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（令和4年12月13日時点）

滝川小学校 1,050 天満1-24-15

堀川小学校 1,487 東天満2-10-7

西天満小学校 1,050 西天満3-12-21

扇町小学校 1,410 扇町2-7-24

菅北小学校 1,257 菅栄町9-5

堂島地域集会所、
堂島・中之島老人憩いの家

64 堂島2-2-26

豊仁小学校 1,208 長柄西2-6-20

豊崎東小学校 1,581 長柄中2-3-30

豊崎本庄小学校 1,285 本庄西2-1-16

豊崎小学校 1,059 豊崎4-5-9

中津小学校 1,308 中津3-34-18

大阪YMCAｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ 834 中津6-7-34

大淀小学校 1,119 大淀中4-10-33

北稜中学校 1,507 天満橋1-1-58

天満中学校 1,685 神山町12-9

新豊崎中学校 1,441 長柄東2-2-30

豊崎中学校 1,337 本庄東3-4-8

大淀中学校 1,299 大淀中2-1-11

大阪市立科学館 108 中之島4-2-1

扇町総合高等学校 1,778 松ヶ枝町1-38

済美福祉センター、
済美中崎町コミュニティホール

140 中崎西1-6-8

北区民センター 190 扇町2-1-27

もと・梅田東小学校体育館 311 茶屋町2-9

大阪市扇町プール 356 扇町1-1

曽根崎コミュニティセンター 77
曽根崎2-15-1
梅田ガーデン2階

災害時避難所一覧表（北区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

1



（令和4年12月13日時点）

桜宮小学校 1,000 東野田町1-10-19

中野小学校 900 中野町3-10-5

都島小学校 1,200 都島本通3-10-3

東都島小学校 700 都島本通4-24-20

内代小学校 800 内代町3-4-6

高倉小学校 900 高倉町3-3-10

友渕小学校 1,300 友渕町1-3-123

淀川小学校 1,200 毛馬町3-5-39

大東小学校 1,000 毛馬町2-11-111

桜宮中学校 900 東野田町5-16-10

都島中学校 900 中野町3-9-33

高倉中学校 800 御幸町1-1-10

友渕中学校 1,300 友渕町1-5-151

淀川中学校 1,000 毛馬町3-5-12

都島工業高等学校 2,000 善源寺町1-5-64

桜宮高等学校 1,900 毛馬町5-22-28

東高等学校 1,400 東野田町4-15-14

友渕小学校分校 1,300 友渕町1-3-187

災害時避難所一覧表（都島区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

2



（令和4年12月13日時点）

上福島小学校 1,604 福島7-4-33

福島小学校 979 福島4-5-6

玉川小学校 1,357 玉川2-13-16

下福島中学校 1,391 玉川1-4-11

野田小学校 1,382 野田5-13-22

吉野小学校 1,191 吉野3-10-5

野田中学校 1,325 吉野5-9-4

大開小学校 1,390 大開2-10-28

大阪府立西野田工科高等学校 1,200 大開2-17-62

鷺洲小学校 1,386 鷺洲5-6-8

八阪中学校 1,460 鷺洲6-1-13

海老江東小学校 1,095 海老江1-6-19

海老江西小学校 981 海老江8-1-10

災害時避難所一覧表（福島区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

3



（令和4年12月13日時点）

西九条小学校 909 西九条4-3-41

四貫島小学校 809 四貫島2-16-29

梅香小学校 879 梅香3-17-29

春日出小学校 982 春日出中1-13-23

伝法小学校 1,475 伝法3-13-10

高見小学校 1,349 高見1-3-35

酉島小学校 1,012 酉島2-5-12

島屋小学校 1,154 島屋2-9-36

春日出中学校 1,193 春日出南1-2-8

梅香中学校 1,286 春日出北3-12-24

此花中学校 1,358 高見2-14-31

もと此花総合高等学校（新館） 465 酉島2-3-16

昇陽中学校・高等学校 2,315 朝日1-1-9

