
　

 

4
0
4

260MHz

契約管財局

市本部本庁舎 1

大阪市立弘済院

12GHz

7.5GHz

  18GHz

大阪市防災行政無線回線構成図

同報系固定回線 同報系固定回線

区役所 24 区役所 22
小学校 298

消防局・港湾局 2 防潮堤 48
広域避難場所 44

デジタルＭＣＡ無線設置表

設置場所 指令局 車載型 携帯型 設置場所 指令局 車載型 携帯型

25

特別職 4 5
消防局 31 19

阿倍野防災拠点　 1

1
1

経済戦略局
14

1

9
消防学校本庁舎内局分室

1

2
電気指令所
交通局

1

各消防署

水道局・水道局営業所 9
ＩＣＴ戦略質 21

保健所 3

休日急病診療所

9
8

生活衛生監視事務所 5
都市交通局

大阪市立大学

こころの健康センター
環境科学研究所 1

市民病院・総合医療センター

北区役所 契約管財局

環境局 2
福島区役所 病院局

1

２６０ＭHz系固定局

市場

備蓄倉庫

都島区役所 環境局

環境局河川事務所等
環境事業センター 22

3

24

5
此花区役所 交通局（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ）

斎場 6
区役所・出張所

中央区役所 電気指令所

焼却工場　 8

1
港区役所 市岡工営所

田島工営所

108
西区役所

建設局  第１本部 8

2

保健福祉センター

市会議員
指定地方行政機関

災害時避難所等
建設局　第２本部 6

工営所 　 　 38

552

大正区役所 上之宮出張所

各方面管理事務所 　 　 11

48

86

天王寺区役所

陸上自衛隊

浪速区役所 十三工営所

下水処理場 　 　 28

西淀川区役所

大阪府危機管理室

7
平野工営所

西部方面公園事務所
抽水所 　 　

淀川区役所 野田出張所

スラッジセンター 　 2

東成区役所
6 大阪府警本部 1

1東淀川区役所 東部方面公園事務所

河川・渡船管理事務所 　 　 16

1

3

1
各警察署

1
28

指定公共機関
船場事務所 　 　 7鶴見区役所 西部方面管理事務所

東部方面管理事務所城東区役所 8

生野区役所 南部方面公園事務所

公園緑化部 　 　
水防事務組合 3

旭区役所 北部方面公園事務所

公園事務所 　 　 18
放送機関 8

5

都市技術センター管路管理センター 　 　 32
各区医師会14

住之江区役所 北部方面管理事務所
阿倍野区役所 南部方面管理事務所

都市技術センター（事務所）

2

住吉区役所 阿倍野代行統制局

　
港湾局

1

阿倍野防災・人材開発センター

1

29

大阪市立大学医学部付属病院

西成区役所

9東住吉区役所 港湾局防災ｾﾝﾀｰ
平野区役所

港湾局防災保安担当

2

2

都市整備局

25

1

1

環境局環境管理課 1

水道局柴島浄水場

港湾局防災センター 1

1

2

国際交流センター

1260

その他 ##

港湾局 機械・海務・海上保全 3

合   計

鉄道会社

7

大 阪 市 統 制 局
大阪府庁統制局

難 波 中 継 局

交通局庁舎
消防局庁舎

同報系通信所

南港中継局

南港庁舎

同報系通信所

通信ｹｰﾌﾞﾙ

簡易多重



固定系
種別

統制局
大阪市役所内各局          無線管理者：危機管理室危機管理担当課長

契約管財局
統制室 ５２００～１ 総務担当 ６８３
統制台 ５２９９
機器室 ５２９７ 総務担当 ５２２７
  （ＦＡＸ) ５２９５～６ 健康局

政策企画室 総務課 ５２３５
秘書担当 ５２１５ 福祉局
報道担当 ５２１６ 総務課 ５２３０,５２４０
市政記者室 ５２１７～８ こども青少年局

大阪府市大都市局 総務担当 ５２５０
総務企画担当 ５２３４ 経済戦略局

市政改革室 総務担当 ３３－５２４１,６６０２
総合調整担当 ５２６０ 都市整備局

総務局 総務担当 ５２４３
総務担当 ５２１９ 会計室
防災センター ５２２０ 会計企画担当 ５２３２

市民局 教育委員会事務局
総務担当 ５２２０ 総務担当 ５２３３

５２２１ 行政委員会事務局
総務担当 ５２３６

財政局 市会事務局
総務担当 ５２２６ 総務担当 ５２３７

端末局
ATC 港湾局
ITM棟 総務担当 ３５－１００１～２ 計画担当 ３５－１００８

    （ＦＡＸ) ３５－１０１５ 第１会議室 ３５－１０１０
港湾局防災センター ３５－６３３２

（FAX） ３５－６３３５
建設局       

総務部 総務課 ３１－８２０１ 下水道河川部 調整課 ３１－８２１２
職員課 ３１－８２１０ 設備課 ３１－８２１３
経理課 ３１－８２１１ 施設管理課 ３１－８２０９
（会議室） ３１－８２１５・８２１７ 水防室 ３１－８２０３

道路部 調整課 ３１－８２０４ ３１－８２０６～８
管理部 工務課 ３１－８２０５ （FAX） ３１－８２３５

（FAX） ３１－８２２５ 災害対策室（局応接） ３１－８２１４
（会議室） ３１－８２１６

総務課 ３５－１０５２～３ 施設課 ３５－１０５７
    (ＦＡＸ) ３５－１０６５ お客さまサービス課 ３５－１０５８
給水課 ３５－１０５４ 職員課 ３５－１０５９
配水情報センター ３５－１０５５ 管財課 ３５－１０６０
計画課 ３５－１０５６ 会議室（災害対策室） ３５－１０５１

端末局
環境局

総務担当 ６３０２
    （FAX） ６３０５

端末局

総務課 ３３－１００１ 救急課 ３３－１００５
人事課 ３３－１００２ 指令情報センター ３３－１００６
予防課 ３３－１００３     （ＦＡＸ） ３３－１０１５
警防課 ３３－１００４ 作戦室・司令室 ３３－１００７～１０

水道局

ぼうさいかんきょうじぎょう あべのルシアス  阿倍野区阿倍野筋1-5-1 固定系

ぼうさいしょうぼう 消防局庁舎  西区九条南1-12-54 多重系

呼出し名称

ぼうさいおおさかし

多重系

計画計画局

無線局の種別・呼出名称・設置場所一覧表

設置場所

大阪市役所  北区中之島１－３－２０

WTC  住之江区南港北1-14-16

消防局

無線統制室

系統

多重系

ぼうさいなんこう
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端末局

総務課 ３４－１２０１ ３４－１００６
    （ＦＡＸ) ３４－１２１５ 管理課（運輸部） ３４－１００７
総務課（庁舎管理） ３４－１２０２ 森之宮総合事務所
業務課（自動車部） ３４－１２０４ （電気指令所） ６３１２

