
公募の対象となる府営住宅の概要一覧表 【別表】

11以上 10以下

番号 住宅名 所在地
最低使用料

（年額）
事業予定等

1 浅香山 堺市北区東浅香山町３丁 74,200 〇
2 堺新金岡３丁３番 堺市北区新金岡町３丁 57,500 〇
3 堺新金岡４丁５番 堺市北区新金岡町４丁 60,800 〇
4 金岡東第６ 堺市北区新金岡町３丁 51,600 〇
5 八田西町 堺市中区八田西町２丁 36,600 〇
6 深井沢町 堺市中区深井沢町 39,500 〇
7 堺高松 堺市東区高松 32,600 〇
8 堺戎島 堺市堺区戎島町１丁 63,100 〇 ロボットゲートあり
9 百舌鳥梅町 堺市北区百舌鳥梅町３丁 59,600 〇
10 金岡南 堺市北区金岡町 70,900 〇
11 深井中町 堺市中区深井中町 31,500 〇
12 堺草部 堺市西区草部 27,600 〇
13 堺白鷺東 堺市北区金岡町 48,300 〇
14 堺浜寺 堺市西区浜寺船尾町西４丁 45,100 〇
15 堺福田 堺市中区福田 26,500 〇
16 堺大美野 堺市東区大美野 27,300 〇
17 堺東陶器 堺市中区福田 36,500 〇
18 堺寺地 堺市堺区寺地町西２丁 60,400 △
19 堺大浜南町 堺市堺区大浜南町２丁 71,300 △
20 堺新金岡２丁３番 堺市北区新金岡町２丁 81,000 〇
21 堺新金岡３丁８番 堺市北区新金岡町３丁 48,000 〇
22 宮山台第１ 堺市南区宮山台１丁 37,200 〇
23 堺宮山台２丁 堺市南区宮山台２丁 29,200 〇
24 堺宮山台４丁 堺市南区宮山台４丁 27,300 〇 建替事業中
25 高倉台第１ 堺市南区高倉台１丁 42,700 〇
26 高倉台第３ 堺市南区高倉台３丁 34,200 〇 一部斡旋停止中(EV)
27 高倉台第４ 堺市南区高倉台４丁 31,400 〇
28 堺竹城台３丁 堺市南区竹城台３丁 35,800 〇
29 堺竹城台４丁 堺市南区竹城台４丁 38,500 〇 建替事業中
30 若松台第１ 堺市南区若松台１丁 34,500 〇
31 堺若松台２丁 堺市南区若松台２丁 33,700 〇 建替事業中
32 堺三原台 堺市南区三原台１丁 29,700 〇 建替事業中
33 晴美台第３ 堺市南区晴美台３丁 31,300 〇
34 晴美台第４ 堺市南区晴美台４丁 28,400 〇
35 槇塚台第１ 堺市南区槇塚台１丁 33,400 〇
36 桃山台１丁 堺市南区桃山台１丁 35,600 〇
37 桃山台２丁 堺市南区桃山台２丁 35,900 〇
38 原山台３丁 堺市南区原山台３丁 37,800 〇
39 原山台５丁 堺市南区原山台３丁 30,800 〇
40 原山台５丁第２ 堺市南区原山台５丁 29,500 〇
41 庭代台２丁 堺市南区庭代台２丁 30,500 〇
42 赤坂台３丁 堺市南区赤坂台３丁 33,800 〇
43 城山台２丁 堺市南区城山台２丁 32,100 〇
44 新檜尾台３丁 堺市南区新檜尾台３丁 29,900 〇
45 御池台２丁 堺市南区御池台２丁 27,900 〇
46 鴨谷台１丁 堺市南区鴨谷台１丁 38,800 〇
47 桃山台３丁西 堺市南区桃山台３丁 31,500 △
48 堺若松台２丁 堺市南区若松台２丁 35,200 △ 建替事業中
49 春木旭 岸和田市春木旭町 42,200 〇
50 岸和田田治米 岸和田市田治米町 18,000 〇
51 岸和田土生 岸和田市土生町５丁目 32,700 〇
52 岸和田天神山 岸和田市天神山１丁目 21,800 〇
53 岸和田春木 岸和田市吉井町１丁目 28,500 〇
54 岸和田額原 岸和田市額原町 24,500 〇
55 岸和田吉井 岸和田市吉井町３丁目、４丁目 28,300 〇
56 岸和田荒木 岸和田市荒木町２丁目 27,300 〇
57 岸和田並松 岸和田市並松町 28,000 〇
58 岸和田磯上 岸和田市磯上町1 27,100 △
59 岸和田額原第２ 岸和田市額原町 27,300 〇
60 岸和田大町 岸和田市大町４丁目 22,200 〇
61 岸和田下池田 岸和田市下池田町３丁目 25,400 〇
62 庄内西 豊中市庄内栄町５丁目 49,300 〇 EV工事予定（R5.2～R6.2）

