
指定緊急避難場所（津波避難ビル・水害時避難ビル） 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 大阪市北区天満１－24－15 津波、洪水
堀川小学校 大阪市北区東天満２－10－７ 津波、洪水
西天満小学校 大阪市北区西天満３－12－21 津波、洪水
菅北小学校 大阪市北区菅栄町９－５ 津波、洪水
豊崎東小学校 大阪市北区長柄中２－３－30 津波、洪水
豊崎本庄小学校 大阪市北区本庄西２－１－16 津波、洪水
中津小学校 大阪市北区中津３－34－18 津波、洪水
大淀小学校 大阪市北区大淀中４－10－33 津波、洪水
豊仁小学校 大阪市北区長柄西２－６－20 津波、洪水
豊崎小学校 大阪市北区豊崎４－５－９ 津波、洪水
扇町小学校 大阪市北区扇町２－７－24 津波、洪水
北稜中学校 大阪市北区天満橋１－１－58 津波、洪水
大淀中学校 大阪市北区大淀中２－１－11 津波、洪水
豊崎中学校 大阪市北区本庄東３－４－８ 津波、洪水
新豊崎中学校 大阪市北区長柄東２－２－30 津波、洪水
天満中学校 大阪市北区神山町12－９ 津波、洪水
扇町総合高等学校 大阪市北区松ヶ枝町１－38 津波、洪水
市営長柄東住宅2号館 大阪市北区長柄東２－５ 津波、洪水
市営長柄東住宅3号館 大阪市北区長柄東２－５ 津波、洪水
市営長柄東住宅4号館 大阪市北区長柄東２－６ 津波、洪水
市営長柄東住宅5号館 大阪市北区長柄東２－６ 津波、洪水
市営長柄東住宅6号館 大阪市北区長柄東２－６ 津波、洪水
市営扇町住宅1号館 大阪市北区扇町２－３ 津波、洪水
市営長柄東第2住宅1号館 大阪市北区長柄東２－７ 津波、洪水
市営長柄中住宅1号館 大阪市北区長柄中１－２ 津波、洪水
市営長柄中住宅2号館 大阪市北区長柄中１－１ 津波、洪水
市営大淀北住宅1号館 大阪市北区大淀北１－５－19 津波、洪水
市営中津第3住宅1号館 大阪市北区中津６－２－24 津波、洪水
市営大淀住宅１号館 大阪市北区本庄東３－６－６ 津波、洪水
ボートピア梅田（北大阪堂山ビル） 大阪市北区堂山町18－８ 津波、洪水
兎我野町　聚楽マンション 大阪市北区兎我野町９－２ 津波、洪水
コープ・ジャペン 大阪市北区豊崎２－８－11 津波、洪水
第10新興ビル 大阪市北区浪花町１－23 津波、洪水
平成医療学園専門学校　中津第１校舎 大阪市北区中津６－10－15 津波、洪水
平成医療学園専門学校　中津第２校舎 大阪市北区中津６－９－38 津波、洪水
大阪市立住まい情報センター等建物 大阪市北区天神橋６－４－20 津波、洪水
（宗）本門佛立宗清風寺 大阪市北区大淀南２－５－５ 津波、洪水
大阪YMCAインターナショナルスクール 大阪市北区中津６－７－34 津波、洪水
平成医療学園専門学校　なにわ歯科衛生専門学校 大阪市北区大深町２−179 津波、洪水
特別養護老人ホーム　淳風おおさか 大阪市北区大淀南２－５－20 津波、洪水
１２３＋Ｎ大阪本店 大阪市北区兎我野町16－11 津波、洪水
国立国際美術館 大阪市北区中之島４－２－55 津波、洪水
阪急観光バス株式会社（立体駐車場２階部分） 大阪市北区中津７－７－19 津波、洪水
ＪＴ大阪ビル 大阪市北区大淀南１－５－10 津波、洪水
ヴェルデミキ 大阪市北区中崎西２－３－28 津波、洪水
毎日新聞大阪本社ビル・毎日インテシオ 大阪市北区梅田３－４－５ 津波、洪水
シティハイツサルキ 大阪市北区中崎西２－３－36 津波、洪水
M'S TEMMA 大阪市北区天満３－１－８ 津波、洪水
ベルコ大阪法宴会館 大阪市北区本庄東１－１－50 津波、洪水
さざなみプラザ第22号棟 大阪市北区長柄東２－１－22 津波、洪水
ローレルタワー梅田 大阪市北区万歳町５-12 津波、洪水
株式会社ヒラカワ本社ビル 大阪市北区大淀北１－９－５ 津波、洪水
ライフ本庄店 大阪市北区本庄東２－３－35 津波、洪水
市営長柄東住宅１号館 大阪市北区長柄東２－４－１ 津波、洪水
TOYOTOMi STAY Premium 梅田Ⅱ 大阪市北区浮田１－５－13 津波、洪水
大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） 大阪市北区中之島５－３－51 津波、洪水
桜宮小学校 大阪市都島区東野田町１－10－19 津波、洪水
中野小学校 大阪市都島区中野町３－10－５ 津波、洪水
高倉小学校 大阪市都島区高倉町３－３－10 津波、洪水
淀川小学校 大阪市都島区毛馬町３－５－39 津波、洪水
都島小学校 大阪市都島区都島本通３－10－３ 津波、洪水
内代小学校 大阪市都島区内代町３－４－６ 津波、洪水
東都島小学校 大阪市都島区都島本通４－24－20 津波、洪水
大東小学校 大阪市都島区毛馬町２－11－111 津波、洪水
友渕小学校 大阪市都島区友渕町１－３－123 津波、洪水
友渕（分校）小学校 大阪市都島区友渕町１－３－187 津波、洪水
高倉中学校 大阪市都島区御幸町１－１－10 津波、洪水
桜宮中学校 大阪市都島区東野田町５－16－10 津波、洪水
都島中学校 大阪市都島区中野町３－９－33 津波、洪水
淀川中学校 大阪市都島区毛馬町３－５－12 津波、洪水
友渕中学校 大阪市都島区友渕町１－５－151 津波、洪水
桜宮高等学校 大阪市都島区毛馬町５－22－28 津波、洪水



東高等学校 大阪市都島区東野田町４－15－14 津波、洪水
都島工業高等学校 大阪市都島区善源寺町１－５－64 津波、洪水
市営毛馬住宅6号館 大阪市都島区毛馬町４－６ 津波、洪水
市営毛馬南住宅1号館 大阪市都島区毛馬町１－21 津波、洪水
市営都島中通住宅1号館 大阪市都島区都島中通２－１ 津波、洪水
市営都島中通住宅2号館 大阪市都島区都島中通２－９　 津波、洪水
市営御幸住宅1号館 大阪市都島区御幸町１－７ 津波、洪水
市営御幸住宅2号館 大阪市都島区御幸町１－10 津波、洪水
市営御幸住宅3号館 大阪市都島区幸町２－５ 津波、洪水
市営内代第2住宅1号館 大阪市都島区内代町２－15－30 津波、洪水
市営友渕住宅１号館 大阪市都島区友渕町１－３ 津波、洪水
市営友渕住宅２号館 大阪市都島区友渕町１－３ 津波、洪水
三和電装エンジニアリング株式会社 大阪市都島区高倉町３－10－27 津波、洪水
都島屋内プール 大阪市都島区都島本通４－12－７ 津波、洪水
株式会社ミルボン本社 大阪市都島区善源寺町２－３－35 津波、洪水
グランシエール都島 大阪市都島区都島中通２-10-26 津波、洪水
ブリランテ都島 大阪市都島区都島中通２-10-25 津波、洪水
クレールソフィア都島 大阪市都島区都島中通２-10-24 津波、洪水
大阪私学会館 大阪市都島区網島町６－20 津波、洪水
ライフ毛馬店 大阪市都島区毛馬町２－２－８ 津波、洪水
セラヴィ毛馬 大阪市都島区毛馬町１－８－17 津波、洪水
市営毛馬住宅１号館 大阪市都島区毛馬町２－11 津波、洪水
市営毛馬住宅２号館 大阪市都島区毛馬町２－12 津波、洪水
市営毛馬住宅３号館 大阪市都島区毛馬町２－13 津波、洪水
ザ・ガーデンオリエンタル大阪 大阪市都島区網島町６－１ 津波、洪水