(株)セントラル・コールド・ストレージ 63 桜島3-2-17

咲くやこの花中学校・高等学校 618 西九条6-1-44

災害時避難所一覧表（此花区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

4



（令和4年12月13日時点）

開平小学校 718 今橋1-5-7

中大江小学校、
中大江幼稚園

624
糸屋町2-3-14、
南新町2-4-8

南大江小学校 506 農人橋1-3-3

玉造小学校 638 玉造2-3-43

東中学校 790 大手前4-1-5

大阪府立中央聴覚支援学校 1,523 上町1-19-31

南高等学校 841 谷町6-17-32

上町中学校 624 上本町西3-2-30

南中学校 521 島之内1-10-23

中央高等学校 1,227 釣鐘町1-1-5

中央小学校 1,093 瓦屋町2-8-4

南幼稚園 216 南船場3-2-19

南小学校 553 東心斎橋1-14-29

高津小学校 562 高津3-4-21

河原会館 150 難波千日前5-25

大阪府立大手前高等学校 1,945 大手前2-1-11

中央区民センター 314 久太郎町1-2-27

中央会館 217 島之内2-12-31

本願寺津村別院（北御堂） 930 本町4-1-3

真宗大谷派難波別院（南御堂） 488 久太郎町4-1-11

愛日会館 262 本町4-7-11

相愛中学校・高等学校 456 本町4-1-23

銅座幼稚園 66 内久宝寺町1-1-4

玉造幼稚園 116 玉造1-9-10

桃園幼稚園 86 谷町6-5-34

災害時避難所一覧表（中央区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

5



（令和4年12月13日時点）

堀江中学校 1,372 北堀江4-7-1,4-9

西中学校 901 千代崎3-1-43

花乃井中学校 741 江戸堀2-8-29

もと堀江中学校 789 南堀江3-5-7

西船場小学校 857 江戸堀1-21-28

日吉小学校 995 南堀江4-9-19

九条南小学校 521 九条南2-13-17

九条東小学校 450 九条2-6-2

九条北小学校 467 九条南4-7-38

本田小学校 1,107 川口1-5-19

堀江小学校 1,038 北堀江3-2-16

明治小学校 1,187 阿波座2-3-35

靭幼稚園 210 靭本町1-19-13

災害時避難所一覧表（西区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

6



（令和4年12月13日時点）

大阪府立市岡高等学校 530 市岡元町2-12-12

大阪府立港高等学校 1,330 波除2-3-1

市岡中学校 1,100 磯路1-5-21

市岡東中学校 780 市岡元町3-2-18

港中学校 870 池島1-5-35

港南中学校 820 三先1-5-28

築港中学校 810 築港1-2-41

波除小学校 810 波除3-6-8

弁天小学校 1,240 弁天2-9-35

磯路小学校 870 磯路3-7-7

南市岡小学校 570 南市岡2-6-35

市岡小学校 550 市岡3-2-24

田中小学校 500 田中2-10-34

三先小学校 670 三先2-6-32

池島小学校 400 池島2-5-47

八幡屋小学校 1,400 八幡屋3-3-5

港晴小学校 650 港晴1-3-12

築港小学校 610 築港1-10-38

災害時避難所一覧表（港区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

7



（令和4年12月13日時点）

大阪府立大正白稜高等学校 1,586 泉尾3-19-50

泉尾工業高等学校 1,435 泉尾5-16-7

大正東中学校 928 三軒家東4-4-30

大正北中学校 1,331 北村3-1-1

大正中央中学校 1,026 小林東3-23-5

大正西中学校 980 南恩加島6-14-37

三軒家西小学校 600 三軒家西1-20-26

三軒家東小学校 792 三軒家東2-12-59

泉尾東小学校 891 千島1-16-16

泉尾北小学校 573 泉尾2-21-24

中泉尾小学校 720 泉尾3-23-34

北恩加島小学校 1,122 泉尾5-17-31

小林小学校 801 小林東2-4-45

平尾小学校 1,250 平尾2-21-28

南恩加島小学校 743 南恩加島3-6-11