３４－１２０５     （ＦＡＸ) ６３１５

端末局
北区役所

総務担当 ６０１４     （ＦＡＸ) ６０１５
地域課 ６０１２

端末局
都島区役所

総務課 ６０２４     （ＦＡＸ) ６０２５
まちづくり推進課 ６０２２

端末局
福島区役所

総務課 ６０３４     （ＦＡＸ) ６０３５
 市民協働課 ６０３２

端末局
此花区役所

総務課 ６０４４     （ＦＡＸ) ６０４５
市民協働課 ６０４２

端末局
中央区役所

総務課 ６０５４     （ＦＡＸ) ６０５５
市民協働課 ６０５２

端末局
西区役所

総務課 ６０６４     （ＦＡＸ) ６０６５
市民協働課 ６０６２

端末局
港区役所

総務課 ６０７４     （ＦＡＸ) ６０７５
協働まちつくり支援課 ６０７２

端末局
大正区役所

総務課 ６０８２     （ＦＡＸ) ６０８５
市民協働課 ６０８４

端末局
天王寺区役所

企画総務課 ６０９４     （ＦＡＸ) ６０９５
危機管理課 ６０９２

端末局
浪速区役所

総務課 ６００４     （ＦＡＸ) ６００５
市民協働課 ６００２

端末局
西淀川区役所

総務課 ６１１４     （ＦＡＸ) ６１１５
まちづくり推進課 ６１１２

端末局
淀川区役所

総務担当 ６１２３     （ＦＡＸ) ６１２５
区民企画担当 ６１２２

ぼうさいよどがわ 淀川区役所  淀川区十三東2-3-3 固定系

ぼうさいなにわ 浪速区役所  浪速区敷津東1-4-20 固定系

ぼうさいにしよど 西淀川区役所  西淀川区御幣島1-2-10 固定系

ぼうさいたいしょう 大正区役所  大正区千島2-7-95 固定系

ぼうさいてんのうじ 天王寺区役所  天王寺区真法院町20-33 固定系

ぼうさいにし 西区役所  西区新町4-5-14 固定系

ぼうさいみなと 港区役所  港区市岡1-15-25 固定系

ぼうさいこのはな 此花区役所  此花区春日出北1-8-4 固定系

ぼうさいちゅうおう 中央区役所  中央区久太郎町1-2-27 固定系

固定系

ぼうさいみやこじま 都島区役所  都島区中野町2-16-20 固定系

ぼうさいふくしま 福島区役所  福島区大開1-8-1 固定系

ぼうさいこうつう 交通局庁舎  西区九条南1-12-52

安全推進課

鉄道総括課

交通局

ぼうさいきた 北区役所  北区扇町2-1-27

多重系
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端末局
東淀川区役所

総務課 ６１３２     （ＦＡＸ) ６１３５
６１３４

端末局
東成区役所

総務課 ６１４２     （ＦＡＸ) ６１４５
市民協働課 ６１４４

端末局
生野区役所

地域まいづくり課 ６１５２     （ＦＡＸ) ６１５５
６１５４

端末局
旭区役所

総務課庶務担当 ６１６４     （ＦＡＸ) ６１６５
総務課防災担当 ６１６２

端末局
城東区役所

総務課 ６１７４     （ＦＡＸ) ６１７５
市民協働課 ６１７２

端末局
鶴見区役所

総務担当 ６１８４     （ＦＡＸ) ６１８５
地域活動支援課 ６１８２

端末局
阿倍野区役所

総務課 ６１９４     （ＦＡＸ) ６１９５
企画調整課 ６１９２

端末局
住之江区役所

総務課防災担当 ６１０２     （ＦＡＸ) ６１０５
危機管理課 ６１０４

端末局
住吉区役所

総務担当 ６２１４     （ＦＡＸ) ６２１５
地域課 ６２１２

端末局
東住吉区役所

総務課 ６２２４     （ＦＡＸ) ６２２５
区民企画課 ６２２２

端末局
平野区役所

総務課 ６２３３     （ＦＡＸ) ６２３５
まちづくり協働課 ６２３２

端末局 固定系
西成区役所

総務課 ６２４４     （ＦＡＸ) ６２４５
市民協働課 ６２４２

端末局 固定系
交通局電気指令所

電気指令所 ６３１２     （ＦＡＸ) ６３１５

端末局
建設局公園緑化部

公園管理課 ６６０４

端末局
建設局市岡工営所

市岡工営所 ６５２２     （ＦＡＸ) ６５２５

ぼうさいいちおかこうえい 建設局市岡工営所  港区市岡2-15-74

ぼうさいこうえんかんり 中央卸売市場  福島区野田1-1-86

ぼうさいにしなり 西成区役所  西成区岸里1-5-20

ぼうさいでんきしれい 交通局電気指令所  城東区森之宮1-6-115  

ぼうさいひらの 平野区役所  平野区背戸口3-8-19 固定系

ぼうさいすみのえ 住之江区役所  住之江区御崎3-1-17 固定系

ぼうさいひがしすみよし 東住吉区役所  東住吉区東田辺1-13-4 固定系

ぼうさいすみよし 住吉区役所  住吉区南住吉3-15-55 固定系

鶴見区役所  鶴見区横堤5-4-19 固定系

ぼうさいあべの 阿倍野区役所  阿倍野区文の里1-1-40 固定系

ぼうさいあさひ 旭区役所  旭区大宮1-1-17 固定系

ぼうさいじょうとう 城東区役所  城東区中央3-4-29 固定系

ぼうさいひがしなり 東成区役所  東成区大今里西2-8-4 固定系

ぼうさいいくの 生野区役所  生野区勝山南3-1-19 固定系

ぼうさいひがしよどがわ 東淀川区役所  東淀川区豊新2-1-4 固定系

固定系

固定系
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端末局
建設局上之宮出張所

上之宮出張所 ６５３２     （ＦＡＸ) ６５３５

端末局
建設局田島工営所

田島工営所 ６５４２     （ＦＡＸ) ６５４５

端末局
建設局十三工営所

十三工営所 ６５５２     （ＦＡＸ) ６５５５

端末局
建設局平野工営所

平野工営所 ６５６２     （ＦＡＸ) ６５６５

端末局
建設局野田出張所

野田出張所 ６５７２     （ＦＡＸ) ６５７５

端末局

大阪城公園事務所 ６６１２     （ＦＡＸ) ６６１５

端末局
建設局もと西部方面公園事務所

もと西部方面公園事務所 ６６２２     （ＦＡＸ) ６６２５

端末局
建設局長居公園事務所

長居公園事務所 ６６３２     （ＦＡＸ) ６６３５

端末局
建設局扇町公園事務所

扇町公園事務所 ６６４２     （ＦＡＸ) ６６４５

端末局
建設局東部方面管理事務所

東部方面管理事務所 ６７１２     （ＦＡＸ) ６７１５

端末局
建設局西部方面管理事務所

西部方面管理事務所 ６７２２     （ＦＡＸ) ６７２５

端末局
建設局南部方面管理事務所

南部方面管理事務所 ６７３２     （ＦＡＸ) ６７３５

端末局
建設局北部方面管理事務所

北部方面管理事務所 ６７４２     （ＦＡＸ) ６７４５

中継局ぼうさいなんば ｽｲｽﾎﾃﾙ南海  中央区難波5-1-60 固定系
難波中継局

機械室 ５２５８

中継局ぼうさいべんてん 大阪府咲洲庁舎５３F（旧：WTC）  住之江区南港北10－12 固定系
南港中継局

機械室 ５２５９

建設局大阪城公園事務所  中央区大阪城3-9

建設局平野工営所  平野区平野西1-4-29

ぼうさいのだしゅっちょう 建設局野田出張所  福島区野田6-2-16

ぼうさいひらのこうえい

ぼうさいせいぶこうえん 建設局もと西部方面公園事務所  西区靱本町2-1-4

ぼうさいうえのみやしゅっちょう 建設局上之宮出張所  天王寺区上之宮町3-20

ぼうさいたじまこうえい 建設局田島工営所  生野区田島1-17-13

固定系

固定系

固定系

固定系

固定系

固定系

固定系

建設局大阪城公園事務所

ぼうさいじゅうそうこうえい 建設局十三工営所  淀川区野中南2-8-41

ぼうさいとうぶこうえん

ぼうさいなんぶこうえん 建設局長居公園事務所  東住吉区長居公園1-1 固定系

ぼうさいほくぶこうえん 建設局北部方面公園事務所  北区扇町1-1-21 固定系

ぼうさいとうぶかんり 建設局東部方面管理事務所  城東区中浜1-17-10  固定系

ぼうさいせいぶかんり 建設局西部方面管理事務所  西成区津守2-7-13  固定系

ぼうさいなんぶかんり 建設局南部方面管理事務所  住之江区泉1-1-189 固定系

ぼうさいほくぶかんり 建設局北部方面管理事務所  此花区高見1-2-47 固定系
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同報系屋外子局

項番 設置場所 所在地 備考
1 滝川小学校 大阪市北区天満１－２４－１５
2 堀川小学校 大阪市北区東天満２－１０－７
3 西天満小学校 大阪市北区西天満３－１２－２１
4 曽根崎２ 大阪市北区曾根崎２－１５
5 済美小学校 大阪市北区中崎西１－６－１８
6 北天満小学校 大阪市北区浪花町１４－６
7 菅北小学校 大阪市北区菅栄町９－５
8 豊崎東小学校 大阪市北区長柄中２－３－３０
9 北野抽水所 大阪市北区大淀南1-9-3

