
指定緊急避難場所（一時避難場所） 令和４年12月13日現在
施設名 所在地 対象とする異常な現象の種類
滝川小学校（運動場） 大阪市北区天満１－24－15 地震、津波
堀川小学校（運動場） 大阪市北区東天満２－10－７ 地震、津波
西天満小学校（運動場） 大阪市北区西天満３－12－21 地震、津波
もと北天満小学校（運動場） 大阪市北区浪花町14－６ 地震、津波
扇町小学校（運動場） 大阪市北区扇町２－７－24 地震、津波
菅北小学校（運動場） 大阪市北区菅栄町９－５ 地震、津波
豊仁小学校（運動場） 大阪市北区長柄西２－６－20 地震、津波
豊崎東小学校（運動場） 大阪市北区長柄中２－３－30 地震、津波
豊崎本庄小学校（運動場） 大阪市北区本庄西２－１－16 地震、津波
豊崎小学校（運動場） 大阪市北区豊崎４－５－９ 地震
中津小学校（運動場） 大阪市北区中津３－34－18 地震
大阪YMCAインターナショナルスクール（運動場） 大阪市北区中津６－７－34 地震
大淀小学校（運動場） 大阪市北区大淀中４－10－33 地震
北稜中学校（運動場） 大阪市北区天満橋１－１－58 地震、津波
天満中学校（運動場） 大阪市北区神山町12－９ 地震、津波
新豊崎中学校（運動場） 大阪市北区長柄東２－２－30 地震、津波
豊崎中学校（運動場） 大阪市北区本庄東３－４－８ 地震、津波
大淀中学校（運動場） 大阪市北区大淀中２－１－11 地震
扇町総合高等学校（運動場） 大阪市北区松ヶ枝町１－38 地震、津波
菅南幼稚園（運動場） 大阪市北区菅原町11－２ 地震、津波
扇町公園 大阪市北区扇町１－１ 地震、津波
南天満公園 大阪市北区天神橋１－３　ほか 地震、津波
西天満公園 大阪市北区西天満５－７ 地震、津波
東天満公園 大阪市北区天満橋１－７ 地震、津波
滝川公園 大阪市北区天満４－７ 地震、津波
菅北公園 大阪市北区菅栄町４ 地震、津波
与力町公園 大阪市北区与力町５ 地震、津波
野崎公園 大阪市北区野崎町２ 地震、津波
黒崎町公園 大阪市北区黒崎町５ 地震、津波
浮田公園 大阪市北区浮田２－５ 地震、津波
中津中央公園 大阪市北区中津３－４ 地震
堀川児童遊園 大阪市北区天神橋３－４ 地震、津波
浮田西児童遊園 大阪市北区浮田２－２ 地震、津波
毛馬桜之宮公園（毛馬公園） 大阪市北区長柄東２ 地震、津波
鶴満寺公園 大阪市北区長柄東１－３ 地震、津波
本庄公園 大阪市北区本庄西３－11 地震
大淀中公園 大阪市北区大淀中１－９ 地震
豊崎南公園 大阪市北区豊崎３－７ 地震
長柄公園 大阪市北区長柄西２－７ 地震、津波
大淀南公園 大阪市北区大淀南１－８ 地震
中津東公園 大阪市北区中津２－１ 地震
豊崎北公園 大阪市北区豊崎６－13 地震
大淀北公園 大阪市北区大淀北１－４ 地震
国分寺公園 大阪市北区国分寺１－５ 地震、津波
本庄川崎公園 大阪市北区本庄東２－６ 地震、津波
本庄小公園 大阪市北区本庄東３－４ 地震、津波
浦江公園 大阪市北区大淀南３－３ 地震
豊崎西公園 大阪市北区豊崎５－５ 地震
中津南公園 大阪市北区中津５－３ 地震
豊崎中公園 大阪市北区豊崎７－１ 地震
豊崎東公園 大阪市北区豊崎４－７ 地震
中津公園 大阪市北区中津２－８ 地震
大淀西公園 大阪市北区大淀北２－１ 地震
本庄南公園 大阪市北区本庄西１－４ 地震
長柄東公園 大阪市北区長柄東１ 地震、津波
長柄西公園 大阪市北区長柄西１－７ 地震、津波
大淀中５公園 大阪市北区大淀中５－８ 地震
西梅田公園 大阪市北区梅田２ 地震
西天満どんぐり公園 大阪市北区西天満３ 地震、津波
セレッソフットサルパ－ク 大阪市北区大淀中5－12－39 地震
梅田ガーデン（２階外部廊下） 大阪市北区曽根崎２-15-１ 地震
桜宮小学校（運動場） 大阪市都島区東野田町１－10－19 地震、津波
中野小学校（運動場） 大阪市都島区中野町３－10－５ 地震
都島小学校（運動場） 大阪市都島区都島本通３－10－３ 地震
東都島小学校（運動場） 大阪市都島区都島本通４－24－20 地震
内代小学校（運動場） 大阪市都島区内代町３－４－６ 地震、津波
高倉小学校（運動場） 大阪市都島区高倉町３－３－10 地震
友渕小学校（運動場） 大阪市都島区友渕町１－３－123 地震、津波
淀川小学校（運動場） 大阪市都島区毛馬町３－５－39 地震、津波
大東小学校（運動場） 大阪市都島区毛馬町２－11－111 地震、津波
桜宮中学校（運動場） 大阪市都島区東野田町５－16－10 地震
都島中学校（運動場） 大阪市都島区中野町３－９－33 地震



高倉中学校（運動場） 大阪市都島区御幸町１－１－10 地震
友渕中学校（運動場） 大阪市都島区友渕町１－５－151 地震、津波
淀川中学校（運動場） 大阪市都島区毛馬町３－５－12 地震、津波
都島工業高等学校（運動場） 大阪市都島区善源寺町１－５－64 地震、津波
桜宮高等学校（運動場） 大阪市都島区毛馬町５－22－28 地震、津波
東高等学校（運動場） 大阪市都島区東野田町４－15－14 地震、津波
友渕小学校分校（運動場） 大阪市都島区友渕町１－３－187 地震、津波
毛馬桜之宮公園 大阪市都島区網島町、友渕町１ 地震、津波
東野田公園 大阪市都島区東野田町１－４ 地震、津波
桜之宮東公園 大阪市都島区東野田町５－10 地震
中野公園 大阪市都島区中野町５－７ 地震、津波
中野南公園 大阪市都島区中野町３－１ 地震
都島公園 大阪市都島区都島中通１，２ 地震
かすがえ公園 大阪市都島区都島本通１－19，20 地震、津波
敷島公園 大阪市都島区都島本通３－25 地震
東都島公園 大阪市都島区都島本通４－６ 地震
都島北一公園 大阪市都島区都島北通１－13 地震、津波
都島北通公園 大阪市都島区都島北通２－４ 地震
善源寺公園 大阪市都島区善源寺町１－４ 地震、津波
善源寺楠公園 大阪市都島区善源寺町１－11 地震、津波
友渕中央公園 大阪市都島区友渕町１－３ 地震、津波
友渕公園 大阪市都島区友渕町３－９ 地震
御幸南児童遊園 大阪市都島区御幸町１－７ 地震
高倉中央公園 大阪市都島区御幸町２－４ 地震
御幸北児童遊園 大阪市都島区御幸町２－９ 地震
内代公園 大阪市都島区内代町３－３ 地震、津波
東毛馬公園 大阪市都島区毛馬町２－５ 地震、津波
毛馬南公園 大阪市都島区毛馬町２－11 地震、津波
毛馬西公園 大阪市都島区毛馬町３－１ 地震、津波
毛馬中央公園 大阪市都島区毛馬町４－１ 地震、津波
毛馬北公園 大阪市都島区毛馬町４－13 地震、津波
毛馬東公園 大阪市都島区毛馬町５－５ 地震、津波
城北緑道公園 大阪市都島区毛馬町５、大東町２，３ 地震、津波
都島中央公園 大阪市都島区中野町５－15 地震、津波
都島南通公園 大阪市都島区都島南通１－24 地震
蕪村公園 大阪市都島区毛馬町１－12 地震、津波
京橋公園 大阪市都島区東野田町２－６ 地震、津波
高倉三公園 大阪市都島区高倉町３－13 地震、津波
ぽっぽてらす（区民広場） 大阪市都島区都島南通１－22 地震、津波
上福島小学校（運動場） 大阪市福島区福島７－４－33 地震
福島小学校（運動場） 大阪市福島区福島４－５－６ 地震
玉川小学校（運動場） 大阪市福島区玉川２－13－16 地震
下福島中学校（運動場） 大阪市福島区玉川１－４－11 地震
野田小学校（運動場） 大阪市福島区野田５－13－22 地震
吉野小学校（運動場） 大阪市福島区吉野３－10－５ 地震
野田中学校（運動場） 大阪市福島区吉野５－９－４ 地震
大開小学校（運動場） 大阪市福島区大開２－10－28 地震
鷺洲小学校（運動場） 大阪市福島区鷺洲５－６－８ 地震
八阪中学校（運動場） 大阪市福島区鷺洲６－１－13 地震
海老江東小学校（運動場） 大阪市福島区海老江１－６－19 地震
海老江西小学校（運動場） 大阪市福島区海老江８－１－10 地震
上福島東公園 大阪市福島区福島６－７ 地震
上福島北公園 大阪市福島区福島７－23 地震
上福島公園 大阪市福島区福島７－20 地震
福島西公園 大阪市福島区福島４－６ 地震
福島公園 大阪市福島区福島５－16 地震
下福島公園 大阪市福島区福島４－１ 地震
玉川南公園 大阪市福島区玉川２－２ 地震
玉川公園 大阪市福島区玉川２－11 地震
玉川西公園 大阪市福島区玉川４－13 地震
大野町公園 大阪市福島区野田５－９ 地震
大野東公園 大阪市福島区野田２－12 地震
中江町公園 大阪市福島区吉野１－15 地震
江成公園 大阪市福島区吉野３－17 地震
吉野町公園 大阪市福島区吉野４－12 地震
新家公園 大阪市福島区吉野５－９ 地震
大開公園 大阪市福島区大開１－18 地震
大開西公園 大阪市福島区大開４－４ 地震
鷺洲北公園 大阪市福島区鷺洲５－７ 地震
鷺洲上公園 大阪市福島区鷺洲５－６ 地震
鷺洲中公園 大阪市福島区鷺洲２－４ 地震
海老江上公園 大阪市福島区海老江３－12 地震
海老江中公園 大阪市福島区海老江６－４ 地震
海老江西公園 大阪市福島区海老江８－２ 地震



海老江公園 大阪市福島区海老江７－15 地震
新家西公園 大阪市福島区大開４－３ 地震
えびえにし防災広場 大阪市福島区海老江８－13 地震
海老江東公園 大阪市福島区海老江１－４ 地震
西九条小学校（運動場） 大阪市此花区西九条４－３－41 地震
四貫島小学校（運動場） 大阪市此花区四貫島２－16－29 地震
梅香小学校（運動場） 大阪市此花区梅香３－17－29 地震
春日出小学校（運動場） 大阪市此花区春日出中１－13－23 地震
伝法小学校（運動場） 大阪市此花区伝法３－13－10 地震
高見小学校（運動場） 大阪市此花区高見１－３－35 地震
酉島小学校（運動場） 大阪市此花区酉島２－５－12 地震
島屋小学校（運動場） 大阪市此花区島屋２－９－36 地震
春日出中学校（運動場） 大阪市此花区春日出南１－２－８ 地震
梅香中学校（運動場） 大阪市此花区春日出北３－12－24 地震
此花中学校（運動場） 大阪市此花区高見２－14－31 地震
もと此花総合高等学校（運動場） 大阪市此花区酉島２－３－16 地震
昇陽中学校・高等学校（運動場） 大阪市此花区朝日１－１－９ 地震
咲くやこの花中学校・高等学校（運動場） 大阪市此花区西九条６－１－44 地震
此花区民一休ホール 大阪市此花区四貫島１－１－18 地震
此花区在宅サービスセンター 大阪市此花区伝法３－２－27 地震
西九条福祉会館 大阪市此花区西九条２－３－15 地震
西九条公民館 大阪市此花区西九条１－３－16 地震
日本郵便株式会社　新大阪郵便局 大阪市此花区島屋４－１－18 地震
住友化学株式会社　大阪工場（グラウンド） 大阪市此花区春日出中３－１－98 地震
新日鐵住金株式会社　製鋼所（グラウンド） 大阪市此花区島屋５－１－109 地震
住友電気工業株式会社　大阪製作所 大阪事務所 大阪市此花区島屋１－１－３ 地震
西九条公園 大阪市此花区西九条５－４ 地震
西九条上公園 大阪市此花区西九条１－30 地震
西九条南公園 大阪市此花区西九条２－１ 地震
西九条西公園 大阪市此花区西九条４－４ 地震
梅香東公園 大阪市此花区梅香１－３ 地震
梅香公園 大阪市此花区梅香３－３ 地震
春日出公園 大阪市此花区春日出南１－２ 地震
千鳥橋公園 大阪市此花区四貫島１－１ 地震
四貫島西公園 大阪市此花区四貫島２丁目高架下 地震
此花公園 大阪市此花区春日出北１－５ 地震
春日出中公園 大阪市此花区春日出中１－26 地震
酉島公園 大阪市此花区酉島６－１ 地震
桜島公園 大阪市此花区桜島３－５ 地震
酉島東公園 大阪市此花区酉島１－13 地震
高見公園 大阪市此花区高見１－５ 地震
伝法東公園 大阪市此花区伝法２－11 地震
伝法南公園 大阪市此花区伝法４丁目高架下 地震
伝法中公園 大阪市此花区伝法３丁目高架下 地震
嬉ヶ崎公園 大阪市此花区嬉ヶ崎高架下 地震
島屋公園 大阪市此花区島屋３－３ 地震
西九条小公園 大阪市此花区西九条３－８ 地震
春日出南公園 大阪市此花区春日出南２－９ 地震
千鳥橋みどり公園 大阪市此花区伝法１－２ 地震
春日出北公園 大阪市此花区春日出北２－16 地震
酉島南公園 大阪市此花区酉島３－19 地震
伝法北公園 大阪市此花区伝法３－７ 地震
酉島中公園 大阪市此花区酉島３－13 地震
伝法西公園 大阪市此花区伝法５－３ 地震
伝法公園 大阪市此花区伝法３－14 地震
高見北公園 大阪市此花区高見１－７ 地震
朝日橋公園 大阪市此花区西九条６－１ 地震
高見西公園 大阪市此花区高見３－14 地震
伝法コミュニティひろば 大阪市此花区伝法２－１ 地震
イカリソース跡地ひろば 大阪市此花区伝法５－６ 地震
島屋西公園 大阪市此花区島屋５－１ 地震
島屋南公園 大阪市此花区島屋６－２ 地震
株式会社セントラル・コールド・ストレージ 大阪市此花区桜島３－２－17 地震