生活協同組合　おおさかパルコープ　京橋事務所 大阪市都島区東野田町１－５－26 津波、洪水
生活協同組合　おおさかパルコープ　パル都島福祉センター 大阪市都島区御幸町２－13－９ 津波、洪水
株式会社あさひ　本社ビル 大阪市都島区高倉町３－11－４ 津波、洪水
上福島小学校 大阪市福島区福島７－４－33 津波、洪水
福島小学校 大阪市福島区福島４－５－６ 津波、洪水
玉川小学校 大阪市福島区玉川２－13－16 津波、洪水
下福島中学校 大阪市福島区玉川１－４－11 津波、洪水
野田小学校 大阪市福島区野田５－13－22 津波、洪水
吉野小学校 大阪市福島区吉野３－10－５ 津波、洪水
野田中学校 大阪市福島区吉野５－９－４ 津波、洪水
大開小学校 大阪市福島区大開２－10－28 津波、洪水
鷺洲小学校 大阪市福島区鷺洲５－６－８ 津波、洪水
八阪中学校 大阪市福島区鷺洲６－１－13 津波、洪水
海老江東小学校 大阪市福島区海老江１－６－19 津波、洪水
海老江西小学校 大阪市福島区海老江８－１－10 津波、洪水
大阪市中央卸売市場本場 大阪市福島区野田１－１－86 津波、洪水
福島区民センター 大阪市福島区吉野３－17－23 津波、洪水
キコーナ海老江店 大阪市福島区海老江３－23－３ 津波、洪水
株式会社イシハラ 大阪市福島区海老江３－21－10 津波、洪水
株式会社オールホンダビル 大阪市福島区吉野２－６－２ 津波、洪水
三興ビル 大阪市福島区吉野３－12－25 津波、洪水
ニシムラビル 大阪市福島区吉野２－２－12 津波、洪水
株式会社アークビルド本社ビル 大阪市福島区吉野３－12－24 津波、洪水
英風女子高等専修学校[別館] 大阪市福島区吉野４－２－13 津波、洪水
東横イン大阪JR野田駅前 大阪市福島区吉野２－２－２ 津波、洪水
福島区在宅サービスセンター 大阪市福島区海老江６－２－22 津波、洪水
エトワール宮本 大阪市福島区福島７－５－19 津波、洪水
利州株式会社 大阪市福島区野田２－２－16 津波、洪水
福田ビル 大阪市福島区福島２－８－22 津波、洪水
ストークマンション野田阪神 大阪市福島区海老江７－17－14 津波、洪水
朝日放送本社　リバーデッキ 大阪市福島区福島１－１－30 津波、洪水
トーワユニ株式会社 大阪市福島区海老江６－２－９ 津波、洪水
ハイパイル638 大阪市福島区海老江６－３－８ 津波、洪水
新生発条工業株式会社内ヴィクトワール福島 大阪市福島区大開１－18－８ 津波、洪水
セントラル70 大阪市福島区福島１－４－４ 津波、洪水
コミュニティプラザ大阪（コンポ大阪ビル） 大阪市福島区福島３－１－73 津波、洪水
ロイヤルシティホール野田 大阪市福島区吉野１－22－８ 津波、洪水
プリプリ600 大阪市福島区吉野１－20－23 津波、洪水
大阪トヨタ自動車株式会社　本社ビル 大阪市福島区福島５－17－２ 津波、洪水
大阪澤久ビルディング 大阪市福島区福島３－10－４ 津波、洪水
凸版印刷株式会社　海老江新聞工場棟 大阪市福島区海老江３－22－61 津波、洪水
アーバンコート福島 大阪市福島区福島８－21－２ 津波、洪水
ヴェルドール野田 大阪市福島区吉野５－８－６ 津波、洪水
かね清ビル 大阪市福島区野田２－16－３ 津波、洪水
大八ビル 大阪市福島区野田２－16－１ 津波、洪水
レジデンス福島Ⅱ 大阪市福島区吉野４－24－20 津波、洪水
英風女子高等専修学校 大阪市福島区吉野４－13－４ 津波、洪水
福島リバーガーデン 大阪市福島区吉野４－29－20 津波、洪水
海西ひばりこども園 大阪市福島区海老江８－13－21 津波、洪水



トモドール北梅田 大阪市福島区福島６－23－21 津波、洪水
ホテル阪神 大阪市福島区福島５－６－16 津波、洪水
ハナミズキ福島 大阪市福島区玉川２－６－10 津波、洪水
アクアビラージュ 大阪市福島区海老江３－14-12 津波、洪水
ファミール福島 大阪市福島区鷺洲２－15－６ 津波、洪水
ディクス福島レジデンス 大阪市福島区野田５－５－16 津波、洪水
海老江ひばり保育園 大阪市福島区海老江５－３－６ 津波、洪水
グリーンシティOSAKA１号棟・２号棟 大阪市福島区海老江１－11 津波、洪水
リバーガーデン福島　木漏れ日の丘 大阪市福島区鷺洲５－12 津波、洪水
西九条小学校 大阪市此花区西九条４－３－41 津波、洪水
四貫島小学校 大阪市此花区四貫島２－16－29 津波、洪水
梅香小学校 大阪市此花区梅香３－17－29 津波、洪水
春日出小学校 大阪市此花区春日出中１－13－23 津波、洪水
伝法小学校 大阪市此花区伝法３－13－10 津波、洪水
高見小学校 大阪市此花区高見１－３－35 津波、洪水
酉島小学校 大阪市此花区酉島２－５－12 津波、洪水
島屋小学校 大阪市此花区島屋２－９－36 津波、洪水
春日出中学校 大阪市此花区春日出南１－２－８ 津波、洪水
梅香中学校 大阪市此花区春日出北３－12－24 津波、洪水
此花中学校 大阪市此花区高見２－14－31 津波、洪水
咲くやこの花中学校・高等学校 大阪市此花区西九条６－１－44 津波、洪水
もと此花総合高等学校（新館） 大阪市此花区酉島２－３－16 津波、洪水
市営桜島住宅1号館 大阪市此花区桜島３－６－30 津波、洪水
市営酉島住宅21号館 大阪市此花区酉島４－１ 津波、洪水
市営酉島住宅22号館 大阪市此花区酉島４－２ 津波、洪水
市営高見住宅24号館 大阪市此花区高見１－６ 津波、洪水
市営高見住宅25号館 大阪市此花区高見１－６ 津波、洪水
市営高見住宅26号館 大阪市此花区高見１－６ 津波、洪水
市営高見住宅41号館 大阪市此花区高見１－５ 津波、洪水
市営高見住宅44号館 大阪市此花区高見１－５ 津波、洪水
市営高見住宅51号館 大阪市此花区高見１－４ 津波、洪水
市営高見住宅52号館 大阪市此花区高見１－４ 津波、洪水
市営高見住宅57号館 大阪市此花区高見１－４ 津波、洪水
市営酉島東住宅1号館 大阪市此花区酉島１－３ 津波、洪水
市営酉島東住宅2号館 大阪市此花区酉島２－１ 津波、洪水
市営島屋住宅1号館 大阪市此花区島屋２－８ 津波、洪水
市営春日出住宅1号館 大阪市此花区春日出北２－５ 津波、洪水
市営春日出住宅2号館 大阪市此花区春日出北２－５ 津波、洪水
市営酉島第2住宅1号棟 大阪市此花区酉島３－12－20 津波、洪水
市営秀野西住宅3号館 大阪市此花区酉島１－11 津波、洪水
市営秀野西住宅4号館 大阪市此花区酉島１－16 津波、洪水
市営秀野西住宅5号館 大阪市此花区酉島１－17 津波、洪水
市営伝法住宅１号館 大阪市此花区伝法１－４ 津波、洪水
市営春日出中第２住宅１号館 大阪市此花区春日出中１－５－１ 津波、洪水
市営秀野西住宅２号館 大阪市此花区酉島１－12 津波、洪水
桜島北公園 大阪市此花区桜島１ 津波、洪水
大阪市下水道科学館 大阪市此花区高見１－２－53 津波、洪水
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 津波、洪水
ケアハウス大阪安立 大阪市此花区西九条３－４－61 津波、洪水
此花区在宅サービスセンター 大阪市此花区伝法３－２－27 津波、洪水
ライフ西九条店 大阪市此花区西九条６－１－132 津波、洪水