10 中津小学校 大阪市北区中津３－３４－１８
11 大淀小学校 大阪市北区大淀中４－１０－３３
12 中津南小学校 大阪市北区中津６－７－３４
13 豊仁小学校 大阪市北区長柄西２－６－２０
14 豊崎小学校 大阪市北区豊崎４－５－９
15 桜宮小学校 大阪市都島区東野田町１－１０－１９
16 中野小学校 大阪市都島区中野町３－１０－５
17 高倉小学校 大阪市都島区高倉町３－３－１０
18 高倉中学校 大阪市都島区御幸町1-1-10
19 都島小学校 大阪市都島区都島本通３－１０－３
20 内代小学校 大阪市都島区内代町３－４－６
21 東都島小学校 大阪市都島区都島本通４－２４－４
22 大東小学校 大阪市都島区毛馬町２－１１－１１１
23 友渕小学校 大阪市都島区友渕町１－３－１２３
24 福島小学校 大阪市福島区福島４－５－６
25 玉川小学校 大阪市福島区玉川２－１３－１６
26 野田小学校 大阪市福島区野田５－１３－２２
27 海老江1 大阪市福島区海老江1-1-24
28 大開小学校 大阪市福島区大開２－１０－２８
29 大野東公園 大阪市福島区野田2-8
30 海老江東小学校 大阪市福島区海老江１－６－１９
31 海老江西小学校 大阪市福島区海老江８－１－１０
32 鷺洲中公園 大阪市福島区鷺洲2-4
33 西九条小学校 大阪市此花区西九条４－３－４１
34 四貫島小学校 大阪市此花区四貫島２－１６－３４
35 島屋小学校 大阪市此花区島屋２－９－３６
36 伝法小学校 大阪市此花区伝法３－１３－１０
37 梅香小学校 大阪市此花区梅香３－１７－２９
38 伝法西公園 大阪市此花区伝法5-3
39 酉島小学校 大阪市此花区酉島２－５－１２
40 春日出小学校 大阪市此花区春日出中１－１３－２３
41 玉造小学校 大阪市中央区玉造２－３－４３
42 南大江小学校 大阪市中央区農人橋１－３－３
43 中大江小学校 大阪市中央区糸屋町２－１２
44 開平小学校 大阪市中央区今橋１－４
45 高津小学校 大阪市中央区高津３－４－２１
46 中央小学校 大阪市中央区瓦屋町２－８－２３
47 南小学校 大阪市中央区東心斎橋１－１４－２９
48 西船場小学校 大阪市西区江戸堀１－２１－２８
49 日吉小学校 大阪市西区南堀江４－９－１９
50 九条南小学校 大阪市西区九条南２－１３－１７
51 桑津公園 大阪市東住吉区桑津3-6
52 九条北小学校 大阪市西区九条南４－７－３８
53 本田小学校 大阪市西区川口１－５－１９
54 堀江小学校 大阪市西区北堀江３－２－１６
55 明治小学校 大阪市西区阿波座２－３－３５
56 市岡小学校 大阪市港区市岡３－２－２４
57 磯路小学校 大阪市港区磯路３－７－７
58 三先小学校 大阪市港区三先２－６－３２
59 田中小学校 大阪市港区田中２－１０－３４
60 八幡屋小学校 大阪市港区八幡屋3-3-5
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同報系屋外子局

項番 設置場所 所在地 備考
61 波除小学校 大阪市港区波除3-6-8
62 築港小学校 大阪市港区築港１－１０－３８
63 南市岡小学校 大阪市港区南市岡２－６－３５
64 港晴小学校 大阪市港区港晴１－３－１２
65 弁天小学校 大阪市港区弁天２－９－３５
66 池島小学校 大阪市港区池島２－５－２８
67 三軒家西小学校 大阪市大正区三軒屋西１－２０－１１
68 泉尾東小学校 大阪市大正区千島１－１６－１６
69 西淀公園 大阪市西淀川区大和田1-1
70 北恩加島小学校 大阪市大正区泉尾５－１７－３１
71 南恩加島小学校 大阪市大正区南恩加島３－６－１１
72 鶴町小学校 大阪市大正区鶴町２－６－２４
73 西姫島公園 大阪市西淀川区姫島6-4
74 泉尾北小学校 大阪市大正区泉尾２－２１－２４
75 平尾小学校 大阪市大正区平尾２－２１－２８
76 三軒家東小学校 大阪市大正区三軒屋東２－１２－６３
77 小林小学校 大阪市大正区小林東２－４－４５
78 真田山小学校 大阪市天王寺区玉造本町１４－４１
79 味原小学校 大阪市天王寺区味原町８－１９
80 桃陽小学校 大阪市天王寺区堂ｹ芝１－２－２３
81 千日前2 大阪市中央区千日前2-1-15
82 聖和小学校 大阪市天王寺区寺田町１－６－３７
83 大江小学校 大阪市天王寺区四天王寺１－９－１８
84 生魂小学校 大阪市天王寺区上汐４－１－２５
85 天王寺小学校 大阪市天王寺区大道１－４－４９
86 立葉小学校 大阪市浪速区立葉２－１－１５
87 栄小学校 大阪市浪速区木津川２－３－３０
88 難波元町小学校 大阪市浪速区元町１－５－３０
89 大国小学校 大阪市浪速区大国１－９－３
90 恵美小学校 大阪市浪速区恵美須西２－１３－９
91 日東小学校 大阪市浪速区日本橋東３－１－２３
92 日本橋小学校 大阪市浪速区日本橋３－２－２７
93 敷津小学校 大阪市浪速区敷津東３－９－３２
94 塩草立葉小学校 大阪市浪速区塩草１－４－３１
95 柏里小学校 大阪市西淀川区柏里２－１３－３３
96 野里小学校 大阪市西淀川区野里２－２１－１３
97 姫里小学校 大阪市西淀川区姫里２－８－２４
98 姫島小学校 大阪市西淀川区姫島１－１０－２７
99 福小学校 大阪市西淀川区福町２－５－２３