正蓮寺川公園（東端の高台部分）
大阪市此花区朝日２及び西九条５、
　　　　福島区大開４

地震、津波

開平小学校（運動場） 大阪市中央区今橋１－５－７ 地震、津波

中大江小学校、中大江幼稚園（運動場）
大阪市中央区糸屋町２－３－14、南新町２－
４－８

地震、津波

南大江小学校（運動場） 大阪市中央区農人橋１－３－３ 地震、津波
玉造小学校（運動場） 大阪市中央区玉造２－３－43 地震、津波
東中学校（運動場） 大大阪市中央区手前４－１－５ 地震、津波
大阪府立中央聴覚支援学校（運動場） 大阪市中央区上町１－19－31 地震、津波
上町中学校（運動場） 大阪市中央区上本町西３－２－30 地震、津波
南中学校（運動場） 大阪市中央区島之内１－10－23 地震、津波



中央高等学校（運動場） 大阪市中央区釣鐘町１－１－５ 地震、津波
中央小学校（運動場） 大阪市中央区瓦屋町２－８－４ 地震、津波
南幼稚園（運動場） 大阪市中央区南船場３－２－19 地震、津波
南小学校（運動場） 大阪市中央区東心斎橋１－14－29 地震、津波
高津小学校（運動場） 大阪市中央区高津３－４－21 地震、津波
大手前高等学校（運動場） 大阪市中央区大手前２－１－11 地震、津波
本願寺津村別院（北御堂） 大阪市中央区本町４－１－３ 地震
真宗大谷派難波別院（南御堂） 大阪市中央区久太郎町４－１－11 地震
銅座幼稚園 大阪市中央区久宝寺町１丁目１番４号 地震、津波
玉造幼稚園 大阪市中央区玉造１丁目９番10号 地震、津波
桃園幼稚園 大阪市中央区谷町６丁目５番34号 地震、津波
越中公園 大阪市中央区玉造２－24 地震、津波
広小路公園 大阪市中央区上町１－19 地震、津波
森之宮公園 大阪市中央区森ノ宮中央１－13 地震、津波
寺山公園 大阪市中央区上町１－２ 地震、津波
東横堀公園 大阪市中央区本町橋５ 地震、津波
北大江公園 大阪市中央区石町１－３　ほか 地震、津波
南大江公園 大阪市中央区粉川町６　ほか 地震、津波
玉造公園 大阪市中央区玉造２－20 地震、津波
中大江公園 大阪市中央区糸屋町２－２　ほか 地震、津波
城南公園 大阪市中央区森ノ宮中央１－20 地震、津波
銅座公園 大阪市中央区内久宝町３－１ 地震、津波
久宝公園 大阪市中央区北久宝町３－１ 地震、津波
谷四錦郷公園 大阪市中央区農人橋１－２ 地震、津波
東平南公園 大阪市中央区上本町西５－１ 地震、津波
東平北公園 大阪市中央区上本町西４－１ 地震、津波
高津公園 大阪市中央区高津１－１ 地震、津波
瓦屋町公園 大阪市中央区瓦屋町２－９ 地震、津波
難波千日前公園 大阪市中央区難波千日前５ 地震、津波
黒門公園 大阪市中央区日本橋２－12 地震、津波
御津公園 大阪市中央区西心斎橋２－11 地震、津波
桃園公園 大阪市中央区谷町６－５ 地震、津波
空堀・桃谷公園 大阪市中央区上本町西２－５ 地震、津波
道仁公園 大阪市中央区島之内２－５ 地震、津波
もと東平小学校（運動場） 大阪市中央区上本町西５－１－７ 地震、津波
堀江中学校（運動場） 大阪市西区北堀江４－15 地震
西中学校（運動場） 大阪市西区千代崎３－１－43 地震
花乃井中学校（運動場） 大阪市西区江戸堀２－８－29 地震
もと堀江中学校（運動場） 大阪市西区南堀江３－５－７ 地震
西船場小学校（運動場） 大阪市西区江戸堀１－21－28 地震
日吉小学校（運動場） 大阪市西区南堀江４－９－１９ 地震
九条南小学校（運動場） 大阪市西区九条南２－13－17 地震
九条東小学校（運動場） 大阪市西区九条２－６－２ 地震
九条北小学校（運動場） 大阪市西区九条南４－７－38 地震
本田小学校（運動場） 大阪市西区川口１－５－19 地震
堀江小学校（運動場） 大阪市西区北堀江３－２－16 地震
明治小学校（運動場） 大阪市西区阿波座２－３－35 地震
靭幼稚園（運動場） 大阪市西区靭本町１－19－13 地震
西船場公園 大阪市西区京町堀１－11 地震
花乃井公園 大阪市西区京町堀２－11 地震
江戸堀公園 大阪市西区京町堀３－７ 地震
新阿波座公園 大阪市西区阿波座１－８ 地震
阿波座南公園 大阪市西区立売堀２－２ 地震
薩摩堀公園 大阪市西区立売堀４－２ 地震
島津公園 大阪市西区立売堀５－４ 地震
新町北公園 大阪市西区新町１－15 地震
新町南公園 大阪市西区新町２－６ 地震
立売堀公園 大阪市西区新町３－１ 地震
新町西公園 大阪市西区新町４－５ 地震
阿弥陀池公園 大阪市西区北堀江３－３ 地震
西長堀公園 大阪市西区北堀江４－１ 地震
土佐公園 大阪市西区北堀江４－９ 地震
堀江公園 大阪市西区南堀江１－13 地震
南堀江公園 大阪市西区南堀江２－８ 地震
高台橋公園 大阪市西区南堀江３－１ 地震
日吉公園 大阪市西区南堀江４－９ 地震
松島公園 大阪市西区千代崎１－３　ほか 地震
本田公園 大阪市西区本田３－８ 地震
九条東公園 大阪市西区九条２－19 地震
九条公園 大阪市西区九条南１－１ 地震
九条南公園 大阪市西区九条南２－19 地震
九条北公園 大阪市西区九条南４－19 地震
市岡高等学校（運動場） 大阪市港区市岡元町２－12－12 地震
港高等学校（運動場） 大阪市港区波除２－３－１ 地震



市岡中学校（運動場） 大阪市港区磯路１－５－21 地震
市岡東中学校（運動場） 大阪市港区市岡元町３－２－18 地震
港中学校（運動場） 大阪市港区池島１－５－35 地震
港南中学校（運動場） 大阪市港区三先１－５－28 地震
築港中学校（運動場） 大阪市港区築港１－２－41 地震
波除小学校（運動場） 大阪市港区波除３－６－８ 地震
弁天小学校（運動場） 大阪市港区弁天２－９－35 地震
磯路小学校（運動場） 大阪市港区磯路３－７－７ 地震
南市岡小学校（運動場） 大阪市港区南市岡２－６－35 地震
市岡小学校（運動場） 大阪市港区市岡３－２－24 地震
田中小学校（運動場） 大阪市港区田中２－10－34 地震
三先小学校（運動場） 大阪市港区三先２－６－32 地震
池島小学校（運動場） 大阪市港区池島２－５－47 地震
八幡屋小学校（運動場） 大阪市港区八幡屋３－３－５ 地震
港晴小学校（運動場） 大阪市港区港晴１－３－12 地震
築港小学校（運動場） 大阪市港区築港１－10－38 地震
抱月小公園 大阪市港区波除４－６ 地震
抱月公園 大阪市港区波除２－２ 地震
波除公園 大阪市港区波除５－５ 地震
市岡小公園 大阪市港区市岡元町２－９ 地震
市岡元町公園 大阪市港区市岡元町３－12 地震
南市岡公園 大阪市港区南市岡２－７ 地震
弁天東公園 大阪市港区弁天５－12 地震
弁天埠頭公園 大阪市港区弁天６－７ 地震
弁天西公園 大阪市港区弁天２－４ 地震
弁天公園 大阪市港区弁天３－５ 地震
磯路中央公園 大阪市港区磯路２－17 地震
市岡西公園 大阪市港区市岡１－15 地震
市岡浜公園 大阪市港区市岡４－２ 地震
市岡公園 大阪市港区市岡４－６ 地震
石田公園 大阪市港区田中１－７ 地震
東田中公園 大阪市港区田中１－１ 地震
夕凪公園 大阪市港区夕凪２－６ 地震
港南公園 大阪市港区三先１－５ 地震
三先公園 大阪市港区三先２－３ 地震
池島公園 大阪市港区池島２－４ 地震
入舟公園 大阪市港区八幡屋１－４ 地震
入舟南公園 大阪市港区八幡屋３－４ 地震
八幡屋南公園 大阪市港区八幡屋４－３ 地震
港晴北公園 大阪市港区港晴４－17 地震
港晴南公園 大阪市港区港晴２－８ 地震
港晴東公園 大阪市港区港晴３－11 地震
天保山公園 大阪市港区築港３－２ 地震
築港南公園 大阪市港区築港１－２ 地震
市岡中央公園 大阪市港区市岡１－３ 地震
南市岡西公園 大阪市港区南市岡２－12 地震
大阪府立大正白稜高等学校 大阪市大正区泉尾３－19－50 地震
泉尾工業高等学校（運動場） 大阪市大正区泉尾５－16－７ 地震
大正東中学校（運動場） 大阪市大正区三軒家東４－４－30 地震
大正北中学校（運動場） 大阪市大正区北村３－１－１ 地震
大正中央中学校（運動場） 大阪市大正区小林東３－23－５ 地震
大正西中学校（運動場） 大阪市大正区南恩加島６－14－37 地震
三軒家西小学校（運動場） 大阪市大正区三軒家西１－20－26 地震
三軒家東小学校（運動場） 大阪市大正区三軒家東２－12－59 地震
泉尾東小学校（運動場） 大阪市大正区千島１－16－16 地震
泉尾北小学校（運動場） 大阪市大正区泉尾２－21－24 地震
中泉尾小学校（運動場） 大阪市大正区泉尾３－23－34 地震
北恩加島小学校（運動場） 大阪市大正区泉尾５－17－31 地震
小林小学校（運動場） 大阪市大正区小林東２－４－45 地震
平尾小学校（運動場） 大阪市大正区平尾２－21－28 地震
南恩加島小学校（運動場） 大阪市大正区南恩加島３－６－11 地震
鶴町小学校（運動場） 大阪市大正区鶴町２－６－24 地震
埋蔵文化財鶴浜収蔵倉庫（運動場） 大阪市大正区鶴町２－20－26 地震
大正橋公園 大阪市大正区三軒家東１－１ 地震
泉尾上公園 大阪市大正区泉尾１－29 地震
三軒家公園 大阪市大正区三軒家東２－12 地震
平尾亥開公園 大阪市大正区平尾１－11　ほか 地震
泉尾公園 大阪市大正区泉尾４－21 地震
鶴町中央公園 大阪市大正区鶴町２－７ 地震
南泉尾公園 大阪市大正区千島１－16 地震
鶴町南公園 大阪市大正区鶴町１－19 地震
南恩加島公園 大阪市大正区南恩加島１－13 地震
鶴町北公園 大阪市大正区鶴町４－４ 地震
小林南公園 大阪市大正区小林西２－16 地震