ガーデン天使 大阪市此花区島屋４－１－11 津波、洪水
株式会社アド・ダイセン　関西メールセンター 大阪市此花区北港１－１－１ 津波、洪水
大阪港舞洲食品流通センター 大阪市此花区北港白津１－11－52 津波、洪水
昇陽中学校・高等学校 大阪市此花区朝日１－１－９ 津波、洪水
株式会社中日本冷蔵　本社センター 大阪市此花区西九条１－１－20 津波、洪水
株式会社鴻池組　恩貴島鴻和寮 大阪市此花区伝法６－１－49 津波、洪水
ドルミ新淀川15号館 大阪市此花区酉島１－２－15 津波、洪水
ルモン西九条 大阪市此花区西九条２－１－32 津波、洪水
キングマンション此花Ⅱ 大阪市此花区伝法５－１－24 津波、洪水
ルネ・パークプラザ 大阪市此花区酉島６－３－４ 津波、洪水
ファミール西九条 大阪市此花区西九条３－４－34 津波、洪水
大阪府住宅供給公社　春日出団地 大阪市此花区酉島３－14－24 津波、洪水
コーシャハイツ酉島 大阪市此花区酉島４－１－１ 津波、洪水
リバーガーデンECOシティアリスの森 大阪市此花区島屋６－２－110 津波、洪水
男女共同参画センター西部館及びこども文化センター 大阪市此花区西九条６－１－20 津波、洪水
此花会館／梅香殿 大阪市此花区西九条５－４－24 津波、洪水
住友電気工業株式会社　大阪製作所　浩気寮 大阪市此花区酉島３－23－５ 津波、洪水
阪神住建グランドヴィラ此花Ⅰ 大阪市此花区伝法６－２－１ 津波、洪水
淀川リバーサイドヴィラ 大阪市此花区伝法５－４－12 津波、洪水
シンプルハートホテル大阪 大阪市此花区島屋３－10－31 津波、洪水
サーパス此花ネオスタイル 大阪市此花区島屋３－８－16 津波、洪水
レピア此花 大阪市此花区酉島３－16－17 津波、洪水
日新製鋼株式会社　伝法寮 大阪市此花区伝法５－１－18 津波、洪水



此花屋内プール 大阪市此花区西九条５－４－21 津波、洪水
特別養護老人ホーム　クレーネ大阪 大阪市此花区春日出北１－22－３ 津波、洪水
株式会社日立物流　第一ビル 大阪市此花区西九条１－28－13 津波、洪水
株式会社日立物流　安治川物流センター 大阪市此花区西九条１－37－32 津波、洪水
市営秀野西住宅1号館 大阪市此花区酉島１－５ 津波、洪水
市営千鳥橋住宅1号館 大阪市此花区伝法２－２－２ 津波、洪水
ライオンズマンション此花千鳥橋 大阪市此花区伝法４－１－３ 津波、洪水
住友電気工業株式会社大阪製作所社員クラブ 大阪市此花区春日出北３－４－36 津波、洪水
マルハン此花島屋店 大阪市此花区島屋３－８－14 津波、洪水
キングス夢咲シティ　ひかりの街 大阪市此花区春日出南３－３ 津波、洪水
市営伝法住宅２号館 大阪市此花区伝法１－４ 津波、洪水
春日出パークホームズⅡ 大阪市此花区春日出中１－８－23 津波、洪水
一般国道43号 安治川大橋（歩道部分） 大阪市港区波除5～此花区春日出南1 津波、洪水
一般国道43号 正蓮寺川橋（歩道部分） 大阪市此花区四貫島2～此花区伝法4 津波、洪水
本願寺津村別院（北御堂） 大阪市中央区本町４－１－３ 津波、洪水
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 津波、洪水
愛日会館 大阪市中央区本町４－７－11 津波、洪水
相愛中学校・高等学校 大阪市中央区本町４－１－23 津波、洪水
南船場心斎橋ビル 大阪市中央区南船場４－７－11 津波、洪水
ライフセントラルスクエア森ノ宮店 大阪市中央区森ノ宮中央２－１－30 津波、洪水
ライフ堺筋本町店 大阪市中央区久太郎町１－７－５ 津波、洪水
堀江中学校 大阪市西区北堀江４－７－１ 津波、洪水
西中学校 大阪市西区千代崎３－１－43 津波、洪水
花乃井中学校 大阪市西区江戸堀２－８－29 津波、洪水
もと堀江中学校 大阪市西区南堀江３－５－７ 津波、洪水
西船場小学校 大阪市西区江戸堀１－21－28 津波、洪水
日吉小学校 大阪市西区南堀江４－９－19 津波、洪水
九条南小学校 大阪市西区九条南２－13－17 津波、洪水
九条東小学校 大阪市西区九条２－６－２ 津波、洪水
九条北小学校 大阪市西区九条南４－７－38 津波、洪水
本田小学校 大阪市西区川口１－５－19 津波、洪水
堀江小学校 大阪市西区北堀江３－２－16 津波、洪水
明治小学校 大阪市西区阿波座２－３－35 津波、洪水
九条MTビル 大阪市西区九条南２－34－３ 津波、洪水
交通局庁舎3階外部デッキ部通路 大阪市西区九条南１－12－62 津波、洪水
大阪市立中央図書館 大阪市西区北堀江４－３－２ 津波、洪水
京セラドーム大阪・周辺デッキ 大阪市西区千代崎３－２－１外 津波、洪水
ライフ西大橋店 大阪市西区新町２－９－17 津波、洪水
靭パークサイドコーポ 大阪市西区靭本町１－19－23 津波、洪水
エクセランス九条公園 大阪市西区千代崎３－１－48 津波、洪水
府民共済本部ビル 大阪市西区南堀江１－22－13 津波、洪水
サンコーインダストリー株式会社　新館 大阪市西区立売堀１－９－17 津波、洪水
忠兵衛新町ハウス・忠兵衛公園ビル 大阪市西区新町１－17－17 津波、洪水
新町忠兵衛ビル 大阪市西区新町１－18－18 津波、洪水
ユニアルス九条プレジオ 大阪市西区九条南４－10－11 津波、洪水
グランドメゾン江戸堀西公園 大阪市西区江戸堀３－８－８ 津波、洪水
大阪木材仲買会館 大阪市西区南堀江４－18－10 津波、洪水
アパホテル大阪肥後橋駅前 大阪市西区土佐堀１－２－１ 津波、洪水
カキモトビル 大阪市西区新町４－15－３ 津波、洪水
大喜多株式会社 大阪市西区川口３－３－17 津波、洪水
住電商事株式会社 大阪市西区立売堀５－８－11 津波、洪水
イオンモール大阪ドームシティ 大阪市西区千代崎３－13－１ 津波、洪水
Ｊ国際学院　校舎 大阪市西区立売堀１－１－３ 津波、洪水
花王株式会社　大阪事業場 大阪市西区立売堀１－４－１ 津波、洪水
山善　第３ビル 大阪市西区立売堀３－３－21 津波、洪水
和泉防災株式会社 大阪市西区立売堀１－７－３ 津波、洪水
グランドヴィラ境川 大阪市西区境川１－６－14 津波、洪水
境川ビューハイツ 大阪市西区境川１－６－13 津波、洪水
大阪ガスhu+g MUSEUM 大阪市西区千代崎３－南２－59 津波、洪水
スーパービバホーム　大阪ドームシティ店 大阪市西区千代崎３－南２－66 津波、洪水
地下鉄　九条駅 大阪市西区九条２－３－２ 津波、洪水
ルイシャトレ本町西 大阪市西区立売堀３－４－13 津波、洪水
金光教大阪教会 大阪市西区西区立売堀５－８－３ 津波、洪水
大阪労働衛生総合センター 大阪市西区土佐堀２－３－８ 津波、洪水
ＩＮＳＯＵビル 大阪市西区新町３－６－10 津波、洪水
パークサイド本町 大阪市西区靱本町１－５－11 津波、洪水
ショウエイ靱 大阪市西区靱本町３－10－13 津波、洪水
市岡中学校 大阪市港区磯路１－５－21 津波、洪水
市岡東中学校 大阪市港区市岡元町３－２－18 津波、洪水
港中学校 大阪市港区池島１－５－35 津波、洪水
港南中学校 大阪市港区三先１－５－28 津波、洪水
築港中学校 大阪市港区築港１－２－41 津波、洪水