100 大和田小学校 大阪市西淀川区大和田４－３－４３
101 川北小学校 大阪市西淀川区中島１－１１－２０
102 佃小学校 大阪市西淀川区佃１－２１－１２
103 香簑小学校 大阪市西淀川区御幣島６－５－２５
104 歌島小学校 大阪市西淀川区歌島２－５－１８
105 出来島小学校 大阪市西淀川区出来島２－２－２４
106 佃西小学校 大阪市西淀川区佃２－１５－３０
107 佃南小学校 大阪市西淀川区佃５－１２－１２
108 神津小学校 大阪市淀川区十三元今里２－３－１２
109 田川小学校 大阪市淀川区田川２－９－３７
110 加島小学校 大阪市淀川区加島１－６０－２８
111 三津屋小学校 大阪市淀川区三津屋中１－４－１４
112 新高小学校 大阪市淀川区新高１－１５－５３
113 野中小学校 大阪市淀川区野中北１－１１－２６
114 十三中学校 大阪市淀川区十三東5-1-27
115 木川小学校 大阪市淀川区木川東３－７－３２
116 三国小学校 大阪市淀川区三国本町３－９－１８
117 十三南公園 大阪市淀川区新北野3-5-7
118 西中島小学校 大阪市淀川区西中島７－１４－２５
119 塚本小学校 大阪市淀川区塚本３－５－６
120 高殿公園 大阪市旭区高殿4-7
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項番 設置場所 所在地 備考
121 赤川南公園 大阪市旭区赤川1-4
122 西三国小学校 大阪市淀川区西三国１－２１－２８
123 新東三国小学校 大阪市淀川区東三国３－９－１０
124 宮原小学校 大阪市淀川区三国本町１－１６－４４
125 東淡路小学校 大阪市東淀川区東淡路３－３－３２
126 西淡路小学校 大阪市東淀川区西淡路３－１４－１１
127 もと西淡路小学校分校 大阪市東淀川区淡路３－１３－３４
128 菅原小学校 大阪市東淀川区菅原６－３－２５
129 新庄小学校 大阪市東淀川区上新庄２－２０－５
130 大隅東小学校 大阪市東淀川区瑞光５－８－１９
131 大隅西小学校 大阪市東淀川区大隅２－３－１８
132 豊里小学校 大阪市東淀川区豊里５－１４－６０
133 啓発小学校 大阪市東淀川区東中島４－８－３８
134 小松小学校 大阪市東淀川区小松３－１８－１５
135 西淡路小学校 大阪市東淀川区西淡路５－５－３２
136 下新庄小学校 大阪市東淀川区下新庄５－２－９
137 井高野小学校 大阪市東淀川区井高野１－２８－１７
138 大桐小学校 大阪市東淀川区大桐４－１－１５
139 豊新小学校 大阪市東淀川区豊新４－１７－２６
140 東井高野小学校 大阪市東淀川区井高野２－８－２８
141 東淀中学校 大阪市東淀川区豊里6-25-19
142 大道南小学校 大阪市東淀川区大道南１－１７－１７
143 東小橋小学校 大阪市東成区東小橋３－１０－３７
144 大成小学校 大阪市東成区大今里西３－２－６２
145 中道小学校 大阪市東成区玉津１－７－３９
146 北中道小学校 大阪市東成区中道２－９－２０
147 中本小学校 大阪市東成区中本４－２－３２
148 東中本小学校 大阪市東成区東中本２－９－３
149 今里小学校 大阪市東成区大今里１－３５－２９
150 片江小学校 大阪市東成区大今里南２－１３－２
151 神路小学校 大阪市東成区大今里４－６－１９
152 深江小学校 大阪市東成区深江南１－４－６
153 宝栄小学校 大阪市東成区神路１－１５－４８
154 北鶴橋小学校 大阪市生野区鶴橋３－４－５０
155 御幸森小学校 大阪市生野区桃谷５－５－３７
156 鶴橋小学校 大阪市生野区桃谷２－２０－３２
157 巽足代公園 大阪市生野区巽中1-20
158 勝山小学校 大阪市生野区勝山南１－３－５
159 林寺小学校 大阪市生野区林寺２－１４－３
160 生野小学校 大阪市生野区舎利寺３－１－３９
161 中川小学校 大阪市生野区中川３－４－３
162 東中川小学校 大阪市生野区新今里７－１４－３７
163 小路小学校 大阪市生野区小路２－２４－４０
164 東小路小学校 大阪市生野区小路東３－８－１５
165 田島小学校 大阪市生野区田島３－７－３８
166 舎利寺小学校 大阪市生野区勝山南４－１５－２５
167 生野南小学校 大阪市生野区林寺６－６－７
168 巽小学校 大阪市生野区巽中３－１２－５
169 北巽小学校 大阪市生野区巽北１－３０－２９
170 巽北公園 大阪市生野区巽北4-2
171 巽南小学校 大阪市生野区巽南２－１０－７
172 巽東小学校 大阪市生野区巽東３－８－１３
173 清水小学校 大阪市旭区清水５－１－１２
174 古市小学校 大阪市旭区森小路２－１０－３５
175 大宮小学校 大阪市旭区大宮４－９－１６
176 清水南公園 大阪市旭区清水2-13
177 今市公園 大阪市旭区今市2-7
178 茨田大宮中央公園 大阪市鶴見区茨田大宮4-23
179 生江小学校 大阪市旭区生江１－１０－２１
180 城北小学校 大阪市旭区赤川３－１３－４７
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181 新森小路小学校 大阪市旭区新森６－３－１３
182 太子橋小学校 大阪市旭区太子橋１－１２－１５
183 榎並小学校 大阪市城東区野江４－１－２８
184 関目小学校 大阪市城東区関目６－５－５
185 城東中学校 大阪市城東区永田3-3-44
186 鯰江東小学校 大阪市城東区今福東１－３－２６
187 今福小学校 大阪市城東区今福南２－１－５３
188 聖賢小学校 大阪市城東区新喜多２－４－３５
189 鴫野小学校 大阪市城東区鴫野西４－１１－４８
190 中浜小学校 大阪市城東区中浜２－１２－３５
191 城東小学校 大阪市城東区鴫野東３－１６－４１
192 諏訪小学校 大阪市城東区永田２－１５－５
193 成育小学校 大阪市城東区成育１－５－１９
194 すみれ小学校 大阪市城東区古市２－６－４６
195 東中浜小学校 大阪市城東区東中浜５－４－５
196 古市南第２住宅 大阪市城東区古市1-17-2
197 関目東小学校 大阪市城東区関目４－１２－１５
198 森之宮小学校 大阪市城東区森之宮１－６－６４
199 榎本小学校 大阪市鶴見区今津北１－５－３５
200 茨田南小学校 大阪市鶴見区諸口１－３－７１
201 茨田北小学校 大阪市鶴見区浜３－８－６６
202 鶴見小学校 大阪市鶴見区鶴見４－１４－１０
203 今津小学校 大阪市鶴見区今津中４－１－４８
204 茨田東小学校 大阪市鶴見区茨田大宮３－７－６１
205 鶴見緑地公園 大阪市鶴見区緑3
206 横堤小学校 大阪市鶴見区横堤１－１１－８３
207 みどり小学校 大阪市鶴見区緑２－４－４５
208 鶴見南小学校 大阪市鶴見区鶴見２－１７－２２
209 高松小学校 大阪市阿倍野区天王寺町北３－１７－１９
210 南海公園 大阪市西成区岸里3-6
211 生玉公園 大阪市天王寺区生玉町６
212 丸山小学校 大阪市阿倍野区丸山通１－４－４３
213 晴明丘小学校 大阪市阿倍野区晴明通１０－３４
214 阿倍野小学校 大阪市阿倍野区阪南町２－１７－２１
215 阪南小学校 大阪市阿倍野区阪南町５－７－４０
216 長池小学校 大阪市阿倍野区長池町２０－２６
217 苗代小学校 大阪市阿倍野区阪南町１－２６－３０
218 晴明丘南小学校 大阪市阿倍野区帝塚山１－２３－８
219 粉浜小学校 大阪市住之江区粉浜２－６－６
220 安立小学校 大阪市住之江区住之江１－４－２９
221 敷津浦小学校 大阪市住之江区北島２－９－２２
222 加賀屋小学校 大阪市住之江区北加賀屋２－５－２６
223 住吉川小学校 大阪市住之江区西加賀屋４－１－４
224 北粉浜小学校 大阪市住之江区粉浜１－５－４８
225 UR住吉住宅 大阪市住之江区粉浜西3-1-6
226 平林小学校 大阪市住之江区平林南２－６－４８
227 加賀屋東小学校 大阪市住之江区東加賀屋１－６－２５
228 新北島小学校 大阪市住之江区新北島６－２－５６
229 南港光小学校 大阪市住之江区南港中４－４－２２
230 山王保育所 大阪市西成区山王1-6-10
231 南港桜小学校 大阪市住之江区南港中５－２－４８
232 南港渚小学校 大阪市住之江区南港中３－７－１３
233 東粉浜小学校 大阪市住吉区東粉浜２－３－２６
234 住吉小学校 大阪市住吉区帝塚山西４－１－３５
235 長居小学校 大阪市住吉区長居東３－３－４０
236 依羅小学校 大阪市住吉区我孫子４－１１－４８
237 墨江小学校 大阪市住吉区墨江２－３－４６
238 遠里小野小学校 大阪市住吉区遠里小野６－６－２７
239 清水丘小学校 大阪市住吉区清水丘２－９－４１
240 我孫子東第７住宅 大阪市住吉区我孫子東2-2-2
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241 大領小学校 大阪市住吉区大領３－３－５
242 苅田小学校 大阪市住吉区苅田３－５－３４
243 山之内小学校 大阪市住吉区山之内２－１７－３９
244 苅田南小学校 大阪市住吉区苅田１０－１－３５
245 苅田北小学校 大阪市住吉区苅田１－１１－３９
246 桑津小学校 大阪市東住吉区桑津５－１３－１３
247 北田辺小学校 大阪市東住吉区北田辺３－１１－１４
248 田辺小学校 大阪市東住吉区田辺２－３－３４
249 今川学園 大阪市東住吉区今川3-5-8
250 南田辺小学校 大阪市東住吉区南田辺４－３－４
251 南百済小学校 大阪市東住吉区湯里１－１５－４０
252 育和小学校 大阪市東住吉区杭全４－１０－１２
253 鷹合小学校 大阪市東住吉区鷹合３－１２－３８
254 今川小学校 大阪市東住吉区今川４－２４－４
255 矢田小学校 大阪市東住吉区矢田５－１－２２
256 矢田東小学校 大阪市東住吉区住道矢田２－７－４３
257 矢田西小学校 大阪市東住吉区公園南矢田2-15-43
258 山坂公園 大阪市東住吉区山坂2-19
259 湯里小学校 大阪市東住吉区湯里６－８－３
260 喜連小学校 大阪市平野区喜連７－６－４
261 平野西小学校 大阪市平野区背戸口４－１－３１
262 平野小学校 大阪市平野区平野宮町１－９－２９
263 長吉小学校 大阪市平野区長吉長原２－６－５５
264 瓜破小学校 大阪市平野区瓜破５－３－１１
265 加美小学校 大阪市平野区加美正覚寺３－１３－３５
266 加美南部小学校 大阪市平野区加美南１－９－１７
267 平野南小学校 大阪市平野区平野南２－３－８
268 長吉東小学校 大阪市平野区長吉出戸８－３－４１
269 喜連西小学校 大阪市平野区喜連西３－１７－６１
270 長吉南小学校 大阪市平野区長吉六反３－２－１７
271 瓜破北小学校 大阪市平野区瓜破１－８－３３
272 長原小学校 大阪市平野区長吉長原東３－１０－９
273 喜連東小学校 大阪市平野区喜連東２－２－１７
274 瓜破東小学校 大阪市平野区瓜破東２－５－７８
275 長吉六反小学校 大阪市平野区長吉六反５－３－４１
276 加美北小学校 大阪市平野区加美北７－４－１０
277 長吉出戸小学校 大阪市平野区長吉出戸３－１－４３
278 瓜破西小学校 大阪市平野区瓜破西２－１－４３
279 喜連北小学校 大阪市平野区喜連１－７－４
280 加美東小学校 大阪市平野区加美東５－９－２５
281 川辺小学校 大阪市平野区長吉川辺１－４－９
282 新平野西小学校 大阪市平野区背戸口１－５－２２
283 萩之茶屋小学校 大阪市西成区萩之茶屋１－１１－１５
284 今宮小学校 大阪市西成区天下茶屋１－１７－１４
285 天下茶屋小学校 大阪市西成区聖天下１－１１－３５
286 南中学校 大阪市中央区島之内1-10-23
287 玉出小学校 大阪市西成区玉出中２－１３－５６
288 千本小学校 大阪市西成区千本中２－８－８
289 橘小学校 大阪市西成区橘２－１－１８
290 駒川公園 大阪市東住吉区駒川2-3
291 弘治小学校 大阪市西成区花園北２－１６－２６
292 松之宮小学校 大阪市西成区旭３－５－３９
293 長橋小学校 大阪市西成区長橋２－３－２１
294 北津守小学校 大阪市西成区北津守３－３－４０
295 津守小学校 大阪市西成区津守３－１－６６
296 南津守小学校 大阪市西成区南津守６－１－１４
297 茨田小学校 大阪市鶴見区安田２－１－８
298 住吉公園 大阪市住之江区浜口東2-1
299 大空小学校 大阪市住吉区我孫子西1-6-12
300 御幣島小学校 大阪市西淀川区御幣島3－5
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301 焼野小学校 大阪市鶴見区焼野1－3
302 中島公園 大阪市西淀川区中島１－２２ 中島公園 東側入口
303 港南中学校 大阪市港区御崎1-5-28 八幡屋公園 事務所西側
304 入船公園 大阪市港区八幡屋１－４ 入船公園 内センタ-屋上
305 玉造元町1 大阪市天王寺区玉造元町1-29 千島公園1 グランド東南角
306 千島公園 大阪市大正区千島２－７ 千島公園2 東側中央
307 西成公園 大阪市西成区津守１－１３ 津守公園 東側入口
308 住之江公園 大阪市住之江区南加賀屋１ 住之江公園 野球場南側
309 中之島公園 大阪市北区中之島１－１ 中之島公園 1 天神橋西側WC前
310 豊崎中学校 大阪市北区本庄東3-4-8 中之島公園 2 難波橋西北階段下
311 中之島公園(中央公会堂) 大阪市北区中之島１－２ 中之島公園 3 図書館東南角下
312 扇町高校（撤去中） 大阪市北区中之島５－３ 中之島公園 4 扇町高校 4F校舎屋上
313 佃消防出張所 大阪市西淀川区佃4-5-2 天王寺公園 1 事務所西側
314 天王寺公園　南 大阪市天王寺区茶臼山町１ 天王寺公園 2 駐車場北入口
315 北中島公園 大阪市淀川区宮原５－７ 北中島公園 南西角
316 新大阪駅北口 大阪市淀川区宮原３－４ 新大阪１号広場内
317 鶴見緑地公園　北 大阪市鶴見区緑地公園２－１６３ 鶴見緑地 山のエリヤ西麓
318 文の里中学校 大阪市阿倍野区美章園1-5-52 鶴見緑地 鶴見緑地駅南
319 鶴見緑地公園事務所 大阪市鶴見区緑地公園２－１６３ 鶴見緑地 公園事務所玄関
320 鶴見緑地公園　西 大阪市鶴見区緑地公園２－１６３ 鶴見緑地 乗馬ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ横
321 桜川公園 大阪市浪速区桜川4-13 ＪＲ貨物 梅田駅 構内
322 中川西公園 大阪市生野区中川西2-5 ＪＲ貨物 梅田貨物駅
323 大阪城公園抽水所 大阪市中央区城見１－２６ 建設局 弁天抽水所
324 大阪城公園野球場 大阪市中央区大阪城３ 大阪城公園 野球場内
325 平野町4 大阪市中央区平野町4-1-2 大阪城公園東側 玉造筋
326 大阪城音楽堂 大阪市中央区大阪城３ 大阪城公園内 音楽団屋上
327 旧大阪城博物館 大阪市中央区大阪城１ 大阪城公園内 博物館屋上
328 安土町3 大阪市中央区安土町3－1－3 大阪城公園 事務所詰所
329 靭公園　 大阪市西区靱本町２ 靱公園 東園 南側中央
330 靭公園（撤去保管） 大阪市西区靱本町１ 靱公園 西園 西側入口
331 第２万代児童遊園 大阪市住吉区万代6-8 長居公園 北側 苗園前
332 長居公園　南東 大阪市東住吉区長居公園１ 植物園事務所 東側
333 東田辺中央公園 大阪市東住吉区東田辺3-4 長居公園 テニスコート前
334 長居公園　相撲場 大阪市東住吉区長居公園１ 長居公園 相撲場 東側
335 平野下水処理場 大阪市平野区加美北2-5 長居公園 西南入口売店横
336 JR百済貨物駅　北西 大阪市東住吉区今林３ ＪＲ貨物 百済駅構内 北西角
337 JR百済貨物駅　南東 大阪市平野区平野馬場１ ＪＲ貨物 百済駅構内 東南角
338 長吉東部南公園 大阪市平野区長吉川辺3-10-32 瓜破霊園 古墳西側
339 瓜破霊園　南 大阪市平野区瓜破東６ 瓜破霊園 正面入口
340 万代池公園 大阪市住吉区万代3-7 市大教養学部 学舎屋上
341 大阪市立大学本館 大阪市住吉区杉本３－３－１３８ 市大 本館屋上
342 東淀川消防署柴島出張所 大阪市東淀川区柴島３－１０－２１ 東淀川消防署柴島出張所
343 長柄橋水防倉庫 大阪市東淀川区柴島１ 長柄橋水防倉庫
344 川口水防倉庫 大阪市淀川区西中島１－１１ 川口水防倉庫
345 木川水防倉庫 大阪市淀川区木川西１－１ 木川水防倉庫
346 淀川水管橋 大阪市都島区毛馬町５ 淀川水管橋 橋脚
347 毛馬第二水防倉庫 大阪市都島区毛馬町４－１１－１４ 毛馬第２水防用具庫
348 大門公園 大阪市東淀川区大隅1-5 豊里水防倉庫
349 野村公園 大阪市東淀川区豊里３－３ 野村公園内
350 守口第一用具倉庫 大阪市旭区太子橋３－１６ 守口第１用具庫
351 太子橋中公園 大阪市旭区太子橋２－７ 太子橋中公園内
352 久宝寺緑地 大阪市平野区加美東６－１ 久宝寺公園内
353 下水道科学館 大阪市此花区高見１－２ 下水道科学館内
354 千鳥橋住宅 大阪市此花区伝法2-2-2 千鳥橋みどり公園内　
355 城北公園　公園事務所 大阪市旭区生江 ３－２９－１ 城北公園内
356 南港中央公園 大阪市住之江区南港東 ８－５ 南港中央公園内
357 野崎公園 大阪市北区野崎町1-16 毛馬桜の宮公園内
358 毛馬桜宮公園　南（北） 大阪市北区長柄東１－１ 毛馬桜の宮公園内
359 出来島地区 大阪市西淀川区出来島３－３ 出来島地区　　　　　
360 旭公園 大阪市旭区高殿５－６ 旭公園内　　　　　　　　
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361 矢倉緑地 大阪市西淀川区西島2 矢倉緑地内　　　　　　　
362 浪速公園 大阪市浪速区塩草1-1 浪速公園 野球場北東 
363 阿倍野防災拠点 大阪市阿倍野区旭町3-3-1 阿倍野中枢拠点複合施設
364 北港マリーナ構内 大阪市此花区常吉２ 北港マリーナ　ＷＣ屋上　
365 常吉防潮堤北 大阪市此花区常吉２ 常吉臨港緑地北　　　　　
366 北港防潮堤東 大阪市此花区北港２－１ 大阪ポートマリーナ　北　
367 北港防潮堤西 大阪市此花区北港２－３ 環事　北港事務所　東側　
368 東洋埠頭２号上屋 大阪市此花区梅町２－４ 東洋埠頭　２号上屋　
369 梅町防潮堤東 大阪市此花区桜島３－１０ 梅町桟橋　北側　臨港緑地
370 桜島防潮堤 大阪市此花区桜島３－１０ 天保山渡船場　　　　　　
371 弁天防潮堤 大阪市港区弁天６－７ 弁天埠頭　臨港緑地　　　
372 安治川３号上屋 大阪市港区石田２－１ 安治川　３号上屋　　　　
373 安治川1号上屋 大阪市港区港晴５－２ 安治川　１号上屋　　　　
374 築港防潮堤 大阪市港区築港３－１ 天保山運河　防潮堤　　　
375 海岸通防潮堤北 大阪市港区海岸通 １－５ 大阪税関宿泊所　西側　　
376 海岸通防潮堤第二岸壁 大阪市港区海岸通３－３ 第一突堤上屋東　　　　　
377 港湾局第２突堤事務所 大阪市港区海岸通３－４ 大阪税関　突堤出張所北側
378 三十間堀川格納庫 大阪市港区八幡屋４－５ 老人ホーム愛港園　東側　
379 海岸通防潮堤南 大阪市港区海岸通４－５ 埠頭倉庫　東側　　　　　
380 福崎防潮堤 大阪市港区福崎１－３ 甚兵衛渡船場　　　　　　
381 千島防潮堤 大阪市大正区千島３－２４ 泉尾幼稚園　南西　　　　
382 北恩加島防潮堤 大阪市大正区北恩加島２－５ 1０号岸壁　南東角　　　
383 鶴町防潮堤北東 大阪市大正区鶴町３－１ 千歳渡船場　　　　　　　
384 鶴町防潮堤西 大阪市大正区鶴町３－２４ 鶴浜通船溜　　　　　　　
385 鶴町防潮堤南 大阪市大正区鶴町１－１６ 船町渡船場　　　　　　　
386 鶴町防潮堤東 大阪市大正区鶴町５－１ 三洋造船所 西側
387 平尾防潮堤 大阪市大正区平尾１－１ 落合下渡船場　　　　　　
388 南恩加島防潮堤 大阪市大正区南恩加島１－１１ 千本松渡船場
389 木津川渡船場 大阪市大正区船町１－１ 木津川尻渡船　　　　
390 平林北防潮堤東 大阪市住之江区平林北２－７ 第４貯木場　水門　　　　　
391 平林北防潮堤西 大阪市住之江区平林北２－９ 平林大橋 北詰
392 南港東防潮堤南 大阪市住之江区南港東１－１ 第６貯木場 南東角　　　　　
393 南港C1ｺﾝﾃﾅ埠頭ﾔｰﾄﾞ 大阪市住之江区南港東６－４ コンテナーﾀｰﾐﾅﾙ ３照明灯　
394 南港C3ｺﾝﾃﾅ埠頭ﾔｰﾄﾞ 大阪市住之江区南港東６－４ コンテナーﾀｰﾐﾅﾙ ５照明灯
395 南港東防潮堤北 大阪市住之江区南港東９－１ 港大橋臨港緑地 南西角　　　
396 南港フェリー埠頭北 大阪市住之江区南港南２－２ 港湾局 南港事務所　　　　　
397 南港フェリー埠頭南 大阪市住之江区南港南２－１ 第１ﾀｰﾐﾅﾙ 駐車場緑地　　　
398 南港南防潮堤東 大阪市住之江区南港南３－１ 岸壁 Ｄ５　南側
399 南港かもめ大橋北東 大阪市住之江区南港南３－１０ A５ 上屋 北東角
400 南港C7ｺﾝﾃﾅ埠頭ﾔｰﾄﾞ 大阪市住之江区南港中７ リヒト産業　西側
401 南港中防潮堤北 大阪市住之江区南港中８－１ 大阪税関　西側
402 南港北防潮堤北 大阪市住之江区南港北２－１ 鴻池運輸　北東
403 南港北防潮堤西 大阪市住之江区南港北３－１ 野鳥園　展望塔　東
404 大阪南港野鳥園 大阪市住之江区南港北３－１ 野鳥園　南東角　　　
405 南港北防潮堤南東 大阪市住之江区南港北３－１ 山九ＫＫ　警備員室前
406 南港中防潮堤南西 大阪市住之江区南港中８－７ ライナー埠頭
407 南港かもめ埠頭 大阪市住之江区南港南５－１ かもめ埠頭前　　　　
408 南港かもめ大橋西 大阪市住之江区南港南５－１ かもめ大橋　西詰
409 南港南防潮堤西 大阪市住之江区南港南６－３ Ｊ－３岸壁　フエンス前
410 旧南港海水遊泳場 大阪市住之江区南港南６－７ 南港遊泳場　南東角
411 南港魚つり園 大阪市住之江区南港南６－７ 南港遊泳場　北西角
412 コスモスクエア緑地 大阪市住之江区南港北1-32 酉島公園内
413 酉島防潮堤 大阪市此花区酉島６－１ 福町西公園内
414 福町防潮堤東 大阪市西淀川区福町２－９ 自転車道路　西端
415 福町防潮堤西 大阪市西淀川区福町２－３１ 川商建材　南東角
416 中島防潮堤東 大阪市西淀川区中島２－６ 大阪化成　南東側
417 中島防潮堤西 大阪市西淀川区中島２－１ 緑地公園 ﾛｯｼﾞ 北側道路沿 
418 舞洲野外活動センター 大阪市此花区北港緑地2
419 舞洲球技場 大阪市此花区北港緑地1
420 舞洲オートキャンプ場 大阪市此花区北港緑地2
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同報系屋外子局

