
「水害ハザードマップ」（平成 29年１月版）の一部修正について 

【住之江区】 

令和３年３月に本市建設局より、新たな内水氾濫浸水想定区域図が公表されましたので、水害ハザードマップ（平成 29年１月版）を下記のとおり修正します。 

 

 



1 住之江区保健福祉センター分館 浜口東3-5-16 46 UR賃貸住宅(南港わかぎの) 南港中2-2 1 北粉浜小学校 粉浜1-5-48

2 市立住之江会館 南加賀屋3-1-20 47 UR賃貸住宅(南港しらなみ) 南港中3-3 2 粉浜小学校 粉浜2-6-6

48 UR賃貸住宅(南港ひかりの) 南港中4-2 3 住吉第一中学校 粉浜西1-5-11

49 ニュートラム　トレードセンター前駅 南港北1-30-21 4 安立小学校 住之江1-4-29

50 ニュートラム　中ふ頭駅 南港中5-3-48 5 真住中学校 御崎2-2-32

51 ニュートラム　ポートタウン西駅 南港中3-2-68 6 住之江小学校 御崎4-6-43

1 UR賃貸住宅(住吉) 粉浜西3-1 52 ニュートラム　ポートタウン東駅 南港中2-1-14 7 清江小学校 御崎5-7-18

2 グランコート住ノ江 安立1-11-25 53 ニュートラム　フェリーターミナル駅 南港東4-8-52 8 住吉商業高等学校 御崎7-12-55

3 ラ・メール 住之江1-4-36 54 ニュートラム　南港東駅 南港東2-4-52 9 住之江中学校 御崎8-1-6

4 ロイヤル住之江 住之江1-4-47 55 ニュートラム　南港口駅 南港東1-7-69 10 加賀屋小学校 北加賀屋2-5-26

5 アクシスコート住之江 住之江2-3-18 56 ニュートラム　平林駅 平林南1-2 11 加賀屋東小学校 東加賀屋1-6-25

6 ロイヤル安立 住之江2-10-17 57 ニュートラム　住之江公園駅 泉1-1 12 加賀屋中学校 西加賀屋2-9-20

7 市営住之江住宅1号棟 住之江3-11 58 住之江スポーツセンター 北加賀屋5-3-47 13 住吉川小学校 西加賀屋4-1-4

8 市営住之江住宅2号棟 住之江3-12 59 府住宅供給公社　住吉団地 粉浜3-13-9 14 敷津浦小学校 北島2-9-22

9 市営住之江住宅3号棟 住之江3-14 60 コーシャハイツ中加賀屋 中加賀屋1-4-16 15 新北島小学校 新北島6-2-56

10 シティハイツ住ノ江2号棟 西住之江1-3-2 61 特別養護老人ホーム　加賀屋の森 北加賀屋5-4-23 16 新北島中学校 新北島8-2-46

11 シティハイツ住ノ江3号棟 西住之江1-4-3 62 住之江下水処理場砂ろ過池棟屋上部 泉1-1-189 17 平林小学校 平林南2-6-48

12 ライオンズマンション住之江 西住之江2-10-7 63 市営北加賀屋第5住宅1号館 北加賀屋5-6 18 大阪府立港南造形高等学校 南港東2-5-72

13 セリザー住之江 西住之江3-1-21 64 市営東加賀屋住宅1号館 東加賀屋1-4 19 咲洲みなみ小中一貫校 南港中3-5-14

14 グリーンビル 西住之江3-2-1 65 市営東加賀屋住宅2号館 東加賀屋1-5 20 南港北中学校 南港中4-3-39

15 大きな手　西住之江 西住之江3-4-16 66 市営平林南第2住宅1号館 平林南2-3 21 南港光小学校 南港中4-4-22

16 プレミスト住之江 西住之江3-5-3 67 市営御崎住宅10号館 御崎2-8 22 南港桜小学校 南港中5-2-48