鶴町小学校 950 鶴町2-6-24

埋蔵文化財鶴浜収蔵倉庫
（もと鶴浜小学校）

890 鶴町2-20-26

災害時避難所一覧表（大正区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

8



（令和4年12月13日時点）

天王寺小学校 718 大道1-4-49

大江小学校 619 四天王寺1-9-18

聖和小学校 699 寺田町1-6-37

五条小学校 1,088 小宮町9-28

生魂小学校 476 上汐4-1-25

桃陽小学校 563 堂ヶ芝1-2-23

味原小学校 666 味原町8-19

真田山小学校 1,028 玉造本町14-41

天王寺中学校 737 北河堀町6-20

夕陽丘中学校 940 小宮町6-28

高津中学校 854 城南寺町1-31

大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校 540 烏ヶ辻2-9-26

清風学園 685 石ヶ辻町12-16

大阪府立高津高等学校 540 餌差町10-47

大阪府立清水谷高等学校 520 清水谷町2-44

大阪府立夕陽丘高等学校 540 北山町10-10

上宮学園 580 上之宮町3-16

大阪夕陽丘学園 639 生玉町7-72

大阪明星学園 422 餌差町5-44

天王寺スポーツセンター 1,260 真田山町5-109

男女共同参画センター中央館 391 上汐5-6-25

災害時避難所一覧表（天王寺区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

9



（令和4年12月13日時点）

もと立葉小学校 608 立葉2-1-15

難波中学校 817 塩草1-1-59

塩草立葉小学校 1,124 塩草1-4-31

難波元町小学校 385 元町1-5-30

敷津小学校 439 敷津東3-9-32

大国小学校 518 大国1-9-3

木津中学校 631 戎本町1-3-46

もと日東小学校 526 日本橋東3-1-23

もと日本橋小学校 479 日本橋3-2-27

大阪府立今宮高等学校 741 戎本町2-7-39

栄小学校 678 浪速東1-1-61

大阪府立難波支援学校
大阪府立なにわ高等支援学校

1,474 木津川2-3-30

学校法人大阪中華學校 119 敷津東1-8-13

日本橋小中一貫校 2,016 日本橋西1-7-6

YOLO BASE 800 恵美須西3-13-24

災害時避難所一覧表（浪速区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

10



（令和4年12月13日時点）

柏里小学校 1,013 柏里2-13-33

野里小学校 921 野里2-21-13

歌島小学校 951 歌島2-5-18

香簑小学校 1,037 御幣島6-5-25

佃小学校 1,131 佃1-21-12

佃西小学校 1,060 佃2-15-30

もと佃南小学校 991 佃5-12-12

大和田小学校 1,154 大和田4-3-24

姫里小学校 1,141 姫里2-8-24

姫島小学校 1,127 姫島1-10-4

福小学校 788 福町2-5-23

川北小学校 978 中島1-11-20

出来島小学校 881 出来島2-2-24

歌島中学校 1,459 歌島2-11-9

淀中学校 1,389 大和田6-13-6

西淀中学校 1,476 姫島6-10-5

淀商業高等学校 2,204 野里3-3-15

好文学園女子高等学校 449 千舟3-8-22

御幣島小学校 1,178 御幣島3-5-5

佃中学校 1,216 佃2-15-93

もと府立西淀川高等学校 2,107 出来島3-3-6

大野百島コミュニティ会館 40 大野3-7-11

市営大野住宅集会所 18 大野3-7-11

災害時避難所一覧表（西淀川区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

11



（令和4年12月13日時点）

新東三国小学校 1,194 東三国3-9-10

東三国中学校 1,211 東三国6-3-68

東三国小学校 1,171 東三国6-3-24

北中島小学校 1,116 宮原5-3-4

大阪府立東淀川高等学校 1,700 宮原4-4-5

宮原小学校 1,115 三国本町1-16-44

宮原中学校 1,292 西宮原3-3-2

西三国小学校 1,239 西三国1-21-28