項番 設置場所 所在地 備考
421 北区役所 大阪市北区扇町２－１－２７
422 都島区役所 大阪市都島区中野町２－１６－２０
423 大開西公園 大阪市福島区大開4-4
424 此花区役所 大阪市此花区春日出北１－８－４
425 中央区役所 大阪市中央区久太郎町１－２－２７
426 西区役所 大阪市西区新町４－５－１４
427 港区役所 大阪市港区市岡１－１５－２５
428 大正区役所 大阪市大正区千鳥２－７－９５
429 天王寺区役所 大阪市天王寺区真法院町２０－３３
430 浪速区役所 大阪市浪速区敷津東 １－４－１９
431 西淀川区役所 大阪市西淀川区御幣島１－２－１０
432 淀川区役所 大阪市淀川区十三東１－１８－２１
433 東淀川区役所 大阪市東淀川区豊新２－１－４
434 南深江公園 大阪市東成区深江南2-9
435 生野区役所 大阪市生野区勝山南３－１－１９
436 旭区役所 大阪市旭区大宮１－１－１７
437 城東区役所 大阪市城東区中央３－４－２９
438 鶴見区役所 大阪市鶴見区横堤５－４－１９
439 阿倍野区役所 大阪市阿倍野区文の里１－１－４０
440 住之江区役所 大阪市住之江区御崎３－１－１７
441 住吉区役所 大阪市住吉区殿辻１－８－１８
442 東住吉区役所 大阪市東住吉区東田辺１－１３－４
443 平野区役所 大阪市平野区背戸口 ３－８－１９
444 西成区役所 大阪市西成区岸里１－５－１８
445 北部環境事業センター 大阪市北区同心２－８－１４
446 滝川公園 大阪市北区天満４－７
447 堂島１ 大阪市北区堂島１－４－３０
448 梅田２ 大阪市北区梅田２－５－２５
449 中之島西公園 大阪市北区中之島６－３
450 大淀配水場 大阪市北区大淀北１－６－６２
451 大淀西公園 大阪市北区大淀北２－１
452 豊崎北公園 大阪市北区豊崎６－１３
453 茶屋町50番 大阪市北区茶屋町50番地先
454 桜之宮東公園 大阪市都島区東野田町５－１０
455 中野公園 大阪市都島区中野町５－７
456 友渕中学校 大阪市都島区友渕町１－５－１５１
457 蕪村公園 大阪市都島区毛馬町１－１２
458 福島消防署 大阪市福島区吉野３－１７－２２
459 春日出中学校 大阪市此花区春日出南１－２－８
460 梅香中学校 大阪市此花区春日出北３－１２－２４
461 島屋公園 大阪市此花区島屋３－９
462 高見１ 大阪市此花区高見１－４
463 島屋西公園 大阪市此花区島屋５－１
464 此花消防署桜島出張所 大阪市此花区桜島３－４－９８
465 環境局舞洲工場 大阪市此花区北港白津1-2-48
466 安治川口北公園 大阪市此花区島屋6-1
467 北港運河公園 大阪市此花区北港1-1
468 桃園公園 大阪市中央区谷町6-5
469 東中学校 大阪市中央区大手前4-1-5
470 久宝公園 大阪市中央区北久宝寺町3-1
471 広小路公園 大阪市中央区上町1-19
472 北大江公園 大阪市中央区島町1-5
473 城見２ 大阪市中央区城見2-2-23
474 花乃井中学校 大阪市西区江戸堀2-8-29
475 堀江公園 大阪市西区南堀江1-13
476 新町北公園 大阪市西区新町1-15
477 九条公園 大阪市西区九条南1-1
478 松島公園 大阪市西区千代崎1-3
479 本田公園 大阪市西区本田3-8
480 境川１ 大阪市西区境川1-2-43
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同報系屋外子局