泉尾浜公園 大阪市大正区泉尾７－17 地震
千林橋公園 大阪市大正区千島３－７ 地震
南恩加島西公園 大阪市大正区南恩加島６－14 地震
鶴町児童遊園 大阪市大正区鶴町１－７ 地震
北村西児童遊園 大阪市大正区北村２－６ 地震
北村公園 大阪市大正区北村２－16 地震
岩崎橋公園 大阪市大正区三軒家西１－７ 地震
平尾公園 大阪市大正区平尾２－22 地震
小林公園 大阪市大正区小林東２－６ 地震
泉尾中公園 大阪市大正区泉尾３－2１ 地震
天王寺小学校（運動場） 大阪市天王寺区大道１－４－49 地震、津波
大江小学校（運動場） 大阪市天王寺区四天王寺１－９－18 地震、津波
聖和小学校（運動場） 大阪市天王寺区寺田町１－６－37 地震、津波
五条小学校（運動場） 大阪市天王寺区小宮町９－28 地震、津波
生魂小学校（運動場） 大阪市天王寺区上汐４－１－25 地震、津波
桃陽小学校（運動場） 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－２－23 地震、津波
味原小学校（運動場） 大阪市天王寺区味原町８－19 地震、津波
真田山小学校（運動場） 大阪市天王寺区玉造本町14－41 地震、津波
天王寺中学校（運動場） 大阪市天王寺区北河堀町６－20 地震、津波
夕陽丘中学校（運動場） 大阪市天王寺区小宮町６－28 地震、津波
高津中学校（運動場） 大阪市天王寺区城南寺町１－31 地震、津波
大阪ビジネスフロンティア高等学校（運動場） 大阪市天王寺区烏ヶ辻２－９－26 地震、津波
清風学園（運動場） 大阪市天王寺区石ヶ辻町12－16 地震、津波
高津高等学校（運動場） 大阪市天王寺区餌差町10－47 地震、津波
夕陽丘高等学校（運動場） 大阪市天王寺区北山町10－10 地震、津波
大阪夕陽丘学園（運動場） 大阪市天王寺区生玉町７－72 地震、津波
大阪明星学園（運動場） 大阪市天王寺区餌差町５－44 地震、津波
真田山公園 大阪市天王寺区真田山町５ 地震、津波
生玉公園 大阪市天王寺区生玉町13 地震、津波
五条公園 大阪市天王寺区烏ヶ辻２－５ 地震、津波
上汐公園 大阪市天王寺区上汐４－２ 地震、津波
五条小公園 大阪市天王寺区堂ヶ芝２－17 地震、津波
大道南公園 大阪市天王寺区大道５－９ 地震、津波
石ヶ辻公園 大阪市天王寺区石ヶ辻町11 地震、津波
庚申堂公園 大阪市天王寺区堀越町２ 地震、津波
東高津公園 大阪市天王寺区東高津町２ 地震、津波
国分公園 大阪市天王寺区国分町14 地震、津波
稲生公園 大阪市天王寺区大道３－７ 地震、津波
小橋公園 大阪市天王寺区小橋町３ 地震、津波
宰相山公園 大阪市天王寺区玉造本町14 地震、津波
寺田町公園 大阪市天王寺区寺田町１－５ 地震、津波
清水谷公園 大阪市天王寺区清水谷町16 地震、津波
大道北公園 大阪市天王寺区大道４－６ 地震、津波
宰相山西公園 大阪市天王寺区玉造本町14 地震、津波
空清町公園 大阪市天王寺区上本町３－４ 地震、津波
南河堀公園 大阪市天王寺区南河堀町（高架下） 地震、津波
大岸公園 大阪市天王寺区下寺町２－６ 地震、津波
上八公園 大阪市天王寺区上本町８－８ 地震、津波
逢阪公園 大阪市天王寺区逢阪１－３ 地震、津波
上七公園 大阪市天王寺区上本町７－２ 地震、津波
上汐北公園 大阪市天王寺区上汐３－５ 地震、津波
東上町公園 大阪市天王寺区東上町２ 地震、津波
大阪夕陽丘学園学校用暫定グラウンド 大阪市天王寺区夕陽丘町25－５　ほか 地震、津波
宗教法人圓通寺 大阪市天王寺区生玉寺町５－４ 地震、津波
宗教法人銀山寺 大阪市天王寺区生玉寺町６－26 地震、津波
宗教法人清恩寺 大阪市天王寺区生玉寺町５－９ 地震、津波
宗教法人青蓮寺 大阪市天王寺区生玉寺町３－19 地震、津波
宗教法人宗惠院 大阪市天王寺区生玉前町５－22 地震、津波
宗教法人大安寺 大阪市天王寺区生玉寺町７－25 地震、津波
宗教法人大善寺 大阪市天王寺区生玉寺町５－29 地震、津波
宗教法人鳳林寺 大阪市天王寺区六万体町２－10 地震、津波
宗教法人吉祥寺 大阪市天王寺区六万体町１－20 地震、津波
宗教法人法仙寺 大阪市天王寺区生玉寺町７－35 地震、津波
もと立葉小学校（運動場） 大阪市浪速区立葉２－１－15 地震
難波中学校（運動場） 大阪市浪速区塩草１－１－59 地震
塩草立葉小学校（運動場） 大阪市浪速区塩草１－４－31 地震
難波元町小学校（運動場） 大阪市浪速区元町１－５－30 地震
敷津小学校（運動場） 大阪市浪速区敷津東３－９－32 地震
大国小学校（運動場） 大阪市浪速区大国１－９－３ 地震
木津中学校（運動場） 大阪市浪速区戎本町１－３－46 地震
日本橋中学校（運動場） 大阪市浪速区日本橋西１－７－６ 地震、津波
もと日東小学校（運動場） 大阪市浪速区日本橋東３－１－23 地震、津波
もと日本橋小学校（運動場） 大阪市浪速区日本橋３－２－27 地震、津波
今宮高等学校（運動場） 大阪市浪速区戎本町２－７－39 地震



愛染公園 大阪市浪速区下寺３－５ 地震、津波
日本橋公園 大阪市浪速区日本橋３－２ 地震、津波
浪速西公園 大阪市浪速区浪速西３－10 地震
芦原公園 大阪市浪速区久保吉２－１ 地震
大国町北公園 大阪市浪速区大国２－３ 地震
浪速公園 大阪市浪速区塩草１－１ 地震
鴎町公園 大阪市浪速区敷津西１－７ 地震
浪速中公園 大阪市浪速区浪速東２－８ 地震
浪速北公園 大阪市浪速区浪速西１－10 地震
戎公園 大阪市浪速区戎本町１－３ 地震
大国町南公園 大阪市浪速区大国２－14 地震
日東公園 大阪市浪速区日本橋東３－２ 地震、津波
桜川公園 大阪市浪速区桜川４－13 地震
元町中公園 大阪市浪速区元町１－６ 地震
立葉町公園 大阪市浪速区立葉２－４ 地震
高岸公園 大阪市浪速区敷津東３－９ 地震
浪速南公園 大阪市浪速区浪速東３－８ 地震
浪速第１公園 大阪市浪速区浪速西１－１ 地震
稲荷町公園 大阪市浪速区桜川２－５ 地震
木津川公園 大阪市浪速区木津川２－３ 地震
恵美公園 大阪市浪速区恵美須西２－13 地震、津波
塩草公園 大阪市浪速区塩草２－８ 地震
久保吉公園 大阪市浪速区久保吉２－２ 地震
浪速東３公園 大阪市浪速区浪速東３－３ 地震
浪速玉姫公園 大阪市浪速区浪速東３－13 地震
戎南公園 大阪市浪速区戎本町２－５ 地震
新浪速公園 大阪市浪速区浪速西４－２ 地震
浪速東公園 大阪市浪速区浪速東２－２ 地震
難波中公園 大阪市浪速区難波中３－11 地震
柏里小学校（運動場） 大阪市西淀川区柏里２－13－33 地震
野里小学校（運動場） 大阪市西淀川区野里２－21－13 地震
歌島小学校（運動場） 大阪市西淀川区歌島２－５－18 地震
香簑小学校（運動場） 大阪市西淀川区御幣島６－５－25 地震
佃小学校（運動場） 大阪市西淀川区佃１－21－12 地震
佃西小学校（運動場） 大阪市西淀川区佃２－15－30 地震
もと佃南小学校（運動場） 大阪市西淀川区佃５－12－12 地震
大和田小学校（運動場） 大阪市西淀川区大和田４－３－24 地震
姫里小学校（運動場） 大阪市西淀川区姫里２－８－24 地震
姫島小学校（運動場） 大阪市西淀川区姫島１－10－４ 地震
福小学校（運動場） 大阪市西淀川区福町２－５－23 地震
川北小学校（運動場） 大阪市西淀川区中島１－11－20 地震
出来島小学校（運動場） 大阪市西淀川区出来島２－２－24 地震
歌島中学校（運動場） 大阪市西淀川区歌島２－11－９ 地震
淀中学校（運動場） 大阪市西淀川区大和田６－13－６ 地震
西淀中学校（運動場） 大阪市西淀川区姫島６－10－５ 地震
淀商業高等学校（運動場） 大阪市西淀川区野里３－３－15 地震
好文学園女子高等学校（運動場） 大阪市西淀川区千舟３－８－22 地震
御幣島小学校（運動場） 大阪市西淀川区御幣島３－５－５ 地震
佃中学校（運動場） 大阪市西淀川区佃２－１５－93 地震
府立西淀川高等学校（運動場） 大阪市西淀川区出来島３－３－６ 地震
花川公園 大阪市西淀川区柏里１－９ 地震
柏里公園 大阪市西淀川区柏里３－１ 地震
柏里西公園 大阪市西淀川区柏里３－７ 地震
花川西公園 大阪市西淀川区花川２－３ 地震
愛光児童遊園 大阪市西淀川区花川２－16 地震
野里公園 大阪市西淀川区野里１－９ 地震
野里西公園 大阪市西淀川区野里２－10 地震
野里北公園 大阪市西淀川区野里２－22 地震
北之町公園 大阪市西淀川区歌島３－７ 地震
歌島三角公園 大阪市西淀川区歌島１－20 地震
西淀川中央コミュニティ広場 大阪市西淀川区御幣島４－19 地震
歌島公園 大阪市西淀川区御幣島５－７ 地震
御幣島公園 大阪市西淀川区御幣島４－９ 地震
御幣島東公園 大阪市西淀川区御幣島３－７ 地震
竹島公園 大阪市西淀川区竹島３－７ 地震
竹島西公園 大阪市西淀川区竹島５－５ 地震
竹島南公園 大阪市西淀川区竹島２－４ 地震
佃公園 大阪市西淀川区佃５－７ 地震
新佃公園 大阪市西淀川区佃２－６ 地震
東佃公園 大阪市西淀川区佃１－18 地震
佃中公園 大阪市西淀川区佃３－９ 地震
大和田北公園 大阪市西淀川区大和田５－20 地震
西淀公園 大阪市西淀川区大和田１－１ 地震
大和田中央公園 大阪市西淀川区大和田４－４ 地震



千舟公園 大阪市西淀川区千舟２－８ 地震
姫之里公園 大阪市西淀川区姫里２－７ 地震
上町公園 大阪市西淀川区姫里３－７ 地震
姫島東第一公園 大阪市西淀川区姫島１－１ 地震
姫島公園 大阪市西淀川区姫島４－14 地震
南姫島公園 大阪市西淀川区姫島３－６ 地震
東姫島公園 大阪市西淀川区姫島４－５ 地震
北姫島公園 大阪市西淀川区姫島４－21 地震
姫島浜公園 大阪市西淀川区姫島３－14 地震
西姫島公園 大阪市西淀川区姫島６－４ 地震
福町東公園 大阪市西淀川区福町１－11 地震
福町公園 大阪市西淀川区福町２－４ 地震
福町西公園 大阪市西淀川区福町２－９ 地震
福町北公園 大阪市西淀川区福町３－３ 地震
百島公園 大阪市西淀川区百島１－３ 地震
新淀川公園 大阪市西淀川区百島１－３ 地震
大野１丁目児童遊園 大阪市西淀川区大野１－４ 地震
中島公園 大阪市西淀川区中島１－22 地震
中島東公園 大阪市西淀川区中島１－３ 地震
出来島西公園 大阪市西淀川区出来島３－２ 地震
出来島公園 大阪市西淀川区出来島１－10 地震
大和田川公園 大阪市西淀川区出来島２－１ 地震
佃ふれあい公園 大阪市西淀川区佃２－１ 地震
新東三国小学校（運動場） 大阪市淀川区東三国３－９－10 地震、津波
東三国中学校（運動場） 大阪市淀川区東三国６－３－68 地震
東三国小学校（運動場） 大阪市淀川区東三国６－３－24 地震
北中島小学校（運動場） 大阪市淀川区宮原５－３－４ 地震
東淀川高等学校（運動場） 大阪市淀川区宮原４－４－５ 地震
宮原小学校（運動場） 大阪市淀川区三国本町１－16－44 地震
宮原中学校（運動場） 大阪市淀川区西宮原３－３－２ 地震
西三国小学校（運動場） 大阪市淀川区西三国１－21－28 地震
三国中学校（運動場） 大阪市淀川区西三国２－５－24 地震
三国小学校（運動場） 大阪市淀川区三国本町３－９－18 地震
西中島小学校（運動場） 大阪市淀川区西中島７－14－25 地震
木川小学校（運動場） 大阪市淀川区木川東３－７－32 地震
木川南小学校（運動場） 大阪市淀川区木川東１－２－36 地震
十三小学校（運動場） 大阪市淀川区十三東４－３－６ 地震
英真学園高等学校（運動場） 大阪市淀川区十三東５－４－38 地震
十三中学校（運動場） 大阪市淀川区十三東５－１－27 地震
北野高等学校（運動場） 大阪市淀川区新北野２－５－13 地震
新北野中学校（運動場） 大阪市淀川区新北野２－13－37 地震
神津小学校（運動場） 大阪市淀川区十三元今里２－３－12 地震
新高小学校（運動場） 大阪市淀川区新高１－15－53 地震
野中小学校（運動場） 大阪市淀川区野中北１－11－26 地震
塚本小学校（運動場） 大阪市淀川区塚本３－５－６ 地震
田川小学校（運動場） 大阪市淀川区田川２－９－37 地震
三津屋小学校（運動場） 大阪市淀川区三津屋中１－４－14 地震
加島小学校（運動場） 大阪市淀川区加島１－60－28 地震
美津島中学校（運動場） 大阪市淀川区加島１－54－41 地震
東淀工業高等学校（運動場） 大阪市淀川区加島１－52－81 地震
東三国東公園 大阪市淀川区東三国２－18 地震、津波
東三国西公園 大阪市淀川区東三国５－13 地震
北中島公園 大阪市淀川区宮原５－７ 地震
三国本町公園 大阪市淀川区三国本町１－12 地震
十八条東公園 大阪市淀川区十八条１－８ 地震
十八条西公園 大阪市淀川区十八条３－１ 地震
三国公園 大阪市淀川区西三国３－18 地震
三国西公園 大阪市淀川区三国本町３－30 地震
三国中公園 大阪市淀川区三国本町２－３ 地震
新高公園 大阪市淀川区新高４－６ 地震
西中島東公園 大阪市淀川区西中島３－８ 地震
西町公園 大阪市淀川区西中島７－15 地震
木川公園 大阪市淀川区木川西３－７ 地震
木川西公園 大阪市淀川区木川西２－17 地震
木川南公園 大阪市淀川区木川東１－４ 地震
十三東公園 大阪市淀川区十三東２－６ 地震
野中北公園 大阪市淀川区野中北２－４ 地震
十三公園 大阪市淀川区十三元今里１－１ 地震
田川東公園 大阪市淀川区十三元今里３－４ 地震
淀川公園 大阪市淀川区新北野１～３　ほか 地震
新北野公園 大阪市淀川区新北野３－14 地震
塚本南公園 大阪市淀川区塚本１－18 地震
塚本公園 大阪市淀川区塚本４－15 地震
田川中公園 大阪市淀川区田川２－２ 地震