三国中学校 1,876 西三国2-5-24

三国小学校 1,271 三国本町3-9-18

西中島小学校 940 西中島7-14-25

木川小学校 1,139 木川東3-7-32

木川南小学校 639 木川東1-2-36

十三小学校 1,007 十三東4-3-6

英真学園高等学校 1,672 十三東5-4-38

十三中学校 1,297 十三東5-1-27

大阪府立北野高等学校 2,290 新北野2-5-13

新北野中学校 1,467 新北野2-13-37

神津小学校 1,258 十三元今里2-3-12

新高小学校 1,287 新高1-15-53

野中小学校 1,231 野中北1-11-26

塚本小学校 1,178 塚本3-5-6

田川小学校 1,258 田川2-9-37

三津屋小学校 1,058 三津屋中1-4-14

加島小学校 1,854 加島1-60-28

美津島中学校 2,659 加島1-54-41

東淀工業高等学校 2,227 加島1-52-81

災害時避難所一覧表（淀川区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

12



（令和4年12月13日時点）

東井高野小学校 756 井高野2-8-28

井高野小学校 1,235 井高野1-28-17

大隅東小学校 1,344 瑞光5-8-19

大隅西小学校 595 大隅2-3-18

大桐小学校 1,468 大桐4-1-15

大道南小学校 811 大道南1-23-6

豊里小学校 1,775 豊里5-14-60

豊里南小学校 876 豊里5-12-41

豊新小学校 1,132 豊新4-17-26

小松小学校 1,240 小松3-18-15

新庄小学校 842 上新庄2-20-5

下新庄小学校 1,489 下新庄5-2-9

菅原小学校 1,214 菅原6-3-25

東淡路小学校 1,523 東淡路3-3-32

西淡路小学校 885 西淡路5-5-32

もと西淡路小学校 1,038 西淡路3-14-11
小中一貫校むくのき学園
（啓発小学校・中島中学校）

940 東中島4-8-38

井高野中学校 1,449 井高野2-8-13

瑞光中学校 1,255 瑞光4-9-37

大桐中学校 1,006 大桐4-5-8

東淀中学校 1,297 豊里6-25-19

新東淀中学校 1,408 豊里1-10-32

淡路中学校 790 西淡路4-25-53

柴島中学校 1,379 柴島2-8-36

大阪府立東淀川支援学校 1,798 東中島3-5-22

大阪府立大阪北視覚支援学校 735 豊里7-5-26

大阪経済大学体育館 1,003 大桐3-16-10

大阪府立淀川清流高等学校 1,419 豊里2-11-35

大阪成蹊学園 1,398 相川3-10-62

大阪高等学校 2,365 相川2-18-51

関西大学北陽高等学校 260 上新庄1-3-26

大阪府立柴島高等学校 540 柴島1-7-106

災害時避難所一覧表（東淀川区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地

13



（令和4年12月13日時点）

東小橋小学校 650 東小橋3-10-37

大成小学校 950 大今里西3-2-62

今里小学校 750 大今里1-35-29

中道小学校 800 玉津1-7-39

北中道小学校 1,000 中道2-9-20

中本小学校 900 中本4-2-32

東中本小学校 1,000 東中本2-9-3

神路小学校 1,100 大今里4-6-19

深江小学校 900 深江南1-4-6

片江小学校 1,000 大今里南2-13-2

宝栄小学校 1,050 神路1-15-48

東陽中学校 1,000 深江北2-5-7

本庄中学校 1,200 東中本3-14-2

玉津中学校 1,200 玉津1-12-43

相生中学校 1,200 神路2-8-16

北中道幼稚園 96 中道2-2-19

災害時避難所一覧表（東成区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

北鶴橋小学校 790 鶴橋3-4-50

鶴橋小学校 850 桃谷2-20-32
もと御幸森小学校 490 桃谷5-5-37
勝山小学校 690 勝山南1-3-5

東桃谷小学校 660 勝山北3-7-21
もと舎利寺小学校 690 勝山南4-15-25
もと生野小学校 750 舎利寺3-1-39
田島南小中一貫校第２校地 590 田島3-7-38
もと生野南小学校 520 林寺6-6-7