項番 設置場所 所在地 備考
481 薩摩堀公園 大阪市西区立売堀4-2
482 福崎３ 大阪市港区福崎３－１－１８
483 三軒家東３ 大阪市大正区三軒家東３－８－２２
484 小林南公園 大阪市大正区小林西2-16
485 泉尾浜公園 大阪市大正区泉尾7-17
486 南恩加島４ 大阪市大正区南恩加島4-3
487 南恩加島７ 大阪市大正区南恩加島7-1
488 大正西中学校 大阪市大正区南恩加島6-14-37
489 天王寺中学校 大阪市天王寺区南河堀町６－２０
490 五条公園 大阪市天王寺区烏ヶ辻2-5
491 東高津公園 大阪市天王寺区東高津町2番地
492 清水谷公園 大阪市天王寺区清水谷町16番地
493 石ヶ辻公園 大阪市天王寺区石ヶ辻町11番地
494 稲荷町公園 大阪市浪速区桜川2-5
495 千船３ 大阪市西淀川区千船３－８
496 佃斎場 大阪市西淀川区佃６－４－１８
497 花川西公園 大阪市西淀川区花川２－３
498 中島公園西 大阪市西淀川区中島1-22
499 新北野２ 大阪市淀川区新北野２－１－７
500 美津島中学校 大阪市淀川区加島１－５４－４１
501 加島駅前公園 大阪市淀川区加島３丁目中３－１４
502 田川西公園 大阪市淀川区田川３－６
503 淀川消防署東三国出張所 大阪市淀川区東三国２－１７－４
504 西中島東公園 大阪市淀川区西中島３－８
505 北淀公園 大阪市東淀川区豊里１－８
506 菅原１ 大阪市東淀川区菅原１－２
507 東北環境事業センター 大阪市東淀川区上新庄１－２－２０
508 北江口公園 大阪市東淀川区北江口２－１０
509 相川住宅公園 大阪市東淀川区相川３－１０
510 小松公園 大阪市東淀川区小松２－１２
511 鳩ヶ瀬公園 大阪市東淀川区下新庄１-９
512 東今里３公園 大阪市東成区東今里３-２０-９
513 東深江公園 大阪市東成区深江北３-１６
514 大今里南公園 大阪市東成区大今里南４-１５
515 田島中学校 大阪市生野区田島５－２３－７
516 生野西４公園 大阪市生野区生野西4-7
517 旭消防署新森消防署 大阪市旭区新森２-１８－１５
518 常翔学園 大阪市旭区大宮５-１６
519 成育公園 大阪市城東区関目３-２
520 鯰江公園 大阪市城東区今福西６-５
521 榎並公園 大阪市城東区野江２-１５
522 放出中学校 大阪市城東区放出西３-１２-１０
523 諏訪小学校グランド 大阪市城東区諏訪３-６
524 放出公園 大阪市鶴見区放出東２-２
525 茨田大宮西公園 大阪市鶴見区茨田大宮１-１０
526 鶴見緑地球技場 大阪市鶴見区浜１-１
527 中徳公園 大阪市鶴見区中茶屋１-１
528 今津公園 大阪市鶴見区今津中２-３
529 市営北畠第2住宅 大阪市阿倍野区北畠3-12-11
530 北畠公園 大阪市阿倍野区王寺町3-8
531 住吉配水場 大阪市阿倍野区播磨町2-7-36
532 桃ヶ池公園 大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-3
533 松崎公園 大阪市阿倍野区松崎町3-7
534 西住之江南公園 大阪市住之江区西住之江３-９
535 新北島東公園 大阪市住之江区新北島３-６
536 南港北１ 大阪市住之江区南港北1-10
537 南港東９ 大阪市住之江区南港東9-4
538 南港コミュニティ広場 大阪市住之江区南港東2-5
539 平林泉公園 大阪市住之江区泉2-1
540 西南環境事業センター 大阪市住之江区泉1-1-111
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同報系屋外子局