田川西公園 大阪市淀川区田川３－６ 地震
田川北公園 大阪市淀川区田川北２－５ 地震
三津屋公園 大阪市淀川区三津屋南２－20 地震
三津屋東公園 大阪市淀川区三津屋北１－２ 地震
加島南公園 大阪市淀川区加島１－51 地震
新加島公園 大阪市淀川区加島１－41 地震
加島中央公園 大阪市淀川区加島１－58 地震
加島今之町公園 大阪市淀川区加島２－７ 地震
加島中公園 大阪市淀川区加島３－９ 地震
加島北公園 大阪市淀川区加島４－７ 地震
加島西公園 大阪市淀川区加島４－16 地震
十八条中央公園 大阪市淀川区十八条２－10 地震
三津屋中央公園 大阪市淀川区三津屋南３－21 地震
野中南公園 大阪市淀川区野中南２－１ 地震
木川北公園 大阪市淀川区木川東４－16 地震
田川公園 大阪市淀川区田川３－11 地震
加島中住宅前公園 大阪市淀川区加島１－50 地震
新高中央公園 大阪市淀川区新高４－15 地震
野中北1公園 大阪市淀川区野中北１－６ 地震
新高東公園 大阪市淀川区新高３－８ 地震
宮原公園 大阪市淀川区西宮原１－６ 地震
三国駅前公園 大阪市淀川区西三国４－10 地震
加島駅前公園 大阪市淀川区加島３－４ 地震
東井高野小学校（運動場） 大阪市東淀川区井高野２－８－28 地震、津波
井高野小学校（運動場） 大阪市東淀川区井高野１－28－17 地震、津波
大隅東小学校（運動場） 大阪市東淀川区瑞光５－８－19 地震、津波
大隅西小学校（運動場） 大阪市東淀川区大隅２－３－18 地震、津波
大桐小学校（運動場） 大阪市東淀川区大桐４－１－15 地震、津波
大道南小学校（運動場） 大阪市東淀川区大道南１－23－６ 地震、津波
豊里小学校（運動場） 大阪市東淀川区豊里５－14－60 地震、津波
豊里南小学校（運動場） 大阪市東淀川区豊里５－12－41 地震、津波
豊新小学校（運動場） 大阪市東淀川区豊新４－17－26 地震、津波
小松小学校（運動場） 大阪市東淀川区小松３－18－15 地震、津波
新庄小学校（運動場） 大阪市東淀川区上新庄２－20－５ 地震、津波
下新庄小学校（運動場） 大阪市東淀川区下新庄５－２－９ 地震、津波
菅原小学校（運動場） 大阪市東淀川区菅原６－３－25 地震、津波
東淡路小学校（運動場） 大阪市東淀川区東淡路３－３－32 地震、津波
淡路小学校（運動場） 大阪市東淀川区西淡路５－５－32 地震、津波
西淡路小学校（運動場） 大阪市東淀川区西淡路３－14－11 地震、津波
小中一貫校むくのき学園（啓発小学校・中島中学
校）（運動場）

大阪市東淀川区東中島４－８－38 地震、津波

井高野中学校（運動場） 大阪市東淀川区井高野２－８－13 地震、津波
瑞光中学校（運動場） 大阪市東淀川区瑞光４－９－37 地震、津波
大桐中学校（運動場） 大阪市東淀川区大桐４－５－８ 地震、津波
東淀中学校（運動場） 大阪市東淀川区豊里６－25－19 地震、津波
新東淀中学校（運動場） 大阪市東淀川区豊里１－10－32 地震、津波
淡路中学校（運動場） 大阪市東淀川区西淡路４－25－53 地震、津波
柴島中学校（運動場） 大阪市東淀川区柴島２－８－36 地震、津波
大阪府立東淀川支援学校（運動場） 大阪市東淀川区東中島３－５－22 地震、津波
大阪府立大阪北視覚支援学校（運動場） 大阪市東淀川区豊里７－５－26 地震、津波
大阪府立淀川清流高等学校（運動場） 大阪市東淀川区豊里２－11－35 地震、津波
大阪成蹊学園（運動場） 大阪市東淀川区相川３－５－９ 地震、津波
大阪高等学校（運動場） 大阪市東淀川区相川２－18－51 地震、津波
関西大学北陽高等学校（運動場） 大阪市東淀川区上新庄１－３－26 地震、津波
大阪府立柴島高等学校（運動場） 大阪市東淀川区柴島１－７－106 地震、津波
井高野南公園 大阪市東淀川区井高野１－３ 地震、津波
井高野公園 大阪市東淀川区井高野３－３ 地震、津波
北江口中央公園 大阪市東淀川区北江口２－１ 地震、津波
北江口公園 大阪市東淀川区北江口２－10 地震、津波
南江口北公園 大阪市東淀川区南江口３－２ 地震、津波
南江口公園 大阪市東淀川区南江口３－13 地震、津波
大隅東公園 大阪市東淀川区瑞光４－５ 地震、津波
瑞光４公園 大阪市東淀川区瑞光４－４ 地震、津波
大門公園 大阪市東淀川区大隅１－５ 地震、津波
大隅公園 大阪市東淀川区大桐５－14 地震、津波
東大道公園 大阪市東淀川区大桐４－３ 地震、津波
大桐公園 大阪市東淀川区大桐３－８ 地震、津波
今在家公園 大阪市東淀川区大桐２－２ 地震、津波
三宝寺西公園 大阪市東淀川区大桐２－10 地震、津波
竹間公園 大阪市東淀川区大道南１－５ 地震、津波
能条東公園 大阪市東淀川区大道南１－19 地震、津波
能條公園 大阪市東淀川区大道南３－２ 地震、津波
大道南公園 大阪市東淀川区大道南１－30 地震、津波
大道公園 大阪市東淀川区大道南２－16 地震、津波



大道北公園 大阪市東淀川区大道南２－19 地震、津波
豊里さつき公園 大阪市東淀川区豊里７－25 地震、津波
豊里中央公園 大阪市東淀川区豊里５－14 地震、津波
野村公園 大阪市東淀川区豊里３－４ 地震、津波
三番公園 大阪市東淀川区豊里２－４ 地震、津波
豊里三角公園 大阪市東淀川区豊里２－23 地震、津波
北淀公園 大阪市東淀川区豊里１－８ 地震、津波
かぶと公園 大阪市東淀川区豊新４－10 地震、津波
六原公園 大阪市東淀川区豊新３－２ 地震、津波
多幸公園 大阪市東淀川区豊新２－８ 地震、津波
豊北公園 大阪市東淀川区豊新１－12 地震、津波
松山公園 大阪市東淀川区小松４－14 地震、津波
小松公園 大阪市東淀川区小松２－12 地震、津波
瑞光寺公園 大阪市東淀川区瑞光２－２ 地震、津波
新庄公園 大阪市東淀川区上新庄２－12 地震、津波
下新庄公園 大阪市東淀川区下新庄５－17 地震、津波
下新庄小公園 大阪市東淀川区下新庄５－３ 地震、津波
下新庄北公園 大阪市東淀川区下新庄４－14 地震、津波
下新庄南公園 大阪市東淀川区下新庄２ 地震、津波
鳩ヶ瀬公園 大阪市東淀川区下新庄１－９ 地震、津波
菅原天満宮公園 大阪市東淀川区菅原２－２ 地震、津波
菅原東公園 大阪市東淀川区菅原４－８ 地震、津波
菅原公園 大阪市東淀川区菅原３－６ 地震、津波
和合公園 大阪市東淀川区菅原３－２ 地震、津波
菅原北公園 大阪市東淀川区菅原７－９ 地震、津波
菅原西公園 大阪市東淀川区菅原５－１ 地震、津波
東淡路町公園 大阪市東淀川区東淡路４－24 地震、津波
東淡路南公園 大阪市東淀川区東淡路２－５ 地震、津波
柴島西公園 大阪市東淀川区柴島３－７ 地震、津波
柴島東公園 大阪市東淀川区柴島２－18 地震、津波
飛鳥町公園（使用中止中） 大阪市東淀川区柴島１－７ 地震、津波
淡路２公園 大阪市東淀川区淡路２－１ 地震、津波
淡路３公園 大阪市東淀川区淡路３－13 地震、津波
淡路４公園 大阪市東淀川区淡路４－14 地震、津波
淡路公園 大阪市東淀川区淡路５－14 地震、津波
須賀森公園 大阪市東淀川区西淡路４－17 地震、津波
西淡路公園 大阪市東淀川区西淡路３－１ 地震、津波
日之出公園 大阪市東淀川区西淡路１－５ 地震、津波
日之出北公園 大阪市東淀川区西淡路１－12 地震、津波
日之出南公園 大阪市東淀川区西淡路２－１ 地震、津波
日之出東公園 大阪市東淀川区東中島５－６ 地震、津波
新駅２号公園 大阪市東淀川区東中島４－３ 地震、津波
南方公園 大阪市東淀川区東中島２－24 地震、津波
南方南公園 大阪市東淀川区東中島２－５ 地震、津波
南方北公園 大阪市東淀川区東中島２－18 地震、津波
山口本町公園 大阪市東淀川区東中島１－14 地震、津波
新庄小学校第２グラウンド 大阪市東淀川区上新庄２-５ 地震、津波
東小橋小学校（運動場） 大阪市東成区東小橋３－10－37 地震、津波
大成小学校（運動場） 大阪市東成区大今里西３－２－62 地震、津波
今里小学校（運動場） 大阪市東成区大今里１－35－29 地震、津波
中道小学校（運動場） 大阪市東成区玉津１－７－39 地震、津波
北中道小学校（運動場） 大阪市東成区中道２－９－20 地震、津波
中本小学校（運動場） 大阪市東成区中本４－２－32 地震、津波
東中本小学校（運動場） 大阪市東成区東中本２－９－３ 地震、津波
神路小学校（運動場） 大阪市東成区大今里４－６－19 地震、津波
深江小学校（運動場） 大阪市東成区深江南１－４－６ 地震、津波
片江小学校（運動場） 大阪市東成区大今里南２－13－２ 地震、津波
宝栄小学校（運動場） 大阪市東成区神路１－15－48 地震、津波
東陽中学校（運動場） 大阪市東成区深江北２－５－７ 地震、津波
本庄中学校（運動場） 大阪市東成区東中本３－14－２ 地震、津波
玉津中学校（運動場） 大阪市東成区玉津１－12－43 地震、津波
相生中学校（運動場） 大阪市東成区神路２－８－16 地震、津波
北中道幼稚園（運動場） 大阪市東成区中道２－２－19 地震、津波
東小橋公園 大阪市東成区東小橋２－１ 地震、津波
東小橋北公園 大阪市東成区東小橋１－９ 地震、津波
玉津公園 大阪市東成区玉津１－11 地震、津波
平戸公園 大阪市東成区大今里西２－６ 地震、津波
今里西之口公園 大阪市東成区大今里３－17 地震、津波
南中本公園 大阪市東成区大今里西１－10 地震、津波
今里南公園 大阪市東成区大今里南１－26 地震、津波
東中本公園 大阪市東成区東中本３－15 地震、津波
神路公園 大阪市東成区東中本２－12 地震、津波
西深江公園 大阪市東成区深江南１－７ 地震、津波
南深江公園 大阪市東成区深江南２－９ 地震、津波



