財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【淀川区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

債権名称

金額

大阪外環状鉄道株式会社貸付金

備考

5,163,501,000

緊急援護資金貸付金

103,823,000

公益財団法人大阪府育英会貸付金

172,375,000 福祉局

大阪市生活保護施設連盟貸付金

2,500,000

大阪市身体障がい者スポーツ振興基金貸付金

5,875,000

重度障がい者（児）スポーツ文化振興事業貸付金

14,000,000

心身障がい者福祉資金貸付金

25,587,000

民間老人福祉施設整備資金貸付金

89,026,000

一般財団法人大阪府地域支援人権金融公社貸付金

193,160,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設用地取得資金貸付金）

269,965,000

大阪市住宅供給公社貸付金（定期借地法式等による用地取得資金貸付金）
大阪市住宅供給公社貸付金（従前居住者用賃貸住宅建設用地取得資金貸付金）
大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設資金等貸付金）

4,235,517,000
313,395,000
2,249,656,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅購入資金貸付金）

890,906,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設資金等貸付金（法円坂２期））

20,695,000

市街地再開発ビル保留床取得資金貸付金

29,315,000

大阪市街地開発株式会社貸付金

824,927,000

公益財団法人大阪府育英会貸付金

166,250,000 教育委員会事務局

災害援護資金貸付金 ※

23,333,000

大学奨学金貸付金 ※

175,940,000

国民年金保険料追納資金貸付金 ※

538,000

高等学校等奨学金貸付金 ※

197,729,000

介護福祉士等修学資金貸与金 ※

2,524,000

災害対策用職員住宅保証金

591,000

東京事務所職員公舎借上保証金

440,000

指定都市市長会事務局職員公舎借上保証金

47,000

東京赴任職員公舎借上保証金

152,000 経済戦略局

パラカ大阪ベイタワー駐車場保証金

41,040

未利用地等土地売却代金

627,000 契約管財局

東京赴任職員公舎借上保証金

58,000 都市計画局

生活保護費返還金・徴収金

3,495,849,000

東淀工場建設用地賃貸借契約保証金

165,000,000

市街地改造ビル分譲床売却代金

26,775,000

未利用地等土地売却代金

1,145,000 都市整備局

土地区画整理事業換地清算徴収金

2,624,000

未利用地等土地売却代金
合

88,977,000 港湾局
計

18,952,863,040

※ 個人向け貸付金の金額は、特別区数による等分による。

814

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【淀川区】
３．会計区分 【政令等特別会計】
（単位：円）

債権名称

金額

母子福祉貸付金 ※

733,748,000

父子福祉貸付金 ※

2,157,000

寡婦福祉貸付金 ※

30,661,000

国民健康保険出産費資金貸付金 ※
合

2,420,000
計

768,986,000

※ 個人向け貸付金の金額は、特別区数による等分による。

815

備考

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【北区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

債権名称

金額

大阪外環状鉄道株式会社貸付金

備考

5,163,501,677

緊急援護資金貸付金

103,823,441

公益財団法人大阪府育英会貸付金

172,375,000 福祉局

大阪市生活保護施設連盟貸付金

2,500,000

大阪市身体障がい者スポーツ振興基金貸付金

5,875,000

重度障がい者（児）スポーツ文化振興事業貸付金

14,000,000

心身障がい者福祉資金貸付金

25,589,000

民間老人福祉施設整備資金貸付金

89,026,000

一般財団法人大阪府地域支援人権金融公社貸付金

193,163,346

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設用地取得資金貸付金）

269,965,591

大阪市住宅供給公社貸付金（定期借地法式等による用地取得資金貸付金）
大阪市住宅供給公社貸付金（従前居住者用賃貸住宅建設用地取得資金貸付金）
大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設資金等貸付金）