波除小学校 大阪市港区波除３－６－８ 津波、洪水
弁天小学校 大阪市港区弁天２－９－35 津波、洪水



磯路小学校 大阪市港区磯路３－７－７ 津波、洪水
南市岡小学校 大阪市港区南市岡２－６－35 津波、洪水
市岡小学校 大阪市港区市岡３－２－24 津波、洪水
田中小学校 大阪市港区田中２－10－34 津波、洪水
三先小学校 大阪市港区三先２－６－32 津波、洪水
池島小学校 大阪市港区池島２－５－47 津波、洪水
八幡屋小学校 大阪市港区八幡屋３－３－５ 津波、洪水
港晴小学校 大阪市港区港晴１－３－12 津波、洪水
築港小学校 大阪市港区築港１－10－38 津波、洪水
港高等学校 大阪市港区波除２－３－１ 津波、洪水
市岡高等学校 大阪市港区市岡元町２－12－12 津波、洪水
市営池島南住宅1号館 大阪市港区池島３－８ 津波、洪水
市営八幡屋宝町住宅1号館 大阪市港区港晴２－５ 津波、洪水
市営一条通住宅1号館 大阪市港区築港４－５－１ 津波、洪水
市営八幡屋宝町第2住宅1号館 大阪市港区港晴２－３－１ 津波、洪水
市営八幡屋宝町第3住宅1号館 大阪市港区港晴１－６－１ 津波、洪水
市営池島住宅1号館 大阪市港区池島３－３ 津波、洪水
市営波除住宅1号館 大阪市港区波除2-2-19 津波、洪水
市営三先住宅10号館 大阪市港区三先２－17 津波、洪水
市営八幡屋第２住宅４号館 大阪市港区八幡屋３－10 津波、洪水
市営波除第２住宅３号館 大阪市港区波除１－５ 津波、洪水
交通局・もと朝潮橋職員公舎 大阪市港区夕凪２－18－24 津波、洪水
教育センター 大阪市港区弁天１－１－６ 津波、洪水
大阪市中央体育館屋上緑地部 大阪市港区田中３－１－40 津波、洪水
大阪市立港スポーツセンター 大阪市港区田中３－１－128 津波、洪水
ホームセンターコーナン弁天町店 大阪市港区弁天１－２－24 津波、洪水
株式会社辰巳商會 大阪市港区築港４－１－１ 津波、洪水
株式会社間口　本社ビル 大阪市港区海岸通１－５－29 津波、洪水
株式会社小林産業　本社ビル 大阪市港区波除４－５－７ 津波、洪水
株式会社ツガワ工場 大阪市港区市岡元町１－４－５ 津波、洪水
株式会社梅田精密　本社ビル 大阪市港区弁天５－17－27 津波、洪水
大綱株式会社本社ビル 大阪市港区弁天６－１－５ 津波、洪水
友宗電気株式会社　本社ビル 大阪市港区夕凪２－15－５ 津波、洪水
太陽ファスナー株式会社　本社ビル 大阪市港区市岡元町１－３－18 津波、洪水
天保山テキサスビル 大阪市港区港晴２－９－21 津波、洪水
中谷ビル 大阪市港区海岸通１－５－22 津波、洪水
日本通運株式会社　中央国際物流センター 大阪市港区海岸通３－４－55 津波、洪水
ホテルシーガルてんぽーざん大阪 大阪市港区海岸通１－５－15 津波、洪水
株式会社日本電商　西営業所ビル 大阪市港区市岡元町１－６－28 津波、洪水
オリックスドライビングスクール弁天町 大阪市港区磯路３－９－15 津波、洪水
株式会社山櫻　大阪オフィス 大阪市港区弁天５－15－13 津波、洪水
奥村組土木興業株式会社　本社ビル 大阪市港区三先１－11－18 津波、洪水
奥村ナイスワークビル 大阪市港区弁天６－１－３ 津波、洪水
１２３弁天町店 大阪市港区弁天３－１－８ 津波、洪水
HRCビル 大阪市港区波除４－１－37 津波、洪水
港友マンション 大阪市港区南市岡３－１－12 津波、洪水
クローバーハイツ市岡 大阪市港区市岡１－21－41 津波、洪水
介護老人保健施設　港さつき苑 大阪市港区弁天４－16－18 津波、洪水
アソカ学園 大阪市港区夕凪２－３－５ 津波、洪水
大塚倉庫株式会社　本社ビル 大阪市港区石田１－３－16 津波、洪水
ヤマト工業株式会社　市岡社員寮 大阪市港区市岡３－11－14 津波、洪水
ライフ弁天町店 大阪市港区磯路１－９－25 津波、洪水
キングスクエアランドレックス 大阪市港区南市岡３－６－20 津波、洪水
エトワール山村 大阪市港区市岡３－３－５ 津波、洪水
株式会社八木製作所 大阪市港区福崎３－１－111 津波、洪水
特別養護老人ホーム　愛港園 大阪市港区八幡屋４－８－１ 津波、洪水
パークシティ朝潮橋 大阪市港区港晴３－１－12 津波、洪水
ティアラ港 大阪市港区港晴３－２－10 津波、洪水
日本貨物検数協会ビル 大阪市港区築港４－11－９ 津波、洪水
がんこフードサービス商品センター 大阪市港区市岡４－６－69 津波、洪水
地下鉄　弁天町駅 大阪市港区波除３－11－６ 津波、洪水
地下鉄　朝潮橋駅 大阪市港区田中３－１－４ 津波、洪水
地下鉄　大阪港駅 大阪市港区築港３－５－９ 津波、洪水
大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 大阪市港区磯路３－３－４ 津波、洪水
日本郵便輸送株式会社　近畿支社 大阪市港区福崎１－３－30 津波、洪水
オンワード樫山　大阪支店 大阪市港区福崎１－４－14 津波、洪水
コーシャハイツ弁天 大阪市港区弁天１－４－18 津波、洪水
コーシャハイツ港 大阪市港区築港２－４－１ 津波、洪水
コーシャハイツ港（2号棟） 大阪市港区築港２－４－２ 津波、洪水
海岸通ハウス 大阪市港区海岸通２－７－23 津波、洪水
プレサンスロジェ弁天町 大阪市港区南市岡３－11－23 津波、洪水
株式会社メロスビル 大阪市港区港晴４－18－29 津波、洪水
大阪港湾合同庁舎 大阪市港区築港４－10－３ 津波、洪水
エスリード弁天町南 大阪市港区南市岡３－２－15 津波、洪水



ファミリープラザ朝潮橋 大阪市港区三先２－20－１、２ 津波、洪水
市営池島住宅２号館 大阪市港区池島３－１－２ 津波、洪水
市営波除第２住宅１号館 大阪市港区波除４－５ 津波、洪水
市営波除第２住宅２号館 大阪市港区波除４－７ 津波、洪水
市営波除第２住宅４号館 大阪市港区波除１－６ 津波、洪水
市営波除第２住宅５号館 大阪市港区波除１－２ 津波、洪水
市営波除第２住宅６号館 大阪市港区波除１－６－６ 津波、洪水
市営波除第２住宅７号館 大阪市港区波除４－８ 津波、洪水
市営波除第２住宅８号館 大阪市港区波除４－８ 津波、洪水
キコーナ市岡店 大阪市港区市岡２－５－10 津波、洪水
日本交通株式会社　弁天営業所 大阪市港区磯路２－23-27 津波、洪水
港大阪祭典 大阪市港区福崎１－１－62 津波、洪水
メゾンシルク 大阪市港区磯路３－14－２ 津波、洪水
一般財団法人　大阪港湾福利厚生協会及びみなと住宅 大阪市港区築港２－６－７ 津波、洪水
市営池島住宅３号棟 大阪市港区池島２－７－３ 津波、洪水
市営池島住宅４号棟 大阪市港区池島２－７－４ 津波、洪水
市営池島住宅５号棟 大阪市港区池島２－６－５ 津波、洪水
市営池島住宅６号棟 大阪市港区池島２－６－６ 津波、洪水
大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　介護型複合施設いそじ 大阪市港区磯路３-３-26 津波、洪水
泉尾工業高等学校 大阪市大正区泉尾５－16－７ 津波、洪水
大正東中学校 大阪市大正区三軒家東４－４－30 津波、洪水
大正北中学校 大阪市大正区北村３－１－１ 津波、洪水