63 桜塚 豊中市中桜塚５丁目 82,000 〇
カーシェアリング事業実施中
（許可期限R5.3.31）

64 庄内 豊中市三和町１丁目、３丁目 55,100 〇
65 豊中豊南 豊南町南１丁目 37,600 〇
66 豊中島江 豊中市島江町１丁目 56,200 〇
67 豊中春日 豊中市春日町４丁目 57,100 〇
68 豊中上津島 豊中市上島津１丁目 41,100 〇
69 池田伏尾台 池田市伏尾台２丁目 33,200 〇
70 岸部第１ 吹田市岸部北２丁目 46,400 〇 ロボットゲートあり
71 吹田岸部 吹田市岸部北３丁目、４丁目 50,000 〇
72 吹田川園 吹田市川園町 37,400 〇

73 吹田高野台 吹田市高野台１丁目 66,000 〇
カーシェアリング事業実施中
（許可期限R5.3.31）
建替事業中

74 吹田青山台 吹田市青山台２丁目 65,200 〇
75 吹田藤白台 吹田市藤白台１丁目、３丁目 71,500 〇
76 泉大津要池 泉大津市要池 45,000 〇
77 泉大津式内 泉大津市式内町 26,000 〇
78 泉大津小松 泉大津市小松町 34,400 〇
79 泉大津助松 泉大津市助松町3丁目 33,100 △
80 泉大津なぎさ 泉大津市なぎさ町 23,800 〇

工事による影響や
駐車場の構造等

団地
番号

住宅名 所在地
最低使用料
（1区画あたり
年間・税別）

空き区画（車室）の状況
（令和4年3月末時点）



番号 住宅名 所在地
最低使用料

（年額）
事業予定等

81 高槻芝生 高槻市芝生町２丁目 43,900 〇
82 高槻下田部 高槻市登町 41,300 〇
83 高槻柱本 高槻市柱本新町 41,100 〇
84 高槻氷室 高槻市氷室町１丁目 40,300 △
85 高槻赤大路 高槻市赤大路町 64,000 △
86 高槻五領 高槻市五領町 35,600 〇
87 高槻沢良木 高槻市沢良木町、千代田町 52,500 〇
88 高槻栄町 高槻市栄町１丁目 57,700 〇
89 高槻城東 高槻市城東町 50,100 〇
90 高槻天川 高槻市天川町 55,100 〇
91 高槻津之江 高槻市津之江町３丁目 46,800 〇
92 高槻深沢 高槻市深沢町２丁目 43,900 〇 建替事業中
93 貝塚三ツ松 貝塚市三ツ松 16,100 〇
94 貝塚久保 貝塚市久保 19,300 〇
95 貝塚三ツ松第２ 貝塚市三ツ松 12,100 〇
96 貝塚王子 貝塚市王子 21,700 〇
97 貝塚半田 貝塚市半田 24,800 〇
98 貝塚堀 貝塚市堀２丁目 21,200 〇
99 貝塚橋本第２ 貝塚市橋本 13,600 〇 建替事業中
100 貝塚森 貝塚市森 13,500 〇 建替事業中
101 守口佐太中 守口市佐太中町４丁目 38,100 〇 ロボットゲートあり
102 守口錦通 守口市錦通４丁目 36,800 〇
103 守口淀江 守口市淀江町 52,800 〇
104 守口金田南 守口市金田町２丁目 40,400 〇
105 守口藤田 守口市藤田町５丁目 58,800 〇
106 守口八雲北 守口市八雲北町２丁目 41,200 〇
107 守口金田北 守口市金田町３丁目 47,100 〇
108 守口佐太東 守口市佐太東町１丁目 47,600 〇
109 守口寺方 守口市寺方本通２丁目 64,500 △
110 枚方牧野北 枚方市牧野北町 32,500 〇 建替事業中(駐車場整備予定なし)

