
施設名 施設所在地 避難可能人数 使用場所 使用可能時間

1 大阪市中央卸売市場本場 福島区野田1丁目1番86号 約23,581名 3階以上 終日
2 福島区民センター 福島区吉野3丁目17番23号 約517名 階段室・3階会議室 終日

1 トモドール北梅田 福島区福島6丁目23番21号 約140名 3階～10階　廊下部分 9時～17時（土曜・日曜・祝日を除く）

2 エトワール宮本 福島区福島7丁目5番19号 約37名 3階～6階　廊下部分 終日

3 アーバンコート福島 福島区福島8丁目21番2号 約211名 3階～8階　廊下及び階段・屋上部分
終日
※但し、災害時に管理者においてオートロックを解除した時間帯に限る

4 朝日放送本社リバーデッキ 福島区福島1丁目1番30号 約300名 3階屋外リバーデッキ 終日※但し特別な事情（イベント開催等）

5 セントラル７０ 福島区福島1丁目4番4号 約59名 3階～7階のホール・廊下部分 7時～23時

6 福田ビル 福島区福島2丁目8番22号 約38名 3階～8階のホール、階段部分及び屋上の一部 終日

7 コミュニティープラザ大阪（コンポ大阪ビル） 福島区福島3丁目1番73号 約230名 3階食堂及び7階テラス部分 平日9時～17時30分（祝日を除く）

8 大阪澤久ビルディング 福島区福島3丁目10番4号 約25名 3階～6階の階段及び廊下部分
平日9時～17時45分
（祝日、指定する年末年始及びお盆休みを除く）

9 岡松寺（ハートフルケア） 福島区福島4丁目8番20号 約41名 3階～7階　階段及び踊場部分 終日

10 ホテル阪神 福島区福島5丁目6番16号 約328名 10階宴会場ホワイエ部分 終日

11 大阪トヨタ自動車株式会社本社ビル 福島区福島5丁目17番2号 約430名 5階会議室及び廊下・5階駐車場路部分 9時～22時

12 ＵＲ賃貸住宅アーベイン中之島西 福島区玉川1丁目5番 約1,604名 3階以上共用廊下部分 終日

13 ハナミズキ福島 福島区玉川2丁目6番10号 約149人 3階～8階　共用廊下部分 終日

14 利州株式会社 福島区野田2丁目2番16号 約173名 3階フロア 終日

15 大八ビル 福島区野田2丁目16番1号 約129人 3階～5階の廊下部分、屋上 終日

16 かね清ビル 福島区野田2丁目16番3号 約311人 4階廊下・屋外部分、屋上 終日

17 ディクス福島レジデンス 福島区野田5丁目5番16号 約352人 3階～13階の共用廊下部分 平日9時～17時

18 プリプリ６００ 福島区吉野1丁目20番23号 約4,560名 3階～6階及び屋上の駐車場部分 10時～23時

19 ロイヤルシティホール野田 福島区吉野1丁目22番8号 約1,388名 3階～5階 終日

20 東横イン大阪ＪＲ野田駅前 福島区吉野2丁目2番2号 約220名 4階～13階　共用廊下部分 終日

21 ニシムラビル 福島区吉野2丁目2番12号 約130名 3階・4階及びベランダ・屋上等 平日9時～17時30分（祝日を除く）

22 株式会社オールホンダビル 福島区吉野2丁目6番2号 約100名 3階～6階　作業室・駐車場 9時～19時（定休日を除く）

23 株式会社アークビルド本社ビル 福島区吉野3丁目12番24号 約120名 3階～11階　廊下・階段等共用部分 9時30分～18時（定休日を除く）

24 三興ビル 福島区吉野3丁目12番25号 約110名 3階～5階　階段・踊り場・屋上等 平日8時30分～17時30分（祝日を除く）

25 英風女子高等専修学校〔別館〕 福島区吉野4丁目2番13号 約780名 3階～6階　教室・廊下など 終日

26 英風女子高等専修学校 福島区吉野4丁目13番4号 約748人 3階～5階　教室・廊下 終日

27 レジデンス福島Ⅱ 福島区吉野4丁目24番20号 約108人 3階～8階の廊下部分 終日

28 福島リバーガーデン 福島区吉野4丁目29番20号 約350名 3階～20階の共用廊下部分 終日

29 ヴェルドール野田 福島区吉野5丁目8番6号 約91名 3階～9階　廊下部分 終日

30 新生発条工業株式会社社内ヴィクトワール福島 福島区大開1丁目18番8号 約50名 屋上 平日9時～17時30分（祝日を除く）

31 ＵＲ賃貸住宅大開 福島区大開4丁目1番 約2,151名 3階以上共用廊下部分 終日

32 ファミール福島 福島区鷺洲2丁目15番6号 約208名 3階～15階　共用廊下部分 月曜～金曜9時～17時　土曜9時～12時

33 ＵＲ賃貸住宅鷺洲第２ 福島区鷺洲3丁目1番 約2,121名 3階以上共用廊下部分 終日

34 リバーガーデン福島　木漏れ日の丘 福島区鷺洲5丁目12番1号・5号
Ａ～Ｆ棟合わせて

約4,536名
3階～20階　廊下部分 終日

35 ＵＲ賃貸住宅リバーサイド鷺洲 福島区鷺洲6丁目1番 約1,646名 3階以上共用廊下部分 終日

36 野田阪神ビル（ウイステ） 福島区海老江1丁目1番23号 約1,300名 7階駐車場の車路部分 終日

37 グリーンシティOSAKA1号棟・2号棟 海老江１丁目1１番 約1,600名 3階～15階　共用廊下部分 終日

38 アクアビラージュ 海老江3丁目14番12号 約66名 3階～6階　共用廊下部分 終日

39 株式会社イシハラ 福島区海老江3丁目21番10号 約204名 ３階・４階　倉庫及び屋上部分 月曜～金曜9時～17時（祝日を除く）

40 凸版印刷株式会社（海老江　新聞工場棟） 福島区海老江3丁目22番61号 約414名 5階屋上ウッドデッキ部分 終日

41 キコーナー海老江店 福島区海老江3丁目23番3号 約2,869名 3～6階の駐車場部分 10時～22時30分（定休日を除く）

42 海老江ひばり保育園 福島区海老江5丁目3番22号 約151人
3階　EVホール　廊下部分
4階　多目的ホール及びEVホール　廊下部分

平日7時～19時30分　土曜日7時～19時（日曜・祝日・年末年始を除く）

43 トーワユニ株式会社 福島区海老江6丁目2番9号 約60名 3階～屋上の廊下及び階段部分、5階屋上フロア 9時～18時（土曜・日曜・祝日を除く）

44 福島区在宅サービスセンター 福島区海老江6丁目2番22号 約28名 屋上 平日9時～19時　土曜9時～17時30分

45 ハイパイル６３８ 福島区海老江6丁目3番8号 約36名
3階～6階　階段及び廊下部分
（状況に応じて屋上を解放）

終日

46 ストークマンション野田阪神 福島区海老江7丁目17番14号 約50名 3階～7階の廊下、階段踊り場部分 終日

47 海西ひばりこども園 福島区海老江8丁目13番21号 約132人 3階　教育スペース、4階　屋上遊技場 平日7時～19時30分　土曜日7時～19時（日曜・祝日・年末年始を除く）

津波避難ビル（民間施設）
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