大正中央中学校 大阪市大正区小林東３－23－５ 津波、洪水
大正西中学校 大阪市大正区南恩加島６－14－37 津波、洪水
三軒家西小学校 大阪市大正区三軒家西１－20－26 津波、洪水
三軒家東小学校 大阪市大正区三軒家東２－12－63 津波、洪水
泉尾東小学校 大阪市大正区千島１－16－16 津波、洪水
泉尾北小学校 大阪市大正区泉尾２－21－24 津波、洪水
中泉尾小学校 大阪市大正区泉尾３－23－34 津波、洪水
北恩加島小学校 大阪市大正区泉尾５－17－31 津波、洪水
小林小学校 大阪市大正区小林東２－４－45 津波、洪水
平尾小学校 大阪市大正区平尾２－21－28 津波、洪水
南恩加島小学校 大阪市大正区南恩加島３－６－11 津波、洪水
鶴町小学校 大阪市大正区鶴町２－６－24 津波、洪水
埋蔵文化財鶴浜収蔵倉庫 大阪市大正区鶴町２－20－26 津波、洪水
大阪府立大正白稜高等学校 大阪市大正区泉尾３－19－50 津波、洪水
市営泉尾第5住宅1号館 大阪市大正区泉尾７－12 津波、洪水
市営鶴町第8住宅1号館 大阪市大正区鶴町１－12 津波、洪水
市営鶴町第9住宅1号館 大阪市大正区鶴町２－20－34 津波、洪水
市営小林住宅1号館 大阪市大正区小林東３－22 津波、洪水
市営小林住宅2号館 大阪市大正区平尾４－１ 津波、洪水
市営鶴町第３住宅１号館 大阪市大正区鶴町３－22 津波、洪水
市営鶴町住宅１号館 大阪市大正区鶴町４－２－１ 津波、洪水
市営小林住宅５号館 大阪市大正区平尾２－23 津波、洪水
市営北村住宅１号館 大阪市大正区北村２－14 津波、洪水
大正会館 大阪市大正区千島２－６－15 津波、洪水
鶴町車庫 大阪市大正区鶴町４－11－55 津波、洪水
大正区在宅サービスセンター 大阪市大正区小林西１－14－３ 津波、洪水
大正スポーツセンター及び大正屋内プール 大阪市大正区小林東３－３－25 津波、洪水
介護老人保健施設　愛の里 大阪市大正区小林東２－６－14 津波、洪水
特別養護老人ホーム　悠の里 大阪市大正区小林東２－６－15 津波、洪水
ほくとクリニック病院 大阪市大正区三軒家西１－18－７ 津波、洪水
ホテルソビアル大阪ドーム前 大阪市大正区三軒家東１－17－29 津波、洪水
大正ゆめの樹保育園 大阪市大正区三軒家西１－３－21 津波、洪水
市営鶴町第４住宅１号館 大阪市大正区鶴町４－10－１ 津波、洪水
市営鶴町住宅２号館 大阪市大正区鶴町４－３－２ 津波、洪水
つるまち海の風保育園 大阪市大正区鶴町４－８－４ 津波、洪水
介護付有料老人ホーム　スローライフおかじま 大阪市大正区南恩加島５－４－５ 津波、洪水
もと大正高等学校 大阪市大正区泉尾７－11－20 津波、洪水
介護付有料老人ホーム　プレザンメゾン大正泉尾 大阪市大正区泉尾１－18－１ 津波、洪水
市営鶴町第３住宅２号館 大阪市大正区鶴町３－23 津波、洪水
千本松大橋歩道部分 大阪市大正区南恩加島１－11先 津波、洪水
大正くすのきクリニック 大阪市大正区泉尾１－30－５ 津波、洪水
株式会社藤井組 大阪市大正区小林東１－２－44 津波、洪水
ウエスト大正（駐車場） 大阪市大正区平尾１-５-１ 津波、洪水
介護老人保健施設　エバーグリーン 大正区泉尾２-20-４ 津波、洪水
ロジポート大阪大正 大阪市大正区船町１-２-21 津波、洪水
もと立葉小学校 大阪市浪速区立葉２－１－15 津波、洪水
難波中学校 大阪市浪速区塩草１－１－59 津波、洪水
塩草立葉小学校 大阪市浪速区塩草１－４－31 津波、洪水
難波元町小学校 大阪市浪速区元町１－５－30 津波、洪水
敷津小学校 大阪市浪速区敷津東３－９－32 津波、洪水
大国小学校 大阪市浪速区大国１－９－３ 津波、洪水
木津中学校 大阪市浪速区戎本町１－３－46 津波、洪水



もと日東小学校 大阪市浪速区日本橋東３－１－23 津波、洪水
もと日本橋小学校 大阪市浪速区日本橋３－２－27 津波、洪水
今宮高等学校 大阪市浪速区戎本町２－７－39 津波、洪水
大阪府立難波支援学校
大阪府立なにわ高等支援学校

大阪市浪速区木津川２－３－30 津波、洪水

市営浪速第6住宅2号館 大阪市浪速区浪速西２－３ 津波、洪水
市営浪速第7住宅3号館 大阪市浪速区浪速東３－４ 津波、洪水
市営浪速第8住宅2号館 大阪市浪速区久保吉１－６ 津波、洪水
市営浪速第9住宅2号館 大阪市浪速区浪速西４－１－40 津波、洪水
市営浪速第9住宅3号館 大阪市浪速区浪速西４－２ 津波、洪水
市営浪速第10住宅1号館 大阪市浪速区浪速東２－10－11 津波、洪水
市営浪速第10住宅2号館 大阪市浪速区浪速東２－９ 津波、洪水
市営浪速第10住宅3号館 大阪市浪速区浪速東２－５ 津波、洪水
市営浪速西第3住宅1号館 大阪市浪速区浪速西１－11 津波、洪水
市営浪速西第3住宅2号館 大阪市浪速区木津川２－４ 津波、洪水
市営浪速東第2住宅1号館 大阪市浪速区浪速東２－２ 津波、洪水
市営浪速東第2住宅2号館 大阪市浪速区浪速東２－４ 津波、洪水
市営大国住宅1号館 大阪市浪速区大国３－５－14 津波、洪水
市営大国住宅2号館 大阪市浪速区大国３－３－23 津波、洪水
市営大国南住宅1号館 大阪市浪速区大国２－18 津波、洪水
市営西栄住宅1号館 大阪市浪速区浪速西３－８ 津波、洪水
市営西栄住宅2号館 大阪市浪速区浪速西３－１ 津波、洪水
市営西栄住宅3号館 大阪市浪速区浪速西３－７ 津波、洪水
市営新浪速第1住宅1号館 大阪市浪速区浪速西２－５ 津波、洪水
市営新浪速第1住宅2号館 大阪市浪速区浪速西２－５ 津波、洪水
市営新浪速第1住宅3号館 大阪市浪速区浪速西３－８ 津波、洪水
市営新浪速第2住宅1号館 大阪市浪速区浪速西１－２ 津波、洪水
市営新浪速第2住宅2号館 大阪市浪速区浪速西１－２ 津波、洪水
市営新浪速第2住宅3号館 大阪市浪速区浪速西１－２ 津波、洪水
市営にしはま住宅1号館 大阪市浪速区浪速西１－４ 津波、洪水
市営日本橋住宅1号館 大阪市浪速区日本橋５－20 津波、洪水
市営日本橋住宅2号館 大阪市浪速区日本橋５－15 津波、洪水
市営日本橋住宅3号館 大阪市浪速区日本橋５－20 津波、洪水
市営日本橋住宅4号館 大阪市浪速区日本橋５－16 津波、洪水
市営日本橋住宅5号館 大阪市浪速区日本橋５－16 津波、洪水
市営塩草第3住宅1号館 大阪市浪速区塩草２－１－25 津波、洪水
市営稲荷住宅1号館 大阪市浪速区稲荷１－５－20 津波、洪水
市営日本橋西住宅1号館 大阪市浪速区日本橋西２－２ 津波、洪水
市営日東住宅1号館 大阪市浪速区日本橋東３－３ 津波、洪水
市営日東住宅2号館 大阪市浪速区日本橋東３－６－２ 津波、洪水
市営日東住宅3号館 大阪市浪速区日本橋５－２－18 津波、洪水
市営敷津東住宅1号館 大阪市浪速区敷津東３－５ 津波、洪水
市営塩草住宅1号館 大阪市浪速区塩草１－１－１ 津波、洪水
市営立葉住宅1号館 大阪市浪速区立葉２－２－７ 津波、洪水
市営広田住宅1号館 大阪市浪速区日本橋西２－７－30 津波、洪水
市営浪速第７住宅１号館 大阪市浪速区浪速東３－２－14 津波、洪水
市営浪速第６住宅１号館 大阪市浪速区浪速西２－２ 津波、洪水
市営浪速第９住宅１号館 大阪市浪速区浪速西４－１－50 津波、洪水