項番 設置場所 所在地 備考
541 動物管理センター 大阪市住之江区柴谷2-5-74
542 北加賀屋公園 大阪市住之江区北加賀屋5-3
543 苅田南公園 大阪市住吉区苅田９-５
544 山之内北公園 大阪市住吉区山之内１-１
545 山之内西公園 大阪市住吉区山之内５-３
546 住吉区子ども子育てプラザ 大阪市住吉区南住吉２-１８-２１
547 住吉一二三公園 大阪市住吉区住吉1-7
548 矢田河原田公園 大阪市東住吉区住道矢田６-８
549 枯木南公園 大阪市東住吉区矢田７-６
550 矢田部公園 大阪市東住吉区矢田１-２２
551 中野町公園 大阪市東住吉区中野1-8
552 今林公園 大阪市東住吉区今林４-１-７
553 菜乃花の里公園 大阪市平野区長吉川辺４-１-１５
554 長吉瓜破６号公園 大阪市平野区長吉長原西３-９
555 瓜破南公園 大阪市平野区瓜破南２-２
556 平野消防署喜連出張所 大阪市平野区喜連西6-2-52
557 加美神明公園 大阪市平野区加美東1-6
558 加美西公園 大阪市平野区加美西2-5
559 平野公園 大阪市平野区平野東2-11
560 平野元町２番 大阪市平野区平野元町2番29地先
561 加美柿花公園 大阪市平野区加美北6-13
562 南津守公園 大阪市西成区南津守7-3
563 市営南津守第4住宅 大阪市西成区南津守2-4-3
564 南津守さくら公園 大阪市西成区南津守1-2
565 開公園 大阪市西成区中開3-1

418



 

419 

大阪港湾局無線現況表 
令和3年12月現在

局種別 設置場所 局数 出力Ｗ 周波数MHz

海岸局 大阪ポートラジオ 6 50 156.80

（大阪府咲州庁舎） 156.55

156.60

161.50

161.55

161.60

基地局 海務課（海上保全） 1 10

測量船１ 13 10

作業船６

調査船２

給水船1

潜水士船３

携帯移動局 6 5

港湾局 1 1 158.35

陸上移動局 監視局（港湾防災センター）１ 63 2

（ＭＣＡ無線） モニタリング局（ＡＴＣ10階）１

此花区10

大正区10

港区36

住之江区５

防災保安担当

基地局 港湾防災センター 1 5

陸上移動局 携帯移動局 42 5

☆印は他の防災関係機関との通信用

157.61

名称

国際
海上無線

防災相互通信用無線☆

水防無線

大
阪
港
湾
局

大
阪
港
湾
局

港湾無線
陸上移動局

157.61

 

港湾基地局無線通信系統図 
                          一  

  般  

  出  

    大 阪 港 湾 局  入  

 海務課(海務)  船  

  156.80MHz 舶  

  156.55MHz 

  156.60MHz 

測量船   1  有線中継 161.50MHz 

作業船   6     大 阪 港 湾 局    有線中継 161.55MHz 

調査船   2        161.60MHz 

給水船   1  海務課(海上保全)    大阪ポートラジオ  

潜水士船   1 157.61MHz       １０Ｗ      ５０Ｗ ６基  

携帯移動局 6               
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大阪港湾局無線通信系統図 

 

 

36 
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水道業務用無線回線構成図(デジタルＭＣＡ無線) 

 

（令和３年 12月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】六甲山 
 

携
帯
型
無
線
機 

 
 