阪陽公園 大阪市東成区深江北１－10 地震、津波
深江公園 大阪市東成区深江北２－16 地震、津波
東深江公園 大阪市東成区深江北３－16 地震、津波
大今里公園 大阪市東成区大今里４－16 地震、津波
北中道公園 大阪市東成区中道２－28 地震、津波
北中本公園 大阪市東成区中本２－28 地震、津波
大今里南公園 大阪市東成区大今里南４－15 地震、津波
千間川みどり公園 大阪市東成区東今里１ 地震、津波
千間川公園 大阪市東成区中本１－１ 地震、津波
中道中央公園 大阪市東成区中道４－５ 地震、津波
玉津南公園 大阪市東成区玉津３－８ 地震、津波
大今里ふれあい公園 大阪市東成区大今里２－35 地震、津波
中本くすのき公園 大阪市東成区中本５－２ 地震、津波
たまつ和ひろば 大阪市東成区玉津２－３ 地震、津波
北鶴橋小学校（運動場） 大阪市生野区鶴橋３－４－50 地震、津波
鶴橋小学校（運動場） 大阪市生野区桃谷２－20－32 地震、津波
もと御幸森小学校（運動場） 大阪市生野区桃谷５－５－37 地震、津波
勝山小学校（運動場） 大阪市生野区勝山南１－３－５ 地震、津波
東桃谷小学校（運動場） 大阪市生野区勝山北３－７－21 地震、津波
もと舎利寺小学校（運動場） 大阪市生野区勝山南４－15－25 地震、津波
もと生野小学校（運動場） 大阪市生野区舎利寺３－１－39 地震、津波
田島南小中一貫校第２校地 大阪市生野区田島３－７－38 地震、津波
もと生野南小学校（運動場） 大阪市生野区林寺６－６－７ 地震、津波
もと林寺小学校（運動場） 大阪市生野区林寺２－14－３ 地震、津波
大池小学校（運動場） 大阪市生野区中川３－４－３ 地震、津波
東中川小学校（運動場） 大阪市生野区新今里７－14－37 地震、津波
小路小学校（運動場） 大阪市生野区小路２－24－40 地震、津波
東小路小学校（運動場） 大阪市生野区小路東３－８－15 地震、津波
巽小学校（運動場） 大阪市生野区巽中３－12－５ 地震、津波
北巽小学校（運動場） 大阪市生野区巽北１－30－29 地震、津波
巽南小学校（運動場） 大阪市生野区巽南２－10－７ 地震、津波
巽東小学校（運動場） 大阪市生野区巽東３－８－13 地震、津波
もと鶴橋中学校（運動場） 大阪市生野区勝山北４－９－22 地震、津波
桃谷中学校（運動場） 大阪市生野区勝山北３－13－44 地震、津波
義務教育学校　生野未来学園（運動場） 大阪市生野区生野西３－５－40 地震、津波
田島南小中一貫校（運動場） 大阪市生野区田島５－23－７ 地震、津波
大池中学校（運動場） 大阪市生野区中川６－３－６ 地震、津波
東生野中学校（運動場） 大阪市生野区新今里７－９－25 地震、津波
新生野中学校（運動場） 大阪市生野区巽東３－３－12 地震、津波
巽中学校（運動場） 大阪市生野区巽中３－17－20 地震、津波
新巽中学校（運動場） 大阪市生野区巽南４－２－53 地震、津波
大阪府立生野工業高等学校（運動場） 大阪市生野区生野東２－３－66 地震、津波
大阪府立生野支援学校（運動場） 大阪市生野区巽東４－２－47 地震、津波
桃谷高等学校（運動場） 大阪市生野区勝山南３－１－４ 地震、津波
大阪府立大阪わかば高等学校（運動場） 大阪市生野区巽東３－10－75 地震、津波
金光藤蔭高等学校（スポーツエリア等） 大阪市生野区小路東４－１－26 地震、津波
プール学院（運動場） 大阪市生野区勝山北１－19－31 地震、津波
新今里公園 大阪市生野区新今里２－12 地震、津波
田島公園 大阪市生野区田島３－５ 地震、津波
東中川公園 大阪市生野区新今里７－14 地震、津波
御勝山公園 大阪市生野区勝山北３－16 地震、津波
桃谷公園 大阪市生野区桃谷１－２ 地震、津波
生野東公園 大阪市生野区生野東３－10 地震、津波
巽公園 大阪市生野区巽西１－７ 地震、津波
中川西公園 大阪市生野区中川西２－５ 地震、津波
巽南公園 大阪市生野区巽南１－４ 地震、津波
巽東公園 大阪市生野区巽東４－３ 地震、津波
御勝山南公園 大阪市生野区勝山南３－３ 地震、津波
生野南公園 大阪市生野区林寺４－６ 地震、津波
巽西公園 大阪市生野区巽西４－６ 地震、津波
舎利寺中央公園 大阪市生野区勝山南４－５，６ 地震、津波
御幸森２公園 大阪市生野区桃谷５－４ 地震、津波
南巽公園 大阪市生野区巽南３－10 地震、津波
生野東４公園 大阪市生野区生野東４－５ 地震、津波
巽北西公園 大阪市生野区巽北１－21 地震、津波
巽西１公園 大阪市生野区巽西１－３ 地震、津波
林寺西公園 大阪市生野区林寺２－16 地震、津波
舎利寺公園 大阪市生野区舎利寺3－9 地震、津波
田島南公園 大阪市生野区田島5－21 地震、津波
中川公園 大阪市生野区中川2－4 地震、津波
西の川公園 大阪市生野区新今里1－14 地震、津波
巽北公園 大阪市生野区巽北4－2 地震、津波
小路公園 大阪市生野区小路東２－14 地震、津波
御幸森公園 大阪市生野区桃谷５－８ 地震、津波



巽矢柄公園 大阪市生野区巽東１－10 地震、津波
勝山北公園 大阪市生野区勝山北1－11 地震、津波
中川南公園 大阪市生野区中川５－13 地震、津波
小路西公園 大阪市生野区小路２－２ 地震、津波
勝山西公園 大阪市生野区勝山南１－13 地震、津波
伊賀ケ西公園 大阪市生野区巽中２－22 地震、津波
北鶴橋公園 大阪市生野区鶴橋３－５ 地震、津波
巽大池公園 大阪市生野区巽中３－９ 地震、津波
小路南公園 大阪市生野区小路３－19 地震、津波
巽東第１公園 大阪市生野区巽東１－1 地震、津波
生野西公園 大阪市生野区生野西３－６ 地震、津波
小路東公園 大阪市生野区小路東２－23 地震、津波
巽大地北公園 大阪市生野区巽中２－７ 地震、津波
みゆき公園 大阪市生野区桃谷３－７ 地震、津波
巽中東公園 大阪市生野区巽中１－５ 地震、津波
桃谷南公園 大阪市生野区桃谷３－14 地震、津波
中川東２公園 大阪市生野区中川東２－４ 地震、津波
巽東３公園 大阪市生野区巽東３－11 地震、津波
巽西足代公園 大阪市生野区巽中1－20 地震、津波
巽伊賀ケ公園 大阪市生野区巽東1－16 地震、津波
生野西4公園 大阪市生野区生野西4－７ 地震、津波
北鶴橋第２公園 大阪市生野区鶴橋４－１ 地震、津波
巽西みのり公園 大阪市生野区巽西３－15 地震、津波
中川６公園 大阪市生野区中川６－12 地震、津波
猫間川公園 大阪市生野区生野西1－18 地震、津波
北鶴ふれあい公園 大阪市生野区鶴橋1－６ 地震、津波
新田島公園 大阪市生野区田島５－７ 地震、津波
巽北さくら公園 大阪市生野区巽北２－７ 地震、津波
楠正長史跡公園 大阪市生野区巽南４－２ 地震、津波
巽中４公園 大阪市生野区巽中４－６ 地震、津波
巽南ふれあい公園 大阪市生野区巽南５－18 地震、津波
清水小学校（運動場） 大阪市旭区清水５－１－12 地震、津波
新森小路小学校（運動場） 大阪市旭区新森６－３－13 地震、津波
古市小学校（運動場） 大阪市旭区森小路２－10－35 地震、津波
太子橋小学校（運動場） 大阪市旭区太子橋１－12－15 地震、津波
大宮小学校（運動場） 大阪市旭区大宮４－９－16 地震、津波
大宮西小学校（運動場） 大阪市旭区中宮１－８－14 地震
生江小学校（運動場） 大阪市旭区生江１－10－21 地震、津波
城北小学校（運動場） 大阪市旭区赤川３－13－47 地震、津波
高殿小学校（運動場） 大阪市旭区高殿６－９－10 地震
高殿南小学校（運動場） 大阪市旭区高殿３－10－30 地震、津波
旭東中学校（運動場） 大阪市旭区新森６－７－25 地震、津波
今市中学校（運動場） 大阪市旭区大宮５－13－40 地震、津波
大宮中学校（運動場） 大阪市旭区中宮４－７－11 地震、津波
旭陽中学校（運動場） 大阪市旭区高殿５－９－31 地震
旭高等学校（運動場） 大阪市旭区高殿５－６－41 地震
淀川工科高等学校（運動場） 大阪市旭区太子橋３－１－32 地震、津波
大阪府立思斉支援学校（運動場） 大阪市旭区大宮５－11－７ 地震、津波
城北公園 大阪市旭区生江３－29 地震、津波
旭公園 大阪市旭区高殿５－７ 地震
清水南公園 大阪市旭区清水２－13 地震、津波
清水中公園 大阪市旭区清水３－31 地震、津波
清水北公園 大阪市旭区清水３－９ 地震、津波
清水小公園 大阪市旭区清水２－６ 地震、津波
両国町公園 大阪市旭区清水４－12 地震、津波
新森中央公園 大阪市旭区新森４－22 地震、津波
新森北公園 大阪市旭区新森３－12 地震、津波
新森南公園 大阪市旭区新森１－４ 地震、津波
新森東公園 大阪市旭区新森６－８ 地震、津波
新森南小公園 大阪市旭区新森１－７ 地震、津波
千林公園 大阪市旭区千林２－９ 地震、津波
森小路公園 大阪市旭区森小路２－５ 地震、津波
森小路南公園 大阪市旭区森小路１－12 地震、津波
森小路東公園 大阪市旭区森小路１－７ 地震、津波
今市公園 大阪市旭区今市２－７ 地震、津波
太子橋西公園 大阪市旭区太子橋１－17 地震、津波
太子橋中公園 大阪市旭区太子橋２－７ 地震、津波
太子橋南公園 大阪市旭区太子橋１－８ 地震、津波
太子橋東公園 大阪市旭区太子橋３－３ 地震、津波
大宮南公園 大阪市旭区大宮１－１ 地震
大宮中公園 大阪市旭区大宮３－１ 地震、津波
大宮北公園 大阪市旭区大宮５（高架下） 地震、津波
江野公園 大阪市旭区中宮２－18 地震
生江南公園 大阪市旭区生江１－４ 地震、津波



生江東公園 大阪市旭区生江２－11 地震、津波
赤川南公園 大阪市旭区赤川１－４ 地震、津波
赤川公園 大阪市旭区赤川４－21 地震、津波
高殿西公園 大阪市旭区高殿１－３ 地震
高殿南公園 大阪市旭区高殿２－４ 地震、津波
高殿南三公園 大阪市旭区高殿３－５ 地震、津波
高殿南四公園 大阪市旭区高殿４－７ 地震、津波
大宮ふれあい公園 大阪市旭区大宮４－２ 地震、津波
西浪橋公園 大阪市旭区高殿１－９ 地震、津波
高殿７公園 大阪市旭区高殿７－15 地震、津波
中宮１公園 大阪市旭区中宮１－11 地震、津波
生江西公園 大阪市旭区生江１－２ 地震、津波
諏訪小学校（運動場） 大阪市城東区永田２－15－５ 地震、津波
中浜小学校（運動場） 大阪市城東区中浜２－12－35 地震、津波
森之宮小学校（運動場） 大阪市城東区森之宮１－６－64 地震、津波
東中浜小学校（運動場） 大阪市城東区東中浜５－４－５ 地震、津波
城東小学校（運動場） 大阪市城東区鴫野東３－16－41 地震
鴫野小学校（運動場） 大阪市城東区鴫野西４－11－48 地震
聖賢小学校（運動場） 大阪市城東区新喜多２－４－35 地震
今福小学校（運動場） 大阪市城東区今福南２－１－53 地震
放出小学校（運動場） 大阪市城東区放出西２－２－18 地震、津波
鯰江小学校（運動場） 大阪市城東区今福西３－９－27 地震
鯰江東小学校（運動場） 大阪市城東区今福東１－３－26 地震
関目小学校（運動場） 大阪市城東区関目６－５－５ 地震、津波
関目東小学校（運動場） 大阪市城東区関目４－12－15 地震、津波
すみれ小学校（運動場） 大阪市城東区古市２－６－46 地震、津波
榎並小学校（運動場） 大阪市城東区野江４－１－28 地震
成育小学校（運動場） 大阪市城東区成育１－５－19 地震
放出中学校（運動場） 大阪市城東区放出西３－12－10 地震、津波
城陽中学校（運動場） 大阪市城東区鴫野西３－３－64 地震
蒲生中学校（運動場） 大阪市城東区中央３－９－24 地震
鯰江中学校（運動場） 大阪市城東区今福西４－７－20 地震
菫中学校（運動場） 大阪市城東区古市１－18－４ 地震、津波
城東中学校（運動場） 大阪市城東区永田３－３－58 地震、津波
大阪信愛学院高等校（運動場） 大阪市城東区古市２－７－30 地震、津波
大阪産業大学附属高等学校（運動場） 大阪市城東区古市１－20－26 地震、津波
開明高等学校（運動場） 大阪市城東区野江１－９－９ 地震
大阪府立成城高等学校（運動場） 大阪市城東区諏訪３－11－41 地震、津波
関目中央公園 大阪市城東区関目４－３ 地震
蒲生公園 大阪市城東区中央３－８ 地震
鯰江公園 大阪市城東区今福西６－５ 地震
白山公園 大阪市城東区中浜３－１ 地震、津波
北関目公園 大阪市城東区関目６－３ 地震、津波
西関目公園 大阪市城東区関目１－７ 地震
成育公園 大阪市城東区成育３－18 地震
左専道公園 大阪市城東区永田２－12 地震、津波
南今福公園 大阪市城東区今福南４－４ 地震
東中浜公園 大阪市城東区東中浜５－３ 地震、津波
布屋公園 大阪市城東区新喜多東１－14 地震、津波
南関目公園 大阪市城東区関目２－４ 地震
古市中公園 大阪市城東区古市２－６ 地震、津波
永田公園 大阪市城東区永田４－14 地震、津波
古市西北公園 大阪市城東区古市３－19 地震、津波
東今福公園 大阪市城東区今福東２－11 地震
天王田公園 大阪市城東区東中浜７－１ 地震、津波
野江公園 大阪市城東区野江１－15 地震
鴫野東公園 大阪市城東区鴫野東３－23 地震
西放出公園 大阪市城東区放出西２－15 地震、津波
鯰江北公園 大阪市城東区今福西５－13 地震
中今福公園 大阪市城東区今福西２－８ 地震
天王田・楠根公園 大阪市城東区天王田４ 地震
西今福公園 大阪市城東区今福西１－15 地震
蒲生南公園 大阪市城東区蒲生３－２ 地震
関目駅前小公園 大阪市城東区関目５－９ 地震、津波
鴫野西公園 大阪市城東区鴫野西４－18 地震
榎並公園 大阪市城東区野江２－15 地震
新喜多東公園 大阪市城東区新喜多東２－６ 地震、津波
新喜多公園 大阪市城東区新喜多１－９ 地震
鴫野公園 大阪市城東区鴫野西４－11 地震
蒲生中公園 大阪市城東区中央１－３ 地震
中浜公園 大阪市城東区中浜１－６ 地震、津波
鴫野北公園 大阪市城東区鴫野東１－５ 地震、津波
古市北公園 大阪市城東区古市３－14 地震、津波
放出西三公園 大阪市城東区放出西３－20 地震、津波



