5条から第9条の規定に違反していると認めるときは、その行

為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。 

２  発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わないときは、事実の公表を行うことができ

る。 

 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第12条  発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求

をすることができる。 

(1) 発注者は、受注者が、コンプライアンス条例及び大阪市住宅供給公社個人情報保護基

本規程に基づく調査又は勧告に正当な理由なく協力せず、又は従わないとき 

(2) この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の

責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損等があったとき 

(3) 前各号に掲げる場合のほか、この特記仕様書に違反し、この契約による事務の目的を

達成することができないと認められるとき 
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