湊町リバープレイス 大阪市浪速区湊町１－３－１ 津波、洪水
OCAT(大阪シティエアターミナルビル) 大阪市浪速区湊町１－４－１ 津波、洪水
ジョーシン本社ビル 大阪市浪速区日本橋西１－６－５ 津波、洪水
ジョーシンJ＆Pテクノランド 大阪市浪速区日本橋５－６－７ 津波、洪水
ニッタビル 大阪市浪速区桜川４－４－26 津波、洪水
株式会社新大阪互助会　本社ビル 大阪市浪速区戎本町１－７－23 津波、洪水
株式会社新大阪互助会　総合会館 大阪市浪速区戎本町２－３－７ 津波、洪水
株式会社新大阪互助会　新今宮ビル 大阪市浪速区恵美須西３－14－13 津波、洪水
東洋テック株式会社 大阪市浪速区桜川１－７－18 津波、洪水
東横イン大阪なんば 大阪市浪速区元町２－８－７ 津波、洪水
株式会社クボタ　本社ビル、第二ビル、体育館 大阪市浪速区敷津東１－２－47 津波、洪水
株式会社イワセ・エスタ 大阪市浪速区元町３－12－20 津波、洪水
大阪市清掃連合協同組合 大阪市浪速区恵美須西２－14－27 津波、洪水
日本郵便株式会社　浪速郵便局 大阪市浪速区難波中３－10－１ 津波、洪水
トヨタカローラ浪速株式会社 大阪市浪速区敷津西１－１－２ 津波、洪水
岡本無線電機株式会社　本社ビル 大阪市浪速区日本橋４－８－４ 津波、洪水
日本ハム西販売株式会社 大阪市浪速区塩草２－８－３ 津波、洪水
株式会社スズキ自販近畿　本社ビル 大阪市浪速区敷津西１－１－５ 津波、洪水
ホームセンターコーナンJR今宮駅前店 大阪市浪速区浪速東３－１－20 津波、洪水
永和信用金庫 大阪市浪速区日本橋４－７－20 津波、洪水
(学)エール学園３号館 大阪市浪速区難波中３－13－１ 津波、洪水
代々木ゼミナール大阪南校 大阪市浪速区元町１－２－３ 津波、洪水
ニッシン・ナンバ・イン 大阪市浪速区元町３－10－18 津波、洪水
株式会社ヤマダ電機　LABI1なんば駐車場 大阪市浪速区難波中２－11－35 津波、洪水
ベルコシティホール桜川 大阪市浪速区桜川２－２－28 津波、洪水



なんばセントラルプラザリバーガーデン 大阪市浪速区湊町２－２－５ 津波、洪水
東横INN大阪通天閣前 大阪市浪速区恵美須東２－３－４ 津波、洪水
株式会社芦原自動車教習所 大阪市浪速区浪速西１－12－23 津波、洪水
株式会社関西マツダ 大阪市浪速区桜川１－３－25 津波、洪水
正電社・Shoden　１ばん店 大阪市浪速区日本橋３－８－９ 津波、洪水
株式会社５５１蓬莱 大阪市浪速区桜川４－２－５ 津波、洪水
関西金網株式会社 大阪市浪速区稲荷２－７－８ 津波、洪水
大阪木津地方卸売市場 大阪市浪速区敷津東２－２－８ 津波、洪水
大阪府病院協会看護専門学校 大阪市浪速区浪速西２－13－９ 津波、洪水
学校法人大阪中華學校 大阪市浪速区敷津東１－８－13 津波、洪水
日本橋小中一貫校 大阪市浪速区日本橋西１－７－６ 津波、洪水
マルハン新世界 大阪市浪速区恵美須東3－4－36 津波、洪水
ホテルソビアルなんば大国町 大阪市浪速区敷津西２－２－５ 津波、洪水
ライフ塩草店 大阪市浪速区塩草３－１－１ 津波、洪水
スパワールド世界の大温泉 大阪市浪速区恵美須東３-４-24 津波、洪水
柏里小学校 大阪市西淀川区柏里２－13－33 津波、洪水
野里小学校 大阪市西淀川区野里２－21－13 津波、洪水
歌島小学校 大阪市西淀川区歌島２－５－18 津波、洪水
香簑小学校 大阪市西淀川区御幣島６－５－25 津波、洪水
佃小学校 大阪市西淀川区佃１－21－12 津波、洪水
佃西小学校 大阪市西淀川区佃２－15－30 津波、洪水
もと佃南小学校 大阪市西淀川区佃５－12－12 津波、洪水
大和田小学校 大阪市西淀川区大和田４－３－24 津波、洪水
姫里小学校 大阪市西淀川区姫里２－８－24 津波、洪水
姫島小学校 大阪市西淀川区姫島１－10－４ 津波、洪水
福小学校 大阪市西淀川区福町２－５－23 津波、洪水
川北小学校 大阪市西淀川区中島１－11－20 津波、洪水
出来島小学校 大阪市西淀川区出来島２－２－24 津波、洪水
歌島中学校 大阪市西淀川区歌島２－11－９ 津波、洪水
淀中学校 大阪市西淀川区大和田６－13－６ 津波、洪水
西淀中学校 大阪市西淀川区姫島６－10－５ 津波、洪水
淀商業高等学校 大阪市西淀川区野里３－３－15 津波、洪水
御幣島小学校 大阪市西淀川区御幣島３－５－５ 津波、洪水
佃中学校 大阪市西淀川区佃２－15－93 津波、洪水
市営御幣島東住宅2号館 大阪市西淀川区御幣島３－10 津波、洪水
市営姫島第1住宅1号館 大阪市西淀川区姫島６－10 津波、洪水
市営大和田第1住宅1号館 大阪市西淀川区大和田５－３－10 津波、洪水
市営大和田第1住宅2号館 大阪市西淀川区大和田５－２－20 津波、洪水
市営大和田第3住宅6号館 大阪市西淀川区大和田２－４ 津波、洪水
市営姫里住宅1号館 大阪市西淀川区姫里１－３－41 津波、洪水
市営大野住宅1号館 大阪市西淀川区大野３－７－11 津波、洪水
市営神崎川住宅1号館 大阪市西淀川区千舟３－４ 津波、洪水
市営神崎川住宅2号館 大阪市西淀川区千舟３－４ 津波、洪水
市営佃第2住宅1号館 大阪市西淀川区佃４－４ 津波、洪水
市営姫島第3住宅1号棟 大阪市西淀川区姫島６－９－38 津波、洪水
市営出来島第2住宅　1号棟 大阪市西淀川区出来島１－３ 津波、洪水
市営出来島第2住宅　2号棟 大阪市西淀川区出来島１－３ 津波、洪水
市営歌島第2住宅　3号棟 大阪市西淀川区歌島３－６ 津波、洪水
市営歌島第2住宅　4号棟 大阪市西淀川区歌島３－２ 津波、洪水
市営歌島第2住宅　5号棟 大阪市西淀川区歌島３－５ 津波、洪水
市営歌島第2住宅　6号棟 大阪市西淀川区歌島３－５ 津波、洪水
市営柏里第2住宅5号館 大阪市西淀川区柏里３－９ 津波、洪水
市営柏里第2住宅6号館 大阪市西淀川区柏里３－14 津波、洪水
市営御幣島東住宅1号館 大阪市西淀川区御幣島３－９ 津波、洪水
市営柏里第2住宅1号館 大阪市西淀川区柏里３－16 津波、洪水
市営御幣島住宅2号館 大阪市西淀川区御幣島６－10 津波、洪水
市営御幣島住宅5号館 大阪市西淀川区御幣島６－８ 津波、洪水
市営大和田第３住宅１号館 大阪市西淀川区大和田２－４ 津波、洪水
市営歌島第２住宅１号館 大阪市西淀川区歌島３－６ 津波、洪水
市営歌島第２住宅２号館 大阪市西淀川区歌島３－６ 津波、洪水
市営柏里第２住宅４号館 大阪市西淀川区柏里３－15 津波、洪水
市営御幣島住宅１号館 大阪市西淀川区御幣島６－10 津波、洪水
市営御幣島住宅６号館 大阪市西淀川区御幣島６－７ 津波、洪水
市営出来島住宅２号館 大阪市西淀川区出来島３－３ 津波、洪水
ホームセンターコーナン御幣島店 大阪市西淀川区御幣島２－11－35 津波、洪水
西淀川区在宅サービスセンター 大阪市西淀川区千舟２－７－７ 津波、洪水
特別養護老人ホーム　姫島みずほ苑 大阪市西淀川区姫島５－11－24 津波、洪水
ユイット旭 大阪市西淀川区御幣島２－６－15 津波、洪水
日本通運株式会社　北港ロジスティックセンター 大阪市西淀川区中島２－10－２ 津波、洪水
パークアベニュー 大阪市西淀川区姫島２－４－10 津波、洪水