専永公園 大阪市城東区永田１－４ 地震、津波
中浜中央公園 大阪市城東区中浜２－９ 地震、津波
新喜多東中央公園 大阪市城東区新喜多東１－８ 地震、津波
成育西公園 大阪市城東区成育１－１ 地震
成育南公園 大阪市城東区中央２－２ 地震
南今福北公園 大阪市城東区今福南４－13 地震
鯰江南公園 大阪市城東区今福西６－７ 地震
鴫野の森公園 大阪市城東区鴫野西２－１ 地震
今福南中央公園 大阪市城東区今福南２－17 地震
千間川みどり公園 大阪市城東区東中浜６，９ 地震、津波
鯰江東公園 大阪市城東区今福東１－４ 地震
鴫野東２公園 大阪市城東区鴫野東２－27 地震
今福南古堤公園 大阪市城東区今福南２－４ 地震
みどり小学校（運動場） 大阪市鶴見区緑２－４－45 地震、津波
鶴見商業高等学校（運動場） 大阪市鶴見区緑２－10－９ 地震、津波
鶴見小学校（運動場） 大阪市鶴見区鶴見４－14－10 地震
鶴見南小学校（運動場） 大阪市鶴見区鶴見２－17－22 地震
緑中学校（運動場） 大阪市鶴見区鶴見６－６－11 地震、津波
榎本小学校（運動場） 大阪市鶴見区今津北１－５－35 地震、津波
今津中学校（運動場） 大阪市鶴見区今津中１－３－35 地震、津波
汎愛高等学校（運動場） 大阪市鶴見区今津中２－１－52 地震、津波
今津小学校（運動場） 大阪市鶴見区今津中４－１－48 地震、津波
茨田南小学校（運動場） 大阪市鶴見区諸口１－３－71 地震、津波
茨田中学校（運動場） 大阪市鶴見区諸口３－４－44 地震、津波
茨田東小学校（運動場） 大阪市鶴見区茨田大宮３－７－61 地震、津波
茨田北小学校（運動場） 大阪市鶴見区浜３－８－66 地震、津波
茨田北中学校（運動場） 大阪市鶴見区茨田大宮１－１－31 地震、津波
茨田高等学校（運動場） 大阪市鶴見区安田１－５－49 地震、津波
茨田小学校（運動場） 大阪市鶴見区安田２－１－８ 地震、津波
茨田西小学校（運動場） 大阪市鶴見区横堤５－13－61 地震、津波
横堤小学校（運動場） 大阪市鶴見区横堤１－11－83 地震
横堤中学校（運動場） 大阪市鶴見区横堤１－11－27 地震
焼野小学校（運動場） 大阪市鶴見区焼野１－３－44 地震、津波
緑第一公園 大阪市鶴見区緑１－17 地震、津波
鶴見北公園 大阪市鶴見区鶴見４－14 地震
鶴見北中央公園 大阪市鶴見区鶴見４－７ 地震
鶴見南公園 大阪市鶴見区鶴見２－５ 地震
緑第二公園 大阪市鶴見区緑１－３ 地震、津波
榎本南公園 大阪市鶴見区今津中１－９ 地震、津波
放出公園 大阪市鶴見区放出東２－２ 地震、津波
放出小公園 大阪市鶴見区放出東３（高架下） 地震、津波
今津公園 大阪市鶴見区今津中２－３ 地震、津波
今津南公園 大阪市鶴見区今津南３－３ 地震、津波
今津東公園 大阪市鶴見区今津北４－４ 地震、津波
諸口東公園 大阪市鶴見区諸口２－14 地震、津波
中徳公園 大阪市鶴見区中茶屋１－１ 地震、津波
茨田大宮西公園 大阪市鶴見区茨田大宮２－７ 地震、津波
茨田大宮南公園 大阪市鶴見区茨田大宮３－７ 地震、津波
茨田大宮中央公園 大阪市鶴見区茨田大宮４－23 地震、津波
焼野公園 大阪市鶴見区焼野２－７ 地震、津波
横堤北公園 大阪市鶴見区横堤５－１ 地震、津波
横堤東公園 大阪市鶴見区横堤３－５ 地震、津波
榎本公園 大阪市鶴見区今津北１－６ 地震、津波
鶴見１公園 大阪市鶴見区鶴見１－６ 地震
横堤南公園 大阪市鶴見区横堤２－３ 地震、津波
焼野南公園 大阪市鶴見区焼野２－南５ 地震、津波
浜北公園 大阪市鶴見区浜４－16 地震、津波
安田公園 大阪市鶴見区安田４－２ 地震、津波
横堤中公園 大阪市鶴見区横堤３－１ 地震、津波
焼野さくら公園 大阪市鶴見区焼野１－南10 地震、津波
放出駅南公園 大阪市鶴見区放出東３－35 地震、津波
諸口中公園 大阪市鶴見区諸口１－14 地震、津波
鶴見中央公園 大阪市鶴見区鶴見１－６ 地震
高松小学校（運動場） 大阪市阿倍野区天王寺町北３－17－19 地震、津波
常盤小学校（運動場） 大阪市阿倍野区松崎町３－11－12 地震、津波
金塚小学校（運動場） 大阪市阿倍野区旭町３－４－46 地震、津波
苗代小学校（運動場） 大阪市阿倍野区阪南町１－26－30 地震、津波
丸山小学校（運動場） 大阪市阿倍野区丸山通１－４－43 地震、津波
阿倍野小学校（運動場） 大阪市阿倍野区阪南町２－17－21 地震、津波
晴明丘小学校（運動場） 大阪市阿倍野区晴明通10－34 地震、津波
晴明丘南小学校（運動場） 大阪市阿倍野区帝塚山１－23－８ 地震、津波
阪南小学校（運動場） 大阪市阿倍野区阪南町５－７－40 地震、津波
大阪教育大学附属天王寺小学校（運動場） 大阪市阿倍野区松崎町１－２－45 地震、津波
文の里中学校（運動場） 大阪市阿倍野区美章園１－５－52 地震、津波



松虫中学校（運動場） 大阪市阿倍野区松虫通３－４－45 地震、津波
昭和中学校（運動場） 大阪市阿倍野区桃ヶ池町２－３－17 地震、津波
阿倍野中学校（運動場） 大阪市阿倍野区昭和町３－２－４ 地震、津波
阪南中学校（運動場） 大阪市阿倍野区北畠１－16－24 地震、津波
工芸高等学校（運動場） 大阪市阿倍野区文の里１－７－２ 地震、津波
阿倍野高等学校（運動場） 大阪市阿倍野区阪南町１－30－34 地震、津波
住吉高等学校（運動場） 大阪市阿倍野区北畠２－４－１ 地震、津波
あべの翔学高等学校（運動場） 大阪市阿倍野区天王寺南町２－８－19 地震、津波
明浄学院高等学校（運動場） 大阪市阿倍野区文の里３－15－７ 地震、津波
大谷高等学校（運動場） 大阪市阿倍野区共立通２－８－４ 地震、津波
桃山学院高等学校（運動場） 大阪市阿倍野区昭和町３－１－64 地震、津波
大阪キリスト教短期大学（運動場） 大阪市阿倍野区丸山通１－３－61 地震、津波
睦児童遊園 大阪市阿倍野区天王寺町北２－２ 地震、津波
曙児童遊園 大阪市阿倍野区天王寺町北２－24 地震、津波
高松公園 大阪市阿倍野区天王寺町北３－17 地震、津波
八反田児童遊園 大阪市阿倍野区天王寺町南１－６ 地震、津波
高松南公園 大阪市阿倍野区天王寺町南３－12 地震、津波
美章園公園 大阪市阿倍野区美章園２－13 地震、津波
三明北公園 大阪市阿倍野区三明町１－４ 地震、津波
三明町公園 大阪市阿倍野区三明町２－９ 地震、津波
常盤公園 大阪市阿倍野区松崎町３－２ 地震、津波
松崎公園 大阪市阿倍野区松崎町３－７ 地震、津波
文の里公園 大阪市阿倍野区文の里３－６ 地震、津波
阪南西公園 大阪市阿倍野区阪南町１－19 地震、津波
阪南北公園 大阪市阿倍野区阪南町１－23 地震、津波
阪南中公園 大阪市阿倍野区阪南町１－49 地震、津波
新阪南公園 大阪市阿倍野区阪南町３－34 地震、津波
共立児童遊園 大阪市阿倍野区共立通１－１ 地震、津波
聖天山公園 大阪市阿倍野区松虫通３－２ 地震、津波
桃ヶ池公園 大阪市阿倍野区桃ヶ池町１ 地震、津波
長池公園 大阪市阿倍野区長池町、西田辺町１－10 地震、津波
北畠公園 大阪市阿倍野区王子町３－８ 地震、津波
阪南公園 大阪市阿倍野区王子町４－１ 地震、津波
晴明通児童遊園 大阪市阿倍野区晴明通３ 地震、津波
晴明丘公園 大阪市阿倍野区阿倍野元町15 地震、津波
晴明丘相生公園 大阪市阿倍野区相生通２－７ 地震、津波
晴明丘中央公園 大阪市阿倍野区北畠１－18 地震、津波
晴明丘西公園 大阪市阿倍野区北畠３－３ 地震、津波
播磨大領公園 大阪市阿倍野区播磨町３－４、住吉区大領２－２ 地震、津波
まつむし広場 大阪市阿倍野区松虫通１－２ 地震、津波
大阪府立天王寺高等学校 大阪市阿倍野区三明町２－４－23 地震、津波
阪南播磨公園 大阪市阿倍野区阪南町６－３ 地震、津波
安立小学校（運動場） 大阪市住之江区住之江１－４－29 地震
敷津浦小学校（運動場） 大阪市住之江区北島２－９－22 地震
住之江中学校（運動場） 大阪市住之江区御崎８－１－６ 地震
住吉商業高等学校（運動場） 大阪市住之江区御崎７－12－55 地震
真住中学校（運動場） 大阪市住之江区御崎２－２－32 地震
住之江小学校（運動場） 大阪市住之江区御崎４－６－43 地震
清江小学校（運動場） 大阪市住之江区御崎５－７－18 地震
住吉川小学校（運動場） 大阪市住之江区西加賀屋４－１－４ 地震
加賀屋小学校（運動場） 大阪市住之江区北加賀屋２－５－26 地震
加賀屋東小学校（運動場） 大阪市住之江区東加賀屋１－６－25 地震
加賀屋中学校（運動場） 大阪市住之江区西加賀屋２－９－20 地震
粉浜小学校（運動場） 大阪市住之江区粉浜２－６－６ 地震
北粉浜小学校（運動場） 大阪市住之江区粉浜１－５－48 地震
住吉第一中学校（運動場） 大阪市住之江区粉浜西１－５－11 地震
平林小学校（運動場） 大阪市住之江区平林南２－６－48 地震
新北島小学校（運動場） 大阪市住之江区新北島６－２－56 地震
新北島中学校（運動場） 大阪市住之江区新北島８－２－46 地震
南港光小学校（運動場） 大阪市住之江区南港中４－４－22 地震
南港桜小学校（運動場） 大阪市住之江区南港中５－２－48 地震
南港北中学校（運動場） 大阪市住之江区南港中４－３－39 地震
港南造形高等学校（運動場） 大阪市住之江区南港東２－５－72 地震
咲洲みなみ小中一貫校（運動場） 大阪市住之江区南港中3－5－14 地震
安住公園 大阪市住之江区住之江３－17 地震
西住之江公園 大阪市住之江区西住之江１－３ 地震
浜口東公園 大阪市住之江区西住之江１－３ 地震
浜口西公園 大阪市住之江区浜口西２－６ 地震
安立北公園 大阪市住之江区安立１－10 地震
浜口公園 大阪市住之江区浜口西３－４ 地震
霰松原公園 大阪市住之江区安立２－11 地震
北島公園 大阪市住之江区北島３－17 地震
御崎南公園 大阪市住之江区御崎７－３ 地震
住之江公園 大阪市住之江区南加賀屋１－１ 地震