もと林寺小学校 420 林寺2-14-3
大池小学校 950 中川3-4-3
東中川小学校 860 新今里7-14-37

小路小学校 720 小路2-24-40

東小路小学校 720 小路東3-8-15

巽小学校 1,270 巽中3-12-5

北巽小学校 720 巽北1-30-29

巽南小学校 720 巽南2-10-7

巽東小学校 560 巽東3-8-13

もと鶴橋中学校 640 勝山北4-9-22

桃谷中学校 830 勝山北3-13-44
義務教育学校　生野未来学園 1,670 生野西3-5-40
田島南小中一貫校 620 田島5-23-7
大池中学校 790 中川6-3-6

東生野中学校 750 新今里7-9-25

新生野中学校 520 巽東3-3-12

巽中学校 1,080 巽中3-17-20

新巽中学校 490 巽南4-2-53
大阪府立生野工業高等学校 790 生野東2-3-66
大阪府立生野支援学校 1,050 巽東4-2-47

大阪府立桃谷高等学校 930 勝山南3-1-4
大阪府立わかば高等学校 990 巽東3-10-75

金光藤蔭高等学校 690 小路東4-1-26

プール学院 1,220 勝山北1-19-31

大阪偕星学園高等学校 1,220 勝山南2-6-38

天理教葛上分教会 400 新今里5-3-1

学校法人岡山学園
NRB日本理容美容専門学校

337 鶴橋1-6-34

大阪府立生野聴覚支援学校 398 桃谷1-2-1

災害時避難所一覧表（生野区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

清水小学校 1,583 清水5-1-12

新森小路小学校 1,019 新森6-3-13

古市小学校 716 森小路2-10-35

太子橋小学校 480 太子橋1-12-15

大宮小学校 490 大宮4-9-16

大宮西小学校 935 中宮1-8-14

生江小学校 1,374 生江1-10-21

城北小学校 1,532 赤川3-13-47

高殿小学校 880 高殿6-9-10

高殿南小学校 1,044 高殿3-10-30

旭東中学校 1,519 新森6-7-25

今市中学校 1,003 大宮5-13-40

大宮中学校 2,873 中宮4-7-11

旭陽中学校 2,206 高殿5-9-31

大阪府立旭高等学校 1,568 高殿5-6-41

大阪府立淀川工科高等学校 1,264 太子橋3-1-32

大阪工業大学 2,000 大宮5-16-1

大阪府立思斉支援学校 308 大宮5-11-7

大阪府立光陽支援学校 213 新森6-8-21

災害時避難所一覧表（旭区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

諏訪小学校 1,623 永田2-15-5

中浜小学校 1,293 中浜2-12-35

森之宮小学校 922 森之宮1-6-64

東中浜小学校 1,460 東中浜5-4-5

城東小学校 1,307 鴫野東3-16-41

鴫野小学校 1,939 鴫野西4-11-48

聖賢小学校 1,392 新喜多2-4-35

今福小学校 1,528 今福南2-1-53

放出小学校 1,784 放出西2-2-18

鯰江小学校 1,662 今福西3-9-27

鯰江東小学校 1,222 今福東1-3-26

関目小学校 1,409 関目6-5-5

関目東小学校 1,374 関目4-12-15

すみれ小学校 1,720 古市2-6-46

榎並小学校 1,398 野江4-1-28

成育小学校 1,850 成育1-5-19

放出中学校 1,724 放出西3-12-10

城陽中学校 1,976 鴫野西3-3-64

蒲生中学校 1,998 中央3-9-24

鯰江中学校 1,516 今福西4-7-20

菫中学校 1,927 古市1-18-4

城東中学校 1,936 永田3-3-58

大阪信愛学院高等校 1,732 古市2-7-30

大阪産業大学附属高等学校 1,810 古市1-20-26

開明高等学校 2,737 野江1-9-9

大阪府立成城高等学校 1,457 諏訪3-11-41

大阪市立城東区民センター 582 中央3-5-45