111 村野 枚方市村野南町 30,100 〇
112 枚方交北第２ 枚方市交北３丁目 27,600 〇 ロボットゲートあり
113 枚方招提 枚方市招堤南町３丁目 28,200 〇
114 枚方高田 枚方市高田２丁目 45,700 〇
115 枚方招提第２ 枚方市招堤大谷３丁目 23,000 〇
116 枚方津田第２ 枚方市大峰南町 29,200 〇 EV工事中
117 枚方樋之上 枚方市樋之上町 41,800 〇
118 枚方三栗 枚方市三栗２丁目 39,200 〇
119 枚方船橋 枚方市南船橋１丁目、２丁目 36,400 〇
120 枚方上之町 枚方市上之町 43,500 〇
121 枚方東牧野 枚方市東牧野町 52,500 〇 建替事業中
122 枚方牧野 枚方市牧野本町１丁目 50,500 〇
123 枚方津田山手 枚方市津田山手１丁目 52,900 △
124 枚方禁野本町 枚方市禁野本町１丁目 42,000 〇
125 枚方交北第２ 枚方市交北３丁目 28,800 〇
126 枚方片鉾 枚方市片鉾東町 27,400 〇
127 茨木郡山 茨木市郡山１丁目 39,400 〇
128 茨木安威 茨木市南安威２丁目 44,100 〇
129 茨木三島丘 茨木市三島丘１丁目、２丁目 46,900 〇
130 茨木西福井 茨木市西福井２丁目 36,000 〇
131 八尾高砂 八尾市高砂町２丁目、４丁目、５丁目 29,000 〇
132 久宝寺 八尾市久宝寺２丁目 45,900 〇
133 八尾二俣 八尾市天王寺屋６丁目 41,700 〇
134 八尾北久宝寺 八尾市北久宝寺２丁目 55,600 〇
135 八尾志紀 八尾市志紀町西１丁目、２丁目、３丁目 39,000 〇
136 八尾山本 八尾市山本町北６丁目 38,400 〇
137 八尾植松 八尾市植松町８丁目 58,800 〇
138 羽倉崎 泉佐野市新安松３丁目 21,100 〇
139 鶴原中央 泉佐野市鶴原 14,900 〇
140 泉佐野見出 泉佐野市鶴原 14,100 〇
141 長滝第１ 泉佐野市長滝 16,300 〇
142 泉佐野泉ケ丘 泉佐野市泉ケ丘１丁目、２丁目 17,300 〇
143 泉佐野長滝 泉佐野市長滝 17,900 〇
144 泉佐野鶴原北 泉佐野市鶴原 12,500 〇
145 泉佐野鶴原 泉佐野市鶴原 19,200 〇
146 泉佐野佐野台 泉佐野市佐野台 17,800 〇 建替事業中
147 泉佐野東羽倉崎 泉佐野市東羽倉崎 22,000 〇
148 楠風台 富田林市楠風台２丁目 13,600 〇
149 富田林西 富田林市美山台 24,200 △
150 富田林板持 富田林市西板持町２丁目 21,000 〇
151 富田林錦ケ丘 富田林市錦ケ丘町 23,500 〇
152 富田林清水 富田林市清水町 18,100 〇
153 富田林緑ケ丘 富田林市緑ケ丘町 24,500 〇 建替事業中
154 富田林楠 富田林市楠町 15,200 〇 建替事業中
155 寝屋川三井 寝屋川市三井が丘３丁目 36,100 〇
156 寝屋川秦 寝屋川市三井が丘２丁目 41,200 〇 EV工事中
157 寝屋川打上 寝屋川市梅が丘１丁目 32,400 〇
158 寝屋川点野 寝屋川市点野６丁目 31,000 〇
159 寝屋川仁和寺 寝屋川市仁和寺本町６丁目 30,600 〇
160 寝屋川中木田 寝屋川市中木田町 31,000 〇
161 寝屋川寝屋 寝屋川市寝屋新町 34,000 〇
162 寝屋川河北 寝屋川市河北西町 29,900 〇
163 寝屋川大利 寝屋川市大利町 47,800 △
164 寝屋川成田東 寝屋川市成田東町 39,400 〇
165 寝屋川春日 寝屋川市葛原新町、春日町 36,100 〇
166 寝屋川池田 寝屋川市池田新町 36,000 〇
167 寝屋川高柳 寝屋川市高柳２丁目 40,300 〇
168 寝屋川御幸西 寝屋川市御幸西町 39,500 〇
169 寝屋川萱島東 寝屋川市萱嶋東３丁目 28,900 〇
170 千代田台 河内長野市千代田台町 24,500 〇
171 貴望ケ丘 河内長野市貴望ケ丘 21,800 〇 EV工事中
172 河内長野三日市 河内長野市三日市町 14,200 〇
173 河内長野木戸 河内長野市木戸東町 19,400 〇
174 河内長野楠 河内長野市楠木町東 17,300 〇



番号 住宅名 所在地
最低使用料

（年額）
事業予定等

175 河内長野千代田台 河内長野市千代田台町 25,600 〇
176 松原立部 松原市立部５丁目 40,400 〇
177 松原天美 松原市天美西１丁目 28,000 〇
178 松原岡 松原市岡２丁目 32,000 〇
179 松原上田 松原市上田８丁目 41,000 〇
180 松原一津屋 松原市一津屋３丁目 31,700 〇
181 大東朋来 大東市朋来１丁目、２丁目、東大阪市加納 48,200 〇 EV工事中