南加賀屋公園 大阪市住之江区南加賀屋３－１ 地震
西加賀屋公園 大阪市住之江区西加賀屋３－８ 地震
柴谷公園 大阪市住之江区柴谷２－７ 地震
緑木公園 大阪市住之江区緑木２－１ 地震
加賀屋公園 大阪市住之江区中加賀屋３－17 地震
北加賀屋公園 大阪市住之江区北加賀屋５－３ 地震
加賀屋北公園 大阪市住之江区北加賀屋１－２ 地震
中加賀屋公園 大阪市住之江区中加賀屋１－５ 地震
住吉公園 大阪市住之江区浜口東１－１ 地震
粉浜東公園 大阪市住之江区粉浜１－５ 地震
粉浜北公園 大阪市住之江区粉浜西１－４ 地震
粉浜公園 大阪市住之江区粉浜西２－６ 地震
平林南公園 大阪市住之江区平林南２－６ 地震
平林北公園 大阪市住之江区平林北１－２ 地震
新北島東公園 大阪市住之江区新北島３－５ 地震
新北島西公園 大阪市住之江区新北島７－３ 地震
新北島南公園 大阪市住之江区新北島２－３ 地震
敷津浦東公園 大阪市住之江区御崎７－15 地震
南加賀屋西公園 大阪市住之江区南加賀屋４－６ 地震
御崎東公園 大阪市住之江区御崎３－３ 地震
御崎中公園 大阪市住之江区御崎５－１ 地震
南港公園 大阪市住之江区南港中３－１ 地震
南港太陽のまち公園 大阪市住之江区南港中４－５ 地震
南港緑公園 大阪市住之江区南港中２－６ 地震
南港海のまち公園 大阪市住之江区南港中３－６ 地震
南港花のまち公園 大阪市住之江区南港中５－４ 地震
南港中央公園 大阪市住之江区南港東８－５ 地震
東加賀屋公園 大阪市住之江区東加賀屋２－14 地震
平林西公園 大阪市住之江区平林南２－12 地震
西住之江南公園 大阪市住之江区西住之江３－13 地震
安立南公園 大阪市住之江区安立３－８ 地震
西住之江中公園 大阪市住之江区西住之江２－15 地震
御崎北公園 大阪市住之江区御崎１－８ 地震
北加賀屋東公園 大阪市住之江区北加賀屋１－５ 地震
粉浜中公園 大阪市住之江区粉浜１－27 地震
粉浜南公園 大阪市住之江区粉浜３－２ 地震
新北島中公園 大阪市住之江区新北島３－７ 地震
新北島会館南公園 大阪市住之江区新北島５－３ 地震
大和川北公園 大阪市住之江区新北島８－１ 地震
東加賀屋１公園 大阪市住之江区東加賀屋１－３ 地震
平林泉公園 大阪市住之江区泉２－１ 地震
墨江小学校（運動場） 大阪市住吉区墨江２－３－46 地震、津波
三稜中学校（運動場） 大阪市住吉区千躰１－５－22 地震、津波
墨江丘中学校（運動場） 大阪市住吉区墨江４－15－34 地震、津波
清明学院高等学校（運動場） 大阪市住吉区墨江２－４－４ 地震、津波
清水丘小学校（運動場） 大阪市住吉区清水丘２－９－41 地震、津波
南住吉小学校（運動場） 大阪市住吉区南住吉３－５－１ 地震、津波
山之内小学校（運動場） 大阪市住吉区山之内２－17－39 地震、津波
遠里小野小学校（運動場） 大阪市住吉区遠里小野６－６－27 地震、津波
大和川中学校（運動場） 大阪市住吉区遠里小野２－11－４ 地震、津波
浪速中学校・高等学校（運動場） 大阪市住吉区山之内２－13－57 地震、津波
東粉浜小学校（運動場） 大阪市住吉区東粉浜２－３－26 地震、津波
住吉小学校（運動場） 大阪市住吉区帝塚山西４－１－35 地震、津波
大領小学校（運動場） 大阪市住吉区大領３－３－５ 地震、津波
住吉中学校（運動場） 大阪市住吉区帝塚山西３－５－６ 地震、津波
大領中学校（運動場） 大阪市住吉区大領４－３－25 地震、津波
帝塚山学院（運動場） 大阪市住吉区帝塚山中３－10－51 地震、津波
長居小学校（運動場） 大阪市住吉区長居東３－３－40 地震、津波
大阪学芸高等学校（運動場） 大阪市住吉区長居１－４－15 地震、津波
大阪府教育センター附属高等学校（運動場） 大阪市住吉区苅田４－１－72 地震、津波
苅田小学校（運動場） 大阪市住吉区苅田３－５－34 地震、津波
苅田北小学校（運動場） 大阪市住吉区苅田１－11－39 地震、津波
苅田南小学校（運動場） 大阪市住吉区苅田10－１－35 地震、津波
東我孫子中学校（運動場） 大阪市住吉区苅田１－16－２ 地震、津波
依羅小学校（運動場） 大阪市住吉区我孫子４－11－48 地震、津波
我孫子中学校（運動場） 大阪市住吉区我孫子東１－４－32 地震、津波
英明幼稚園住吉（運動場） 大阪市住吉区清水丘１－24－10 地震、津波
英明幼稚園遠里小野（運動場） 大阪市住吉区遠里小野１－２－25 地震、津波
大空小学校（運動場） 大阪市住吉区我孫子西１－６－12 地震、津波
我孫子南中学校（運動場） 大阪市住吉区浅香１－８－55 地震、津波
苅田中公園 大阪市住吉区苅田６－16 地震、津波
遠里小野公園 大阪市住吉区遠里小野５－19 地震、津波
万代東公園 大阪市住吉区万代東１－１ 地震、津波
山之内公園 大阪市住吉区山之内５－２ 地震、津波



清水丘公園 大阪市住吉区清水丘２－22 地震、津波
遠沢公園 大阪市住吉区清水丘２－２ 地震、津波
おりおの南公園 大阪市住吉区遠里小野７－５ 地震、津波
清水丘ふれあい公園 大阪市住吉区清水丘３－８ 地震、津波
我孫子公園 大阪市住吉区我孫子５－２ 地震、津波
杉本町公園 大阪市住吉区杉本２－６ 地震、津波
浅香町公園 大阪市住吉区浅香２－１ 地震、津波
苅田北公園 大阪市住吉区苅田２－11 地震、津波
苅田南公園 大阪市住吉区苅田９－５ 地震、津波
西長居公園 大阪市住吉区長居西１－14 地震、津波
沢之町公園 大阪市住吉区南住吉３－15 地震、津波
万代池公園 大阪市住吉区万代３－７ 地震、津波
鶴ヶ丘児童遊園 大阪市住吉区長居１－10 地震、津波
山之内中央公園 大阪市住吉区山之内３－17 地震、津波
山之内北公園 大阪市住吉区山之内１－１ 地震、津波
神ノ木公園 大阪市住吉区帝塚山東５－３ 地震、津波
南万領公園 大阪市住吉区万代東４－２ 地震、津波
万領中央公園 大阪市住吉区万代東３－１ 地震、津波
住吉一二三公園 大阪市住吉区住吉１－７ 地震、津波
浅香中央公園 大阪市住吉区浅香１－35 地震、津波
庭井公園 大阪市住吉区庭井２－23 地震、津波
苅田どんぐり公園 大阪市住吉区苅田３－４ 地震、津波
育和小学校（運動場） 大阪市東住吉区杭全４－10－12 地震、津波
桑津小学校（運動場） 大阪市東住吉区桑津５－13－13 地震、津波
北田辺小学校（運動場） 大阪市東住吉区北田辺３－11－14 地震、津波
田辺小学校（運動場） 大阪市東住吉区田辺２－３－34 地震、津波
南田辺小学校（運動場） 大阪市東住吉区南田辺４－３－４ 地震、津波
東田辺小学校（運動場） 大阪市東住吉区東田辺２－14－６ 地震、津波
南百済小学校（運動場） 大阪市東住吉区湯里１－15－40 地震、津波
湯里小学校（運動場） 大阪市東住吉区湯里６－８－３ 地震、津波
鷹合小学校（運動場） 大阪市東住吉区鷹合３－12－38 地震、津波
今川小学校（運動場） 大阪市東住吉区今川４－24－４ 地震、津波
矢田北小学校（運動場） 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田２－１－55 地震、津波
矢田東小学校（運動場） 大阪市東住吉区住道矢田２－７－43 地震、津波
矢田西小学校（運動場） 大阪市東住吉区公園南矢田２－15－43 地震、津波
田辺中学校（運動場） 大阪市東住吉区南田辺４－７－24 地震、津波
東住吉中学校（運動場） 大阪市東住吉区桑津５－17－25 地震、津波
白鷺中学校（運動場） 大阪市東住吉区今川１－２－21 地震、津波
中野中学校（運動場） 大阪市東住吉区中野４－４－25 地震、津波
矢田中学校（運動場） 大阪市東住吉区住道矢田９－７－55 地震、津波
やたなか小中一貫校（矢田小学校・矢田南中学
校）（運動場）

大阪市東住吉区矢田３－４－27 地震、津波

矢田西中学校（運動場） 大阪市東住吉区公園南矢田２－12－47 地震、津波
大阪芸術大学短期大学部（運動場） 大阪市東住吉区矢田２－14－19 地震、津波
城南学園（運動場） 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田２－14－19 地震、津波
東住吉スポーツセンター 大阪市東住吉区公園南矢田４－30－３ 地震、津波
山坂公園 大阪市東住吉区山坂２－19 地震、津波
育和公園 大阪市東住吉区杭全８－５ 地震、津波
平野白鷺公園 大阪市東住吉区今川６－７ 地震、津波
酒君塚公園 大阪市東住吉区鷹合２－５ 地震、津波
駒川公園 大阪市東住吉区駒川２－３ 地震、津波
鷹合公園 大阪市東住吉区鷹合４－５ 地震、津波
桑津東公園 大阪市東住吉区桑津４－10 地震、津波
駒川北公園 大阪市東住吉区駒川１－20 地震、津波
桑津北公園 大阪市東住吉区桑津１－12 地震、津波
桑津公園 大阪市東住吉区桑津３－６ 地震、津波
今川公園 大阪市東住吉区今川４－23 地震、津波
中野町公園 大阪市東住吉区中野１－８ 地震、津波
南百済公園 大阪市東住吉区中野３－10 地震、津波
今林公園 大阪市東住吉区今林４－４ 地震、津波
矢田公園 大阪市東住吉区住道矢田１－７ 地震、津波
枯木町公園 大阪市東住吉区公園南矢田４－22 地震、津波
矢田東公園 大阪市東住吉区住道矢田２－11 地震、津波
矢田部公園 大阪市東住吉区矢田１－22 地震、津波
矢田西公園 大阪市東住吉区公園南矢田３－17 地震、津波
矢田河原田公園 大阪市東住吉区住道矢田６－８ 地震、津波
枯木南公園 大阪市東住吉区矢田７－６ 地震、津波
矢田住道公園 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田３－11 地震、津波
うるし堤公園 大阪市東住吉区今川１－１ 地震、津波
杭全西公園 大阪市東住吉区杭全４－３ 地震、津波
田辺公園 大阪市東住吉区駒川３－10 地震、津波
北田辺公園 大阪市東住吉区北田辺１－８ 地震、津波
わかば公園 大阪市東住吉区今川４－12 地震、津波
照ヶ丘矢田公園 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田１－16 地震、津波