災害時避難所一覧表（城東区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

みどり小学校 859 緑2-4-45

鶴見商業高等学校 1,482 緑2-10-9

鶴見小学校 785 鶴見4-14-10

鶴見南小学校 798 鶴見2-17-22

緑中学校 1,062 鶴見6-6-11

榎本小学校 1,200 今津北1-5-35

今津中学校 1,864 今津中1-3-55

汎愛高等学校 2,110 今津中2-1-52

今津小学校 1,166 今津中4-1-48

茨田南小学校 1,184 諸口1-3-71

茨田中学校 938 諸口3-4-44

茨田東小学校 1,230 茨田大宮3-7-61

茨田北小学校 933 浜3-8-66

茨田北中学校 1,161 茨田大宮1-1-31

大阪府立茨田高等学校 1,689 安田1-5-49

茨田小学校 1,104 安田2-1-8

茨田西小学校 846 横堤5-13-61

横堤小学校 796 横堤1-11-83

横堤中学校 600 横堤1-11-27

焼野小学校 958 焼野1-3-44

大阪市立榎本幼稚園 65 今津北1-5-35

鶴見区子ども・子育てプラザ 65 今津中1-1-14

鶴見スポーツセンター 237 緑地公園内

水の館ホール 300 緑地公園内

災害時避難所一覧表（鶴見区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

高松小学校 826 天王寺町北3-17-19

常盤小学校 1,418 松崎町3-11-12

常盤小学校分校 374 松崎町3-2-9

金塚小学校 834 旭町3-4-46

苗代小学校 1,716 阪南町1-26-30

丸山小学校 1,121 丸山通1-4-43

長池小学校 1,013 長池町20-26

阿倍野小学校 953 阪南町2-17-21

晴明丘小学校 1,404 晴明通10-34

晴明丘南小学校 950 帝塚山1-23-8

阪南小学校 1,059 阪南町5-7-40

大阪教育大学附属天王寺小学校 870 松崎町1-2-45

文の里中学校 1,643 美章園1-5-52

松虫中学校 753 松虫通3-4-45

昭和中学校 1,117 桃ヶ池町2-3-17

阿倍野中学校 843 昭和町3-2-4

阪南中学校 1,258 北畠1-16-24

工芸高等学校 1,199 文の里1-7-2

大阪府立天王寺高等学校 780 三明町2-4-23

大阪府立阿倍野高等学校 625 阪南町1-30-34

大阪府立住吉高等学校 1,153 北畠2-4-1

あべの翔学高等学校 466 天王寺町南2-8-19

明浄学院高等学校 465 文の里3-15-7

大谷中学校・高等学校 2,754 共立通2-8-4

桃山学院高等学校 1,583 昭和町3-1-64

大阪キリスト教短期大学 533 丸山通1-3-61

阿倍野スポーツセンター 913 阿倍野筋3-10-1-100

災害時避難所一覧表（阿倍野区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

安立小学校 1,400 住之江1-4-29

住之江区保健福祉センター分館 70 浜口東3-5-16

敷津浦小学校 1,890 北島2-9-22

住之江中学校 1,140 御崎8-1-6

住吉商業高等学校 1,280 御崎7-12-55

市立住之江会館 180 南加賀屋3-1-20

真住中学校 980 御崎2-2-32

住之江小学校 1,010 御崎4-6-43

清江小学校 1,600 御崎5-7-18

住吉川小学校 920 西加賀屋4-1-4

加賀屋小学校 940 北加賀屋2-5-26

加賀屋東小学校 1,140 東加賀屋1-6-25

加賀屋中学校 890 西加賀屋2-9-20

粉浜小学校 900 粉浜2-6-6

北粉浜小学校 570 粉浜1-5-48

住吉第一中学校 700 粉浜西1-5-11

平林小学校 790 平林南2-6-48

新北島小学校 1,020 新北島6-2-56

新北島中学校 880 新北島8-2-46

南港光小学校 1,170 南港中4-4-22