弥栄荘 大阪市西淀川区姫島５－10－８ 津波、洪水
介護老人保健施設　なごみたいら 大阪市西淀川区福町２－11－７ 津波、洪水
特別養護老人ホーム　水都ホーム福町 大阪市西淀川区福町２－11－７ 津波、洪水
養護老人ホーム　たいら 大阪市西淀川区福町２－11－７ 津波、洪水



阪神住建グリーンロード公園ヴィラ 大阪市西淀川区福町３－４－55 津波、洪水
レジデンス柏里 大阪市西淀川区柏里２－８－16 津波、洪水
サンウレージュ 大阪市西淀川区柏里３－４－２ 津波、洪水
アルカン弐番館 大阪市西淀川区大野１－２－２ 津波、洪水
修成建設専門学校 大阪市西淀川区大和田５－19－30 津波、洪水
株式会社ジャクエツ　大阪店 大阪市西淀川区御幣島３－11－３ 津波、洪水
姫島エムケー倉庫（大洋工芸物流センター） 大阪市西淀川区千舟１－５－41 津波、洪水
キングマンション新淀川 大阪市西淀川区福町１－12－34 津波、洪水
朝日プラザ出来島 大阪市西淀川区出来島２－９－４ 津波、洪水
フルレ歌島 大阪市西淀川区御幣島３－１－10 津波、洪水
ハピネスれもんの里 大阪市西淀川区中島１－18－47 津波、洪水
クオレ西淀川 大阪市西淀川区中島１－19－43 津波、洪水
レックスシティ歌島公園 大阪市西淀川区御幣島３－14－18 津波、洪水
姫島第２ローズマンション 大阪市西淀川区姫島２－４－29 津波、洪水
姫島第７ローズマンション 大阪市西淀川区姫島３－７－20 津波、洪水
グランピア千舟 大阪市西淀川区大和田３－８－17 津波、洪水
モリモト医薬 大阪市西淀川区御幣島５－８－28 津波、洪水
千船リバービュー 大阪市西淀川区大和田３－10－14 津波、洪水
朝日プラザ千船 大阪市西淀川区大和田４－７－30 津波、洪水
介護老人保健施設　よどの里 大阪市西淀川区姫島２－13－20 津波、洪水
江崎グリコ株式会社　体育館（グリコプラザ） 大阪市西淀川区歌島４－６－５ 津波、洪水
キングマンション歌島橋 大阪市西淀川区姫里３－２－３ 津波、洪水
ハイネスコトー姫島公園 大阪市西淀川区姫島４－11－12 津波、洪水
ルネパークオアシス 大阪市西淀川区姫里３－13－48 津波、洪水
レジデンス早野 大阪市西淀川区柏里３－１－31 津波、洪水
レックスシティアルベール 大阪市西淀川区大和田２－６－８ 津波、洪水
アトレ御幣島 大阪市西淀川区千舟２－15－８ 津波、洪水
大阪ラセン管工業 大阪市西淀川区姫里３－12－33 津波、洪水
グレイスヴィラ姫島 大阪市西淀川区姫島４－15－13 津波、洪水
メンソーレやまのは 大阪市西淀川区姫島４－15－32 津波、洪水
リブコート塚本 大阪市西淀川区歌島２－６－２ 津波、洪水
せいりょう姫島 大阪市西淀川区姫島２－15－８ 津波、洪水
ベルフィオーレ 大阪市西淀川区柏里２－11－１ 津波、洪水
株式会社眞鍋鉄工所 大阪市西淀川区姫島５－７－28 津波、洪水
ジェネラスグリーンロード 大阪市西淀川区大和田２－３－17 津波、洪水
ガリレイグループ本社ビル及び立体駐車場 大阪市西淀川区竹島２－６－８ 津波、洪水
市営姫島住宅１号館 大阪市西淀川区姫島６－５－20 津波、洪水
市営大和田第3住宅１号館 大阪市西淀川区大和田２－４－１ 津波、洪水
好文学園女子高等学校 大阪市西淀川区千舟３－８－22 津波、洪水
ライフ御幣島店 大阪市西淀川区御幣島２－９－19 津波、洪水
新東三国小学校 大阪市淀川区東三国３－９－10 津波、洪水
東三国中学校 大阪市淀川区東三国６－３－68 津波、洪水
東三国小学校 大阪市淀川区東三国６－３－24 津波、洪水
北中島小学校 大阪市淀川区宮原５－３－４ 津波、洪水
宮原小学校 大阪市淀川区三国本町１－16－44 津波、洪水
宮原中学校 大阪市淀川区西宮原３－３－２ 津波、洪水
西三国小学校 大阪市淀川区西三国１－21－28 津波、洪水
三国中学校 大阪市淀川区西三国２－５－24 津波、洪水
三国小学校 大阪市淀川区三国本町３－９－18 津波、洪水
西中島小学校 大阪市淀川区西中島７－14－25 津波、洪水
木川小学校 大阪市淀川区木川東３－７－32 津波、洪水
木川南小学校 大阪市淀川区木川東１－２－36 津波、洪水
十三小学校 大阪市淀川区十三東４－３－６ 津波、洪水
十三中学校 大阪市淀川区十三東５－１－27 津波、洪水
新北野中学校 大阪市淀川区新北野２－13－37 津波、洪水
神津小学校 大阪市淀川区十三元今里２－３－12 津波、洪水
新高小学校 大阪市淀川区新高１－15－53 津波、洪水
野中小学校 大阪市淀川区野中北１－11－26 津波、洪水
塚本小学校 大阪市淀川区塚本３－５－６ 津波、洪水
田川小学校 大阪市淀川区田川２－９－37 津波、洪水
三津屋小学校 大阪市淀川区三津屋中１－４－14 津波、洪水
加島小学校 大阪市淀川区加島１－60－28 津波、洪水
美津島中学校 大阪市淀川区加島１－54－41 津波、洪水
東淀工業高等学校 大阪市淀川区加島１－52－81 津波、洪水
東淀川高等学校 大阪市淀川区宮原４－４－５ 津波、洪水
北野高等学校 大阪市淀川区新北野２－５－13 津波、洪水
市営加島中住宅3号館 大阪市淀川区加島１－31 津波、洪水
市営東三国住宅1号館 大阪市淀川区東三国３－１ 津波、洪水
市営東三国住宅2号館 大阪市淀川区東三国３－７ 津波、洪水
市営木川第5住宅1号館 大阪市淀川区三国本国１－８ 津波、洪水
市営加島南第2住宅1号館 大阪市淀川区加島１－２ 津波、洪水
市営加島南第2住宅2号館 大阪市淀川区加島１－２ 津波、洪水
市営加島南第2住宅3号館 大阪市淀川区加島１－２ 津波、洪水
市営加島南第3住宅1号館 大阪市淀川区加島１－20 津波、洪水



市営加島南第3住宅2号館 大阪市淀川区加島１－20 津波、洪水
市営加島南第4住宅1号館 大阪市淀川区加島１－30 津波、洪水
市営新三国住宅1号館 大阪市淀川区西宮原３－３－11 津波、洪水
市営新三国住宅2号館 大阪市淀川区西宮原３－３－12 津波、洪水
市営加島住宅10号館 大阪市淀川区加島１－43 津波、洪水
市営加島住宅11号館 大阪市淀川区加島１－47 津波、洪水
市営加島住宅12号館 大阪市淀川区加島１－46 津波、洪水
市営加島住宅13号館 大阪市淀川区加島１－45－13 津波、洪水
市営加島住宅14号館 大阪市淀川区加島１－38－14 津波、洪水
市営西中島第2住宅1号棟 大阪市淀川区西中島２－13 津波、洪水
市営西中島第2住宅2号棟 大阪市淀川区西中島２－13 津波、洪水
市営西中島第2住宅3号棟 大阪市淀川区西中島２－13 津波、洪水
市営西三国第2住宅1号棟 大阪市淀川区西三国１－６ 津波、洪水
市営西三国第2住宅2号棟 大阪市淀川区西三国１－６ 津波、洪水
市営西三国第2住宅3号棟 大阪市淀川区西三国１－６ 津波、洪水
市営西三国第2住宅4号棟 大阪市淀川区西三国１－６ 津波、洪水
市営木川第3住宅1号棟 大阪市淀川区西宮原１－６－７ 津波、洪水
市営西三国住宅1号館 大阪市淀川区西三国１－７－13 津波、洪水
市営加島住宅8号館 大阪市淀川区加島１－４－８ 津波、洪水
市営野中北住宅1号館 大阪市淀川区野中北２－４ 津波、洪水