17 住之江区在宅サービスセンター 御崎4-6-10 68 市営御崎住宅5号館 御崎4-9

18 市営御崎住宅1号館 御崎4-10 69 市営御崎住宅4号館 御崎4-11

19 市営敷津浦住宅1号館 御崎5-7 70 市営南港中住宅21号館 南港中2-5

20 市営敷津浦第2住宅1号館 御崎7-1 71 市営南港中住宅31号館 南港中2-8

21 市営北加賀屋住宅1号館 北加賀屋1-5 72 ソレイユあんりゅう・なかのクリニック 安立4-4-15

22 ㈱グルメ杵屋 北加賀屋3-4-7 73 市営新北島住宅１号館 新北島4-1

23 市営中加賀屋住宅12号館 中加賀屋1-1 74 市営新北島住宅２号館 新北島4-1

24 市営中加賀屋住宅11号館 中加賀屋1-11 75 市営御崎住宅８号館 御崎2-14

25 市営中加賀屋住宅10号館 中加賀屋1-12 76 市営御崎第２住宅１号館 御崎6-7

26 市営中加賀屋住宅9号館 中加賀屋1-13 77 市営平林南第２住宅２号館 平林南2-6

27 ファミール中加賀屋 中加賀屋3-3-6 78 市営中加賀屋住宅１号館 中加賀屋1-9

28 市営中加賀屋住宅8号館 西加賀屋1-3 79 市営中加賀屋住宅２号館 中加賀屋1-8

29 シャルマンハイツ 西加賀屋3-4-1 80 市営中加賀屋住宅３号館 中加賀屋1-7

30 朝日プラザ住之江公園 西加賀屋4-3-5 81 市営南港中住宅22号館 南港中2-5

31 市営柴谷住宅2号棟 柴谷2-1 82 市営南港中住宅32号館 南港中2-8

32 市営柴谷住宅3号棟 柴谷2-1 83 市営南港中住宅41号館 南港中5-3

33 市営柴谷住宅1号棟 柴谷2-1 84 市営南港中住宅42号館 南港中5-3

34 ＧＬＰ大阪Ⅱ 柴谷2-8-76 85 市営南港中住宅43号館 南港中5-3

35 住之江競艇場 泉1-1-71 86 市営南港中住宅44号館 南港中5-3

36 サニーコットン住之江 新北島6-1-5 87 市営南港中住宅45号館 南港中5-3

37 パナソニック㈱オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 平林北1-2-63 88 市営新北島第２住宅１号館 新北島8-2

38 ルネ住之江 平林南2-6-54 89 （株）ロゴスコーポレーション 平林南2-11-13

39 市営平林南第3住宅1号館 平林南2-9 90 介護付有料老人ホームゆうあい 浜口東3-6-23

40 シーサイドレジデンスコスモスクエア駅前 南港北1-25-10 91 ヤマト運輸（株）大阪主管支店 柴谷1-2-70

41 ローレルスクエア大阪ベイタワー 南港北1-30-30 92 大幸工業（株）津波避難ビル兼車輌センター 平林南1-3-27

42 インテックス大阪　５号館・６号館 南港北1-5-102 93 ハイネス住之江公園 西加賀屋3-19-4

43 アジア太平洋トレードセンター 南港北2-1-10 94 ミシェール住之江 住之江2-7-11

44 UR賃貸住宅(南港前) 南港東1-6 95 ライフ加賀屋店 中加賀屋4-6-28

45 大阪南港トラックターミナル管理棟 南港東4-10-108

津波避難ビル

（避難情報が発令されたときに避難が可能です）

災害時避難所・津波避難ビル

（災害時避難所は、災害の状況に応じて開設されます）

（津波避難ビルは、避難情報が発令されたときに避難が可能です）

災害時避難所

（災害時避難所は、災害の状況に応じて開設されます）

津波避難ビル

（避難情報が発令されたときに避難が可能です）