南港桜小学校 1,170 南港中5-2-48

南港北中学校 1,280 南港中4-3-39

大阪府立港南造形高等学校 1,350 南港東2-5-72

咲洲みなみ小中一貫校 1,937 南港中3-5-14

災害時避難所一覧表（住之江区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

墨江小学校 1,739 墨江2-3-46

三稜中学校 1,699 千躰1-5-22

墨江丘中学校 1,679 墨江4-15-34

清明学院高等学校 289 墨江2-4-4

清水丘小学校 1,400 清水丘2-9-41

南住吉小学校 1,898 南住吉3-5-1

山之内小学校 1,706 山之内2-17-39

遠里小野小学校 1,296 遠里小野6-6-27

大和川中学校 1,576 遠里小野2-11-4

浪速中学校・高等学校 394 山之内2-13-57

東粉浜小学校 1,502 東粉浜2-3-26

住吉小学校 2,725 帝塚山西4-1-35

大領小学校 1,680 大領3-3-5

住吉中学校 2,899 帝塚山西3-5-6

大領中学校 1,468 大領4-3-25

帝塚山学院第２体育館 535 帝塚山西1-6-7

長居小学校 2,026 長居東3-3-40

大阪学芸高等学校 382 長居1-4-15

大阪府教育センター附属高等学校 400 苅田4-1-72

苅田小学校 1,848 苅田3-5-34

苅田北小学校 1,474 苅田1-11-39

苅田南小学校 1,616 苅田10-1-35

東我孫子中学校 2,661 苅田1-16-2

依羅小学校 2,557 我孫子4-11-48

我孫子中学校 3,078 我孫子東1-4-32

大阪府立阪南高等学校 2,115 庭井2-18-81

英明幼稚園住吉 203 清水丘1-24-10

英明幼稚園遠里小野 103 遠里小野1-2-25

長居幼稚園 116 長居東3-8-32

大空小学校 1,314 我孫子西1-6-12

我孫子南中学校 2,238 浅香1-8-55

大阪府立大阪南視覚支援学校 399 山之内1-10-12

住吉区老人福祉センター 227 遠里小野1-1-31

住吉区民センター 522 南住吉3-15-56

大阪公立大学第2体育館 850 杉本3-3-138

大阪府教育センター 341 苅田4-13-23

住吉武道館 240 住吉2-9-89

災害時避難所一覧表（住吉区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

育和小学校 1,520 杭全4-10-12

桑津小学校 1,610 桑津5-13-13

北田辺小学校 1,190 北田辺3-11-14

田辺小学校 1,290 田辺2-3-34

南田辺小学校 1,480 南田辺4-3-4

東田辺小学校 1,240 東田辺2-14-6

南百済小学校 1,100 湯里1-15-40

湯里小学校 970 湯里6-8-3

鷹合小学校 1,200 鷹合3-12-38

今川小学校 1,390 今川4-24-4

矢田北小学校 1,670 照ヶ丘矢田2-1-55

矢田東小学校 1,690 住道矢田2-7-43

大阪府立東住吉支援学校 434 矢田5-1-22

矢田西小学校 1,890 公園南矢田2-15-43

田辺中学校 1,260 南田辺4-7-24

東住吉中学校 1,260 桑津5-17-25

白鷺中学校 1,520 今川1-2-21

中野中学校 1,650 中野4-4-25

矢田中学校 1,820 住道矢田9-7-55
やたなか小中一貫校
（矢田小学校・矢田南中学校）

3,230 矢田3-4-27

矢田西中学校 1,420 公園南矢田2-12-47

大阪芸術大学短期大学部 460 矢田2-14-19

城南学園 700 照ヶ丘矢田2-14-19

早川福祉会館 200 南田辺1-9-28

長居陸上競技場 1,250 長居公園1-1

長居第２陸上競技場 350 長居公園1-1

長居球技場 1,150 長居公園1-1

災害時避難所一覧表（東住吉区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