市営加島東住宅１号館 大阪市淀川区加島１－53－１ 津波、洪水
市営神崎橋住宅１号館 大阪市淀川区加島４－19－１ 津波、洪水
市営西中島住宅１号館 大阪市淀川区西中島３－11 津波、洪水
市営東三国住宅３号館 大阪市淀川区東三国３－９ 津波、洪水
淀川区民センター 大阪市淀川区野中南２－１－５ 津波、洪水
ホテルプラザオーサカ 大阪市淀川区新北野１－９－15 津波、洪水
大阪リゾートアンドスポーツ専門学校3号館 大阪市淀川区西中島１－４－18 津波、洪水
塩野香料株式会社　大阪工場総合研究所 大阪市淀川区新高５－17－75 津波、洪水
シュロスKSK 大阪市淀川区木川西１－５－14 津波、洪水
ジィーベント旭 大阪市淀川区木川西１－９－25 津波、洪水
三和ビル 大阪市淀川区木川西２－２－５ 津波、洪水
ヒシヒラリバーハイツ 大阪市淀川区木川東１－３－４　 津波、洪水
長島ビル 大阪市淀川区木川東１－11－15 津波、洪水
エステムコート新大阪Ⅳパークフロント 大阪市淀川区木川東２－２－６ 津波、洪水
メゾン コウロ 大阪市淀川区木川東１－11－10 津波、洪水
メルパルク大阪 大阪市淀川区宮原４－２－１ 津波、洪水
新大阪ファミール西館 大阪市淀川区木川東１－10－23 津波、洪水
日本電測株式会社 大阪市淀川区加島３－３－13 津波、洪水
ハイム山本 大阪市淀川区加島３－９－26 津波、洪水
ソルティエ加島 大阪市淀川区加島３－２－３ 津波、洪水
淀川区在宅サービスセンター 大阪市淀川区三国本町２－14－３ 津波、洪水
テレーズ神崎川 大阪市淀川区三津屋北２－15－45 津波、洪水
株式会社カワダ　大阪支店 大阪市淀川区西宮原２－７－49 津波、洪水
三津屋グリーンハイツ 大阪市淀川区三津屋北２－20－19 津波、洪水
武田薬品工業株式会社　健康管理センター 大阪市淀川区十三本町２－17－85 津波、洪水
第2サンハイツ中村 大阪市淀川区東三国２－32－23 津波、洪水
新大阪サニーストンホテル 大阪市淀川区西中島４－12－２ 津波、洪水
株式会社ベルコ 大阪市淀川区十三東１－19－12 津波、洪水
コンフォート片岡 大阪市淀川区十三東１－１－14 津波、洪水
東洋医療専門学校 大阪市淀川区西宮原１－５－35 津波、洪水
新大阪北田ビル 大阪市淀川区西中島４－13－12 津波、洪水
新大阪シールビルディング 大阪市淀川区西中島４－６－17 津波、洪水
東京書籍株式会社　大阪東書ビル 大阪市淀川区西宮原１－４－10 津波、洪水
ネオハイツ新淀川 大阪市淀川区十三東１－20－18 津波、洪水
星光十三ビル 大阪市淀川区新北野１－８－17 津波、洪水
ライトハイツ 大阪市淀川区三国本町３－８－５ 津波、洪水
大阪文化服装学院　新館、東館 大阪市淀川区三国本町３－35－８ 津波、洪水
大学生協大阪会館 大阪市淀川区西宮原２－７－15 津波、洪水
ホテルクライトン新大阪 大阪市淀川区西中島２－13－32 津波、洪水
大阪医療秘書福祉専門学校 大阪市淀川区西中島３－４－10 津波、洪水
西松建設株式会社　なにわ独身寮 大阪市淀川区加島４－19－47 津波、洪水
新大阪花村ビル 大阪市淀川区西中島５－９－１ 津波、洪水
株式会社エイト日本技術開発 大阪市淀川区野中北１－12－39 津波、洪水
三国の川辺の森　リバーガーデン 大阪市淀川区十八条３－14－15 津波、洪水
東横INN阪急十三駅西口 大阪市淀川区十三本町１－13－４ 津波、洪水
日本化学機械製造株式会社　本社 大阪市淀川区加島４－６－23 津波、洪水
英真学園高等学校 大阪市淀川区十三東５－４－38 津波、洪水
新大阪第3ドイビル 大阪市淀川区西宮原１－８－24 津波、洪水
新大阪ドイビル 大阪市淀川区西中島７－５－25 津波、洪水
メゾンアンユイ 大阪市淀川区十八条２－４－20 津波、洪水
新大阪第2ドイビル 大阪市淀川区西中島２－14－６ 津波、洪水
株式会社米谷 大阪市淀川区野中北２－１－22 津波、洪水
Rnビル 大阪市淀川区西中島６－７－９ 津波、洪水
日商岩井三国本町マンション 大阪市淀川区三国本町２－２－16 津波、洪水



株式会社三笑堂　新大阪支店 大阪市淀川区加島１－56－12 津波、洪水
アービング野中南公園 大阪市淀川区野中南２－10－40 津波、洪水
アストロ新大阪第2ビル 大阪市淀川区西中島６－１－３ 津波、洪水
パークナード新北野 大阪市淀川区新北野２－６－23 津波、洪水
大原簿記専門学校大阪校　本館 大阪市淀川区西中島３－15－22 津波、洪水
アンシャンテ新大阪 大阪市淀川区西中島５－13－24 津波、洪水
デュクラス大阪 大阪市淀川区野中北１－５－34 津波、洪水
日清食品ホールディングス大阪　本社ビル 大阪市淀川区西中島４－１－１ 津波、洪水
ハイツ中村 大阪市淀川区木川西２－20－６ 津波、洪水
グラン・コート三国パークアヴェニュー 大阪市淀川区三国本町１－11－23 津波、洪水
ライオンズマンション新大阪第６ 大阪市淀川区木川東４－17－９ 津波、洪水
グランメールマツダ 大阪市淀川区三津屋中１－４－７ 津波、洪水
地下鉄　東三国駅 大阪市淀川区東三国１－33－６ 津波、洪水
地下鉄　新大阪駅 大阪市淀川区西中島５－15－５ 津波、洪水
地下鉄　西中島南方駅 大阪市淀川区西中島１－12－10 津波、洪水
ラ・パルフェ・ド・パラツィーナ 大阪市淀川区塚本１－２－５ 津波、洪水
キングスクエア北大阪パークフェリス 大阪市淀川区新高４－15－21～23 津波、洪水
コア　イーストプレイス 大阪市淀川区塚本４－８－26 津波、洪水
リーガル塚本Ⅵ 大阪市淀川区塚本４－１－５ 津波、洪水
ルネシティパークス東三国 大阪市淀川区十八条１－４－28 津波、洪水
ルネペアズシティ 大阪市淀川区西三国４－６－14 津波、洪水
日澱化學株式会社 大阪市淀川区三津屋北３－３－29 津波、洪水
第６新大阪ビル 大阪市淀川区西中島６－７－３ 津波、洪水
第８新大阪ビル 大阪市淀川区西中島５－７－11 津波、洪水
第10新大阪ビル 大阪市淀川区西中島６－11－25 津波、洪水
新大阪南方ビル 大阪市淀川区西中島３－14－27 津波、洪水
グランメール八洲 大阪市淀川区木川西１－３－23 津波、洪水
株式会社フェイスグループ 大阪市淀川区野中北２－５－33 津波、洪水
ペルル加島 大阪市淀川区加島３－11－53 津波、洪水
辰野新大阪ビル 大阪市淀川区西中島７－１－５ 津波、洪水
応用地質株式会社 大阪市淀川区田川北２－４－66 津波、洪水
ライオンズ三国 大阪市淀川区新高１－10－13 津波、洪水
ダイヘン本社ビル 大阪市淀川区田川２－１－11 津波、洪水
市営西宮原住宅1号館 大阪市淀川区西宮原1-7 津波、洪水
Grand Jeté（グランジュテ） 大阪市淀川区木川西１－８－23 津波、洪水
コンフォートホテル新大阪 大阪市淀川区西中島５－３－７ 津波、洪水
日本私立学校振興・共済事業団大阪会館　大阪ガーデンパレス大阪市淀川区西宮原１－３－35 津波、洪水
ジェイグランシティ塚本 大阪市淀川区塚本６－３－33 津波、洪水
宝蔵寺　西中島別院 大阪市淀川区西中島２－６-15 津波、洪水
ライフセントラルスクエア西宮原店 大阪市淀川区西宮原２－