つくし公園 大阪市東住吉区今川４－１ 地震、津波
矢田中公園 大阪市東住吉区矢田３－５ 地震、津波
北田辺中公園 大阪市東住吉区北田辺３－６ 地震、津波
矢田中中央公園 大阪市東住吉区矢田４－10 地震、津波
矢田教育の森公園 大阪市東住吉区矢田５－２ 地震、津波
矢田６公園 大阪市東住吉区矢田６－９ 地震、津波
大和川東公園 大阪市東住吉区矢田５－７ 地震、津波
東田辺公園 大阪市東住吉区東田辺１－16 地震、津波
公園南小公園 大阪市東住吉区公園南矢田２－２ 地震、津波
北田辺４公園 大阪市東住吉区北田辺４－２ 地震、津波
湯里の森公園 大阪市東住吉区湯里５－７ 地震、津波
田辺中公園 大阪市東住吉区田辺６－９ 地震、津波
西浦池グラウンド 大阪市東住吉区住道矢田３－９ 地震、津波
東田辺さくら公園 大阪市東住吉区東田辺１－11 地震、津波
東田辺中央公園 大阪市東住吉区東田辺３－４ 地震、津波
針中野わくわく公園 大阪市東住吉区針中野１－16 地震、津波
今五児童遊園地 大阪市東住吉区西今川３－16 地震、津波
針中野東公園 大阪市東住吉区針中野４－12 地震、津波
住道南公園 大阪市東住吉区住道矢田９－１ 地震、津波
平野小学校（運動場） 大阪市平野区平野宮町１－９－29 地震、津波
平野西小学校（運動場） 大阪市平野区背戸口４－１－31 地震、津波
新平野西小学校（運動場） 大阪市平野区背戸口１－５－22 地震、津波
平野南小学校（運動場） 大阪市平野区平野南２－３－８ 地震、津波
喜連小学校（運動場） 大阪市平野区喜連７－６－４ 地震、津波
喜連東小学校（運動場） 大阪市平野区喜連東２－２－17 地震、津波
喜連西小学校（運動場） 大阪市平野区喜連西３－17－61 地震、津波
喜連北小学校（運動場） 大阪市平野区喜連１－７－４ 地震、津波
長吉東小学校（運動場） 大阪市平野区長吉出戸８－８－41 地震、津波
長吉南小学校（運動場） 大阪市平野区長吉六反３－２－17 地震、津波
長原小学校（運動場） 大阪市平野区長吉長原東３－10－９ 地震、津波
長吉六反小学校（運動場） 大阪市平野区長吉六反５－３－41 地震、津波
長吉小学校（運動場） 大阪市平野区長吉長原２－６－55 地震、津波
長吉出戸小学校（運動場） 大阪市平野区長吉出戸３－１－43 地震、津波
川辺小学校（運動場） 大阪市平野区長吉川辺１－４－９ 地震、津波
瓜破小学校（運動場） 大阪市平野区瓜破５－３－11 地震、津波
瓜破西小学校（運動場） 大阪市平野区瓜破西２－１－43 地震、津波
瓜破北小学校（運動場） 大阪市平野区瓜破１－８－33 地震、津波
瓜破東小学校（運動場） 大阪市平野区瓜破東２－５－78 地震、津波
加美小学校（運動場） 大阪市平野区加美正覚寺３－13－35 地震、津波
加美南部小学校（運動場） 大阪市平野区加美南１－９－17 地震、津波
加美北小学校（運動場） 大阪市平野区加美北７－４－10 地震、津波
加美東小学校（運動場） 大阪市平野区加美東５－９－25 地震、津波
平野中学校（運動場） 大阪市平野区背戸口１－16－26 地震、津波
摂陽中学校（運動場） 大阪市平野区平野西３－４－７ 地震、津波
平野北中学校（運動場） 大阪市平野区平野宮町１－８－55 地震、津波
喜連中学校（運動場） 大阪市平野区喜連西６－２－11 地震、津波
長吉中学校（運動場） 大阪市平野区長吉長原東１－６－15 地震、津波
長吉六反中学校（運動場） 大阪市平野区長吉六反４－９－61 地震、津波
長吉西中学校（運動場） 大阪市平野区長吉長原西３－８－21 地震、津波
瓜破中学校（運動場） 大阪市平野区瓜破２－５－31 地震、津波
瓜破西中学校（運動場） 大阪市平野区瓜破西２－12－22 地震、津波
加美中学校（運動場） 大阪市平野区加美正覚寺３－13－46 地震、津波
加美南中学校（運動場） 大阪市平野区加美南１－10－15 地震、津波
大阪教育大学附属平野中学校・高等学校平野校
舎（運動場）

大阪市平野区流町２－１－24 地震、津波

東住吉高等学校（運動場） 大阪市平野区平野西２－３－77 地震、津波
大阪教育大学附属特別支援学校（運動場） 大阪市平野区喜連４－８－71 地震、津波
長吉高等学校（運動場） 大阪市平野区長吉長原西３－11－33 地震、津波
平野公園 大阪市平野区平野東２－11 地震、津波
坂上公園 大阪市平野区平野市町１－８ 地震、津波
長吉公園 大阪市平野区長吉出戸５－４ 地震、津波
杭全公園 大阪市平野区平野宮町１－７，２－１ 地震、津波
加美神明公園 大阪市平野区加美東１－６ 地震、津波
鞍作公園 大阪市平野区加美南１－11 地震、津波
喜連北第１公園 大阪市平野区喜連１－８ 地震、津波
六反赤坂公園 大阪市平野区長吉六反１－14 地震、津波
瓜破駒ヶ池公園 大阪市平野区瓜破６－３ 地震、津波
加美長沢公園 大阪市平野区加美北８－３ 地震、津波
平野北公園 大阪市平野区平野北１－１ 地震、津波
加美柿花公園 大阪市平野区加美北６－13 地震、津波
喜連八坂公園 大阪市平野区喜連東２－１ 地震、津波
加美北公園 大阪市平野区加美北４－２，５－４ 地震、津波
瓜破第１公園 大阪市平野区瓜破東３－１ 地震、津波
瓜破西北公園 大阪市平野区瓜破西１－８ 地震、津波



平野西公園 大阪市平野区平野西３－５ 地震、津波
喜連西公園 大阪市平野区喜連西３－17 地震、津波
瓜破南公園 大阪市平野区瓜破南２－２ 地震、津波
六反東公園 大阪市平野区長吉六反４－７ 地震、津波
加美正覚寺公園 大阪市平野区加美正覚寺３－１ 地震、津波
平野野堂公園 大阪市平野区平野南１－２ 地震、津波
喜連中公園 大阪市平野区喜連６－７ 地震、津波
瓜破西ヶ池公園 大阪市平野区瓜破西２－９ 地震、津波
加美西公園 大阪市平野区加美西２－５ 地震、津波
平野南公園 大阪市平野区平野南３－11 地震、津波
加美長沢西公園 大阪市平野区加美北５－９ 地震、津波
喜連東公園 大阪市平野区喜連東３－６ 地震、津波
たちばな公園 大阪市平野区加美西１－４ 地震、津波
六反南公園 大阪市平野区長吉六反３－17 地震、津波
加美東公園 大阪市平野区加美東５－７ 地震、津波
京町公園 大阪市平野区平野市町３－10 地震、津波
背戸口公園 大阪市平野区背戸口５－２ 地震、津波
西脇公園 大阪市平野区西脇２－２ 地震、津波
加美東北公園 大阪市平野区加美東２－９ 地震、津波
瓜破東北公園 大阪市平野区瓜破東２－５ 地震、津波
長吉瓜破３号公園 大阪市平野区長吉長原１－３ 地震、津波
元六公園 大阪市平野区平野宮町１－３ 地震、津波
瓜破下池公園 大阪市平野区瓜破東６－１ 地震、津波
川辺北公園 大阪市平野区長吉川辺２－北１ 地震、津波
六反西公園 大阪市平野区長吉六反３－４ 地震、津波
川辺南公園 大阪市平野区長吉川辺４－１ 地震、津波
なみはや公園 大阪市平野区長吉長原２－14 地震、津波
喜連北第２公園 大阪市平野区喜連西５－１ 地震、津波
川辺東公園 大阪市平野区長吉川辺３－２ 地震、津波
出戸池公園 大阪市平野区長吉出戸５－３ 地震、津波
長原公園 大阪市平野区長吉長原４－９ 地震、津波
正覚寺中公園 大阪市平野区加美正覚寺４－４ 地震、津波
瓜破東中公園 大阪市平野区瓜破東２－２ 地震、津波
長原西公園 大阪市平野区長吉長原西２－４ 地震、津波
長吉東部中央公園 大阪市平野区長吉長原東２－９ 地震、津波
長吉西中学前公園 大阪市平野区長吉長原西３－９ 地震、津波
川辺中公園 大阪市平野区長吉川辺２－１ 地震、津波
長吉東部南公園 大阪市平野区長吉川辺３－11 地震、津波
加美正北ふれあい公園 大阪市平野区加美北６－14 地震、津波
長吉出戸公園 大阪市平野区長吉出戸１－11 地震、津波
瓜破北西公園 大阪市平野区瓜破５－１ 地震、津波
瓜破新池緑地北公園 大阪市平野区瓜破東８－６ 地震、津波
瓜破新池緑地南公園 大阪市平野区瓜破東８－12 地震、津波
瓜破新池緑地公園 大阪市平野区瓜破東８ 地震、津波
喜連西中央公園 大阪市平野区喜連西２－１ 地震、津波
出戸南公園 大阪市平野区長吉出戸８－14 地震、津波
瓜破南大和川公園 大阪市平野区瓜破南１ 地震、津波
なかよし広場 大阪市平野区喜連東５－２，３ 地震、津波
瓜破南地域集会所前広場 大阪市平野区瓜破南２－４ 地震、津波
喜連北公園 大阪市平野区喜連５－９ 地震、津波
出戸やすらぎ公園 大阪市平野区長吉出戸７ 地震、津波
六反さくら公園 大阪市平野区長吉六反１－５ 地震、津波
大阪府立平野支援学校 大阪市平野区長吉川辺３－４－115 地震、津波
天下茶屋中学校（運動場） 大阪市西成区橘１－８－２ 地震
いまみや小中一貫校（新今宮小学校・今宮中学
校）（運動場）

大阪市西成区花園北１－８－32 地震

成南中学校（運動場） 大阪市西成区千本中１－17－10 地震
鶴見橋中学校（運動場） 大阪市西成区長橋３－９－23 地震
玉出中学校（運動場） 大阪市西成区玉出西１－15－37 地震
梅南中学校（運動場） 大阪市西成区梅南３－３－17 地震
もと弘治小学校（運動場） 大阪市西成区花園北２－16－26 地震
長橋小学校（運動場） 大阪市西成区長橋２－３－21 地震
もと今宮小学校（運動場） 大阪市西成区天下茶屋１－17－14 地震、津波
橘小学校（運動場） 大阪市西成区橘２－１－29 地震
もと松之宮小学校（運動場） 大阪市西成区旭３－５－39 地震
まつば小学校（運動場） 大阪市西成区梅南３－２－25 地震
玉出小学校（運動場） 大阪市西成区玉出中２－13－56 地震
岸里小学校（運動場） 大阪市西成区千本中１－８－22 地震
千本小学校（運動場） 大阪市西成区千本中２－８－８ 地震
もと津守小学校（運動場） 大阪市西成区津守３－１－66 地震
南津守小学校（運動場） 大阪市西成区南津守６－１－14 地震
北津守小学校（運動場） 大阪市西成区北津守３－３－40 地震
天下茶屋小学校（運動場） 大阪市西成区聖天下１－11－35 地震、津波
西成高等学校（運動場） 大阪市西成区津守１－13－10 地震



今宮工科高等学校（運動場） 大阪市西成区出城１－１－６ 地震
山王集会所（広場） 大阪市西成区山王２－10－24 地震、津波
飛田ふれあい会館（広場） 大阪市西成区山王３－12－13 地震、津波
コミュニティ広場 大阪市西成区南津守２－１ 地震
西皿池公園 大阪市西成区潮路１－４ 地震
天下茶屋公園 大阪市西成区岸里東１－16 地震、津波
田端公園 大阪市西成区千本南１－21 地震
玉出西公園 大阪市西成区玉出西１－９ 地震
南津守さくら公園 大阪市西成区南津守１－２ 地震
天神ノ森公園 大阪市西成区天神ノ森１ 地震、津波
萩之茶屋南公園 大阪市西成区萩之茶屋３ 地震、津波
南海公園 大阪市西成区岸里３ 地震
長橋公園 大阪市西成区長橋２ 地震
萩之茶屋中公園 大阪市西成区萩之茶屋２ 地震、津波
松之宮公園 大阪市西成区鶴見橋３ 地震
玉出南公園 大阪市西成区玉出中２ 地震
出城公園 大阪市西成区出城１ 地震
北天下茶屋公園 大阪市西成区聖天下１ 地震、津波
岸里公園 大阪市西成区岸里２ 地震
玉出公園 大阪市西成区玉出中１ 地震
北津守東公園 大阪市西成区北津守１ 地震
南開公園 大阪市西成区南開１ 地震
開公園 大阪市西成区中開３ 地震
松通公園 大阪市西成区松３ 地震
萩之茶屋北公園 大阪市西成区萩之茶屋１ 地震、津波
松通東公園 大阪市西成区松１ 地震
北津守西公園 大阪市西成区北津守２ 地震
千本北公園 大阪市西成区千本北１ 地震
旭北公園 大阪市西成区鶴見橋２ 地震
松通中公園 大阪市西成区松２ 地震
鶴見橋公園 大阪市西成区鶴見橋３ 地震、津波
鶴見橋東公園 大阪市西成区鶴見橋１ 地震、津波
天下茶屋東公園 大阪市西成区天下茶屋東２ 地震
北開公園 大阪市西成区北開２ 地震
南津守公園 大阪市西成区南津守７ 地震
南津守中公園 大阪市西成区南津守６ 地震
千本西公園 大阪市西成区千本北２ 地震
天下茶屋中公園 大阪市西成区天下茶屋東２ 地震、津波
千本南公園 大阪市西成区千本南２ 地震
中津守公園 大阪市西成区津守１ 地震
弘治南公園 大阪市西成区梅南１ 地震
長橋西公園 大阪市西成区長橋３ 地震
わかくさ公園 大阪市西成区北津守４ 地震
鶴見橋中公園 大阪市西成区鶴見橋１ 地震
南津守東公園 大阪市西成区南津守６ 地震
長橋３公園 大阪市西成区長橋３ 地震
北津守中公園 大阪市西成区北津守２ 地震
旭西公園 大阪市西成区旭３ 地震
北津守公園 大阪市西成区北津守３ 地震
梅南２公園 大阪市西成区梅南２ 地震
出城西公園 大阪市西成区出城３ 地震
橘千本北公園 大阪市西成区千本北２ 地震
北津守４公園 大阪市西成区北津守４ 地震
中北公園 大阪市西成区中開２ 地震
南津守西公園 大阪市西成区南津守５ 地震
長橋１公園 大阪市西成区長橋１ 地震
津守南公園 大阪市西成区津守３ 地震
南津守北公園 大阪市西成区南津守４ 地震
北津守中央公園 大阪市西成区北津守３ 地震
南津守中央公園 大阪市西成区南津守６、７ 地震
山王第２公園 大阪市西成区山王２ 地震、津波
橘第３公園 大阪市西成区橘３ 地震
鶴見橋中央公園 大阪市西成区鶴見橋２ 地震
山王みどり公園 大阪市西成区山王１ 地震、津波
花園公園 大阪市西成区花園北１ 地震、津波
中開公園 大阪市西成区中開３ 地震