平野小学校 1,956 平野宮町1-9-29

平野西小学校 1,433 背戸口4-1-31

新平野西小学校 1,401 背戸口1-5-22

平野南小学校 1,295 平野南2-3-8

喜連小学校 1,307 喜連7-6-4

喜連東小学校 1,477 喜連東2-2-17

喜連西小学校 1,471 喜連西3-17-61

喜連北小学校 1,220 喜連1-7-4

長吉東小学校 1,258 長吉出戸8-8-41

長吉南小学校 1,278 長吉六反3-2-17

長原小学校 1,293 長吉長原東3-10-9

もと長吉六反小学校 1,179 長吉六反5-3-41

長吉小学校 1,564 長吉長原2-6-55

長吉出戸小学校 1,408 長吉出戸3-1-43

川辺小学校 1,048 長吉川辺1-4-9

瓜破小学校 1,342 瓜破5-3-11

瓜破西小学校 1,194 瓜破西2-1-43

瓜破北小学校 1,355 瓜破1-8-33

瓜破東小学校 1,425 瓜破東2-5-78

加美小学校 1,639 加美正覚寺3-13-35

加美南部小学校 1,297 加美南1-9-17

加美北小学校 1,647 加美北7-4-10

加美東小学校 1,174 加美東5-9-25

平野中学校 2,110 背戸口1-16-26

摂陽中学校 1,544 平野西3-4-7

平野北中学校 2,014 平野宮町1-8-55

喜連中学校 1,543 喜連西6-2-11

長吉中学校 1,455 長吉長原東1-6-15

長吉六反中学校 1,536 長吉六反4-9-61

長吉西中学校 1,667 長吉長原西3-8-21

瓜破中学校 1,473 瓜破2-5-31

瓜破西中学校 1,249 瓜破西2-12-22

加美中学校 1,513 加美正覚寺3-13-46

加美南中学校 1,371 加美南1-10-15

大阪府立平野高等学校 540 長吉川辺4-2-11
大阪教育大学附属平野中学校・
高等学校平野校舎

1,000 流町2-1-24

大阪府立東住吉高等学校 760 平野西2-3-77

大阪教育大学附属特別支援学校 210 喜連4-8-71

大阪府立長吉高等学校 1,120 長吉長原西3-11-33

川辺会館 169 長吉川辺2－1－20

大阪府立平野支援学校 261 長吉川辺3－4－115

災害時避難所一覧表（平野区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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（令和4年12月13日時点）

天下茶屋中学校 1,445 橘1-8-2

いまみや小中一貫校
（新今宮小学校・今宮中学校）

2,411 花園北1-8-32

成南中学校 1,584 千本中1-17-10

鶴見橋中学校 2,187 長橋3-9-23

玉出中学校 1,330 玉出西1-15-37

梅南中学校 2,105 梅南3-3-17

もと弘治小学校 1,049 花園北2-16-26

長橋小学校 2,899 長橋2-3-21

もと今宮小学校 1,186 天下茶屋1-17-14

橘小学校 1,210 橘2-1-29

もと松之宮小学校 1,046 旭3-5-39

まつば小学校 1,230 梅南3-2-25

玉出小学校 1,174 玉出中2-13-48

岸里小学校 1,273 千本中1-8-22

千本小学校 1,382 千本中2-8-8

もと津守小学校 536 津守3-1-66

南津守小学校 1,299 南津守6-1-14

北津守小学校 1,944 北津守3-3-40

天下茶屋小学校 1,092 聖天下1-11-35

金塚小学校 799 阿倍野区旭町3-4-46

大阪府立西成高等学校 1,419 津守1-13-10

大阪府立今宮工科高等学校 1,457 出城1-1-6

山王集会所 84 山王2-10-24

飛田ふれあい会館 53 山王3-12-13

災害時避難所一覧表（西成区）

避  難  所  名
受入可能
人数[人]

所    在    地
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