4,235,519,000
313,395,000
2,249,657,794

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅購入資金貸付金）

890,907,611

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設資金等貸付金（法円坂２期））

20,698,000

市街地再開発ビル保留床取得資金貸付金

29,318,000

大阪市街地開発株式会社貸付金

824,930,000

公益財団法人大阪府育英会貸付金

166,250,000 教育委員会事務局

災害援護資金貸付金 ※

23,336,592

大学奨学金貸付金 ※

175,942,496

国民年金保険料追納資金貸付金 ※

540,346

高等学校等奨学金貸付金 ※

197,730,899

介護福祉士等修学資金貸与金 ※

2,527,000

災害対策用職員住宅保証金

389,000

東京事務所職員公舎借上保証金

443,000

指定都市市長会事務局職員公舎借上保証金

47,000

東京赴任職員公舎借上保証金

154,000 経済戦略局

ＪＥＩ京橋ビル保証金

31,290,744

大阪駅前第2ビル駐車場保証金

300,000

未利用地等土地売却代金

628,018 契約管財局

東京赴任職員公舎借上保証金

60,000 都市計画局

生活保護費返還金・徴収金

3,495,849,221

野々口ビル保証金

800,000

市街地改造ビル分譲床売却代金

26,777,496

未利用地等土地売却代金

1,145,764 都市整備局

土地区画整理事業換地清算徴収金

2,627,330

未利用地等土地売却代金
合

88,977,816 港湾局
計

18,820,061,182

※ 個人向け貸付金の金額は、特別区数による等分による。

816

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【北区】
３．会計区分 【政令等特別会計】
（単位：円）

債権名称

金額

母子福祉貸付金 ※

733,751,394

父子福祉貸付金 ※

2,158,770

寡婦福祉貸付金 ※

30,662,723

国民健康保険出産費資金貸付金 ※
合

2,421,000
計

768,993,887

※ 個人向け貸付金の金額は、特別区数による等分による。

817

備考

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【中央区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

債権名称

金額

大阪外環状鉄道株式会社貸付金

備考

5,163,501,000

緊急援護資金貸付金

103,823,000

公益財団法人大阪府育英会貸付金

172,375,000 福祉局

大阪市生活保護施設連盟貸付金

2,500,000

大阪市身体障がい者スポーツ振興基金貸付金

5,875,000

重度障がい者（児）スポーツ文化振興事業貸付金

14,000,000

心身障がい者福祉資金貸付金

25,587,000

民間老人福祉施設整備資金貸付金

89,026,000

一般財団法人大阪府地域支援人権金融公社貸付金

193,160,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設用地取得資金貸付金）

269,965,000

大阪市住宅供給公社貸付金（定期借地法式等による用地取得資金貸付金）
大阪市住宅供給公社貸付金（従前居住者用賃貸住宅建設用地取得資金貸付金）
大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設資金等貸付金）

4,235,517,000
313,395,000
2,249,656,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅購入資金貸付金）

890,906,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設資金等貸付金（法円坂２期））

20,695,000

市街地再開発ビル保留床取得資金貸付金

29,315,000

大阪市街地開発株式会社貸付金

824,927,000

公益財団法人大阪府育英会貸付金

166,250,000 教育委員会事務局

災害援護資金貸付金 ※

23,333,000

大学奨学金貸付金 ※

175,940,000

国民年金保険料追納資金貸付金 ※

538,000

高等学校等奨学金貸付金 ※

197,729,000

介護福祉士等修学資金貸与金 ※

2,524,000

災害対策用職員住宅保証金

140,000

東京事務所職員公舎借上保証金

440,000

指定都市市長会事務局職員公舎借上保証金

47,000

東京赴任職員公舎借上保証金

152,000 経済戦略局

船場センタービル保証金

22,960,000

未利用地等土地売却代金

627,000 契約管財局

東京赴任職員公舎借上保証金

58,000 都市計画局

生活保護費返還金・徴収金

3,495,849,000

市街地改造ビル分譲床売却代金

26,775,000

未利用地等土地売却代金

1,145,000 都市整備局

土地区画整理事業換地清算徴収金

2,624,000

未利用地等土地売却代金
合

88,977,000 港湾局
計

18,810,331,000

※ 個人向け貸付金の金額は、特別区数による等分による。

818

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【中央区】
３．会計区分 【政令等特別会計】
（単位：円）

債権名称

金額

母子福祉貸付金 ※

733,748,000

父子福祉貸付金 ※

2,157,000

寡婦福祉貸付金 ※

30,661,000

国民健康保険出産費資金貸付金 ※
合

2,420,000
計

768,986,000

※ 個人向け貸付金の金額は、特別区数による等分による。

819

備考

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【天王寺区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