182 大東末広 大東市末広町 40,300 〇
カーシェアリング事業実施中
（許可期限R5.3.31）

183 和泉今福 和泉市今福町２丁目 22,600 〇
184 和泉繁和 和泉市繫和町 26,400 〇
185 和泉北信太 和泉市上町 28,700 〇
186 和泉伯太 和泉市伯太町２丁目 21,600 〇
187 和泉寺田 和泉市寺田町２丁目 19,700 〇
188 箕面新稲 箕面市箕面 51,800 〇
189 柏原河原 柏原市河原町 42,700 〇
190 柏原円明 柏原市円明町 19,000 〇
191 羽曳野城山 羽曳野市古市６丁目 23,800 △
192 羽曳野高鷲 羽曳野市高鷲４丁目、５丁目 27,700 〇
193 羽曳野翠鳥園 羽曳野市翠鳥園 35,000 △
194 羽曳野碓井 羽曳野市碓井４丁目 22,600 〇
195 羽曳野野々上 羽曳野市野々上５丁目 25,500 〇
196 羽曳野古市 羽曳野市古市 23,800 △ 建替事業中
197 門真下馬伏 門真市江端町 41,000 〇 EV工事予定（R4.11～R5.12）
198 門真北岸和田 門真市北岸和田１丁目 31,000 〇 EV工事予定（R4.9～R5.11）
199 門真三ツ島 門真市三ツ島６丁目 28,000 〇 EV工事予定（R4.10～R6.2）
200 門真北島 門真市五月田町 29,200 〇 EV工事予定（R4.10～R6.2）
201 門真古川橋 門真市御堂町 41,900 〇
202 門真御堂 門真市御堂町 41,900 〇
203 摂津南別府 摂津市南別府町 50,400 〇 ロボットゲートあり
204 摂津味生 摂津市一津屋1丁目 49,400 △

205 摂津正雀 摂津市正雀本町１丁目 59,000 〇
カーシェアリング事業実施中
（許可期限R5.3.31）

206 摂津鳥飼西 摂津市鳥飼西２丁目 49,100 〇
207 富木 高石市西取石１丁目、３丁目 41,300 〇
208 取石 高石市取石７丁目 28,600 〇
209 高石綾井 高石市加茂３丁目 33,100 △
210 高石綾園 高石市綾園３丁目 38,400 〇
211 藤井寺道明寺 藤井寺市道明寺６丁目 31,400 〇
212 藤井寺小山西 藤井寺市小山２丁目 31,200 〇
213 藤井寺川北 藤井寺市川北３丁目 29,200 〇
214 藤井寺大井 藤井寺市大井５丁目 34,100 〇
215 藤井寺小山藤美 藤井寺市小山勝美町 28,700 △
216 東鴻池 東大阪市東鴻池町１丁目 43,700 〇 EV工事中
217 東鴻池第２ 東大阪市東鴻池町２丁目 40,200 〇
218 東大阪加納 東大阪市加納３丁目 34,700 〇
219 東大阪稲田 東大阪市稲田新町１丁目、２丁目 43,300 〇
220 東大阪鴻池 東大阪市鴻池１丁目 61,700 〇
221 東大阪吉田 東大阪市島之内１丁目 55,500 〇

222 東大阪島之内 東大阪市島之内２丁目 53,200 〇
カーシェアリング事業実施中
（許可期限R5.3.31）

223 東大阪玉串 東大阪市玉串町東１丁目 53,400 〇
224 東大阪中鴻池 東大阪市中鴻池町３丁目 54,800 〇
225 前畑 泉南市樽井８丁目 11,600 〇
226 泉南樽井 泉南市樽井６丁目 13,600 〇
227 泉南りんくう 泉南市りんくう南浜 41,900 〇
228 泉南岡田 泉南市岡田７丁目 9,900 〇
229 清滝 四條畷市清滝新町 31,600 〇
230 交野梅ケ枝 交野市梅が枝 30,100 〇
231 交野松塚 交野市松塚 38,000 〇
232 交野藤ケ尾 交野市藤が尾１丁目 31,000 〇
233 交野星田 交野市星田６ 28,100 △
234 交野梅が枝第２ 交野市梅が枝 30,100 〇
235 島本江川 三島郡島本町江川１丁目 53,000 〇
236 忠岡東第１ 泉北郡忠岡町忠岡東１丁目 32,000 〇
237 熊取朝代 泉南郡熊取町長池 15,000 〇
238 田尻りんくう 泉南郡田尻町りんくうポート北 55,500 〇
239 岬深日 泉南郡岬町 7,200 〇
240 尾崎鉄筋 阪南市尾崎町６丁目 9,800 〇
241 東鳥取石田 阪南市石田 11,500 〇
242 狭山 大阪狭山市西山台４丁目 42,700 〇
243 美原南余部 堺市美原区南余部西１丁、２丁、３丁 21,800 〇
244 美原北余部 堺市美原区北余部西１丁、2丁、４丁 23,300 〇
245 美原平尾 堺市美原区平尾 8,800 〇