本庁舎 指令局(1) 

 

携
帯
型
無
線
機 

各課（所・場） 

ＡＴＣ庁舎 

総務課事務室

na 

水道センター 

東部水道センター 

西部水道センター 

南部水道センター 

北部水道センター 

×１～数十台／各所 

（３）生駒山 

柴島浄水場 

（２）金剛山 

 

携
帯
型
無
線
機 

 
 

柴島浄水場 指令局(2) 

×2台 ×11台 

お客さまセンター 

 

水質試験所 

 

給水課（ATC庁舎内） 

 

施設課（ATC庁舎内） 

浄水場 

庭窪浄水場 

豊野浄水場 

×1台 ×1台 



消防局 携帯型無線機（　）はアナログ400MHz防爆型 (33)
航空隊

消防車無線機
救急車無線機

区分

所属 携帯 可搬 携帯 可搬

北消防署 14 5 4 8 0 0 46 (2) 58 (2) 33 1 (1) 7
都島 〃 10 3 4 4 1 0 24 (1) 33 (1) 24 1 (1) 3
福島〃 9 3 3 4 0 0 28 (1) 35 (1) 19 1 (1) 3
此花〃 12 3 3 4 0 0 28 (1) 35 (1) 21 1 (1) 3
中央〃 12 3 4 6 0 0 36 (2) 46 (2) 25 1 (1) 5
西〃 8 3 3 4 0 0 26 (1) 33 (1) 22 1 (1) 3
港〃 8 1 3 3 0 0 18 (1) 24 (1) 19 1 (1) 2
大正〃 11 2 3 4 0 0 29 (1) 36 (1) 21 1 (1) 3
天王寺〃 8 3 3 3 0 0 20 (1) 26 (1) 22 1 (1) 2
浪速〃 11 4 3 5 0 0 38 (1) 46 (1) 20 1 (1) 4
西淀川〃 10 3 3 5 0 0 28 (1) 36 (1) 33 1 (1) 4
淀川〃 15 3 3 5 0 0 34 (1) 42 (1) 38 1 (1) 4
東淀川〃 15 4 3 7 0 0 38 (1) 48 (1) 38 1 (1) 6
東成〃 10 3 3 4 0 0 28 (1) 35 (1) 24 1 (1) 3
生野〃 11 4 3 5 0 0 34 (1) 42 (1) 38 1 (1) 4
旭〃 9 3 3 4 0 0 24 (1) 31 (1) 26 1 (1) 3
城東〃 11 4 3 5 0 0 30 (1) 38 (1) 31 1 (1) 4
鶴見〃 10 3 3 4 0 0 24 (1) 31 (1) 26 1 (1) 3
阿倍野〃 13 4 3 4 0 0 28 (1) 35 (1) 27 1 (1) 3
住之江〃 15 4 4 5 1 0 34 (2) 44 (2) 34 1 (1) 4
住吉〃 9 3 3 4 0 0 26 (1) 33 (1) 28 1 (1) 3
東住吉〃 10 4 3 5 0 0 30 (1) 38 (1) 37 1 (1) 4
平野〃 13 4 3 6 0 0 40 (1) 49 (1) 42 1 (1) 5
西成〃 10 5 3 4 0 0 34 (1) 41 (1) 34 1 (1) 3
水上〃 8 2 3 2 2 0 16 (3) 23 (3) 3 1 (1) 1
訓練センター 4 1 0 0 0 0 12 (0) 12 (0) 1 1 (0) 1
消防局 8 3 23 3 5 0 28 (3) 59 (3)

航空隊 2 0 3 1 2 0 0 (0) 6 (0)

司令課 9 0 16 6 5 0 14 (0) 41 (0) 9 0 (0) 0
計 295 87 121 124 16 0 795 (33) 1,056 (33) 738 27 (25) 93
　※①　アナログ400MHｚ携帯無線機の（　）内は防爆型無線機

 　　②　署設備（半固定）の（　）内は400MHzアナログ署設備　

　 　③　（　）内は全て外数

消防無線現況表
令和３年11月１日現在

種別 基数 種別 基数

固定型無線装置
32 932
4 航空機無線機 17

救急車

295 受令機 738
87 傍受型受令機 93

43

防災行政無線機 2

消防無線配置一覧表
車載型（デジタル） 携帯型・可搬型

受令機
(デジタル)

署設備
（デジタル
半固定）

傍受型
（デジタル）消防車等

可搬型無線機 124

1 (0) 3

デジタル
（260MHｚ）

アナログ

小計150MHz 400MHz
携　 帯

422



東方面系 西方面系 南方面系 北方面系 災害
１～６系

特殊
１～４系

指揮
１～４系

救急１系 救急２系 救急３系 救急４系 主運用波 統制波
１～３系

受令波 防災
相互

航空隊系 ヘリＴＶ 航空系 航空系
移動用

大阪市
防災行政

無線

大阪府
防災行政

無瀬

衛星
地球局

消防車両 救急車両 消防ヘリコプター 　

中央
天王寺
東成
生野
城東
鶴見

福島
此花
西
港

大正
浪速
水上

阿倍野
住之江
住吉

東住吉
平野
西成

北
都島

西淀川
淀川

東淀川
旭

本部指揮車 北
都島

西淀川
淀川

東淀川
旭

城東
鶴見

福島
此花
中央
西
港

大正
天王寺
浪速
東成
生野
水上
本部

阿倍野
住之江
住吉

東住吉
平野
西成

全車両 携帯局
　ヘリ１
（おおさか）

　ヘリ２
（なにわ）

　 全国
消防機関

カメラ１

カメラ２

　
 　全国
消防機関

※　消防車両・救急車両のデジタル車載無線機には全活動波と全共通波を搭載している

4
2
3 大阪市

固定系
全市移動

系
地域防災

系
同報系通信

所

航空機局

全国消防機関及び災害
救助活動を行う航空機
局

活　　動　　波 共通波

消　　　　　防　　　　　局

大　阪　市　消　防　局　無　線　系　統　図

令和3年11月1日現在

国
消防庁

都道府県

CC5・
可搬型

大阪府

指揮者・隊長・隊員

消防署・所

全車両

全国消防
関係機関

大阪府下
消防機関

防災
関係機関



令和3年12月1日現在

4
2
4

消防情報システム接続図

天王寺指令センター

消防局

指令情報センター

初動消防活動支援システム

高所カメラ情報収集システム

ヘリコプターテレビ電送システム

画像伝送システム

ＮＴＴドコモ

・大阪府警察本部
・大阪ガス ・関西電力
・阪神高速道路 （株）

・報道機関 ・医療機関
・鉄道機関 ・防災機関

消防署（２５署）・出張所（６４所）
航空隊・高度専門教育訓練センター

ヘリコプターテレビカメラ

関係機関

携帯電話事業者基地局
（車両動態管理・情報電送機能）

消防車・救急車

高所カメラ設置ビル

・ 消防局 庁舎

・ ＯＡＰタワー

・ あべのハルカス

無線基地局総務省消防庁等

＊凡例
： 有線（データ回線・ホットライン等）
： 無線

（映像伝送）

大阪府救急医療
情報システム

（映像伝送）

大阪府庁

モニターテレビ
防災行政無線（親局）

大阪市役所

モニターテレビ

車載無線機

大阪府震度情報ネット

ワークシステム
（地震計市内24箇所）

＊各機器は、局内LAN接続

通信衛星

車載端末装置

防災行政無線（子局）

衛星地球局

方面隊車・本部特別高度救助隊・無線中継車
映像伝送装置 / 警防情報処理端末（方面隊車）

（防災相互波）



拠点 台数

1 危機管理室(市役所) 1

2 危機管理室(阿倍野防災拠点) 1

3 北区役所 1

4 都島区役所 1

5 福島区役所 1

6 此花区役所 1

7 中央区役所 1

8 西区役所 1

9 港区役所 1

10 大正区役所 1

11 天王寺区役所 1

12 浪速区役所 1

13 西淀川区役所 1

14 淀川区役所 1

15 東淀川区役所 1

16 東成区役所 1

17 生野区役所 1

18 旭区役所 1

19 城東区役所 1

20 鶴見区役所 1

21 阿倍野区役所 1

22 住之江区役所 1

23 住吉区役所 1

24 東住吉区役所 1

25 平野区役所 1

26 西成区役所 1

　　　　※区役所同士の通話も可

衛星携帯電話配備表

危機管理室

（市役所）

危機管理室

（阿倍野防災拠点）

２４区役所

（区防災担当）
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