債権名称

金額

大阪外環状鉄道株式会社貸付金

備考

5,163,501,000

緊急援護資金貸付金

103,823,000

公益財団法人大阪府育英会貸付金

172,375,000 福祉局

大阪市生活保護施設連盟貸付金

2,500,000

大阪市身体障がい者スポーツ振興基金貸付金

5,875,000

重度障がい者（児）スポーツ文化振興事業貸付金

14,000,000

心身障がい者福祉資金貸付金

25,587,000

民間老人福祉施設整備資金貸付金

89,026,000

一般財団法人大阪府地域支援人権金融公社貸付金

193,160,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設用地取得資金貸付金）

269,965,000

大阪市住宅供給公社貸付金（定期借地法式等による用地取得資金貸付金）
大阪市住宅供給公社貸付金（従前居住者用賃貸住宅建設用地取得資金貸付金）
大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設資金等貸付金）

4,235,517,000
313,395,000
2,249,656,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅購入資金貸付金）

890,906,000

大阪市住宅供給公社貸付金（賃貸住宅建設資金等貸付金（法円坂２期））

20,695,000

市街地再開発ビル保留床取得資金貸付金

29,315,000

大阪市街地開発株式会社貸付金

824,927,000

公益財団法人大阪府育英会貸付金

166,250,000 教育委員会事務局

災害援護資金貸付金 ※

23,333,000

大学奨学金貸付金 ※

175,940,000

国民年金保険料追納資金貸付金 ※

538,000

高等学校等奨学金貸付金 ※

197,729,000

介護福祉士等修学資金貸与金 ※

2,524,000

災害対策用職員住宅保証金

50,000

東京事務所職員公舎借上保証金

440,000

指定都市市長会事務局職員公舎借上保証金

47,000

東京赴任職員公舎借上保証金

152,000 経済戦略局

あべのメディックス保証金

20,287,725

あべのメディックス駐車場保証金

225,000

未利用地等土地売却代金

627,000 契約管財局

東京赴任職員公舎借上保証金

58,000 都市計画局

生活保護費返還金・徴収金

3,495,849,000

あべのルシアス保証金

240,323,000

市街地改造ビル分譲床売却代金

26,775,000

未利用地等土地売却代金

1,145,000 都市整備局

土地区画整理事業換地清算徴収金

2,624,000

未利用地等土地売却代金
合

88,977,000 港湾局
計

19,048,116,725

※ 個人向け貸付金の金額は、特別区数による等分による。

820

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【天王寺区】
３．会計区分 【政令等特別会計】
（単位：円）

債権名称

金額

母子福祉貸付金 ※

733,748,000

父子福祉貸付金 ※

2,157,000

寡婦福祉貸付金 ※

30,661,000

国民健康保険出産費資金貸付金 ※
合

2,420,000
計

768,986,000

※ 個人向け貸付金の金額は、特別区数による等分による。

821

備考

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【大阪府】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

債権名称

金額

アジア太平洋トレードセンター株式会社貸付金

備考

15,620,500,000

株式会社湊町開発センター貸付金

5,421,372,000

クリスタ長堀株式会社貸付金（大阪都市計画道路長堀東西線整備事業にかかわる社会
資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金）

5,929,775,000

クリスタ長堀株式会社貸付金（クリスタ長堀株式会社に対する長期貸付金）

1,198,604,000

公立大学法人大阪市立大学貸付金

3,970,200,000

大阪港埠頭株式会社貸付金（外貿埠頭建設資金貸付金）

3,792,232,242

大阪港埠頭株式会社貸付金（フェリー埠頭建設資金貸付金）

915,856,069

夢洲コンテナターミナル株式会社貸付金

6,062,188,933

関西国際空港土地保有株式会社貸付金

18,851,094,509

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構貸付金

14,844,810

地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付金

10,719,000,000

阪神国際港湾株式会社貸付金

6,687,358,487

アジア太平洋トレードセンター株式会社保証金

1,813,050,000 経済戦略局

アジア太平洋トレードセンター株式会社保証金

166,920,000 市民局

アジア太平洋トレードセンター株式会社保証金

31,697,750 環境局

アジア太平洋トレードセンター株式会社保証金

201,718,110 建設局

アジア太平洋トレードセンター株式会社保証金

74,156,064 港湾局

消防職員災害待機宿舎保証金
合

354,000
計

81,470,921,974

822

財産目録
１．内容 【債権】
２．承継先 【大阪府】
３．会計区分 【政令等特別会計】
（単位：円）

債権名称

金額

大阪市食肉市場株式会社貸付金
合

120,000,000
計

120,000,000

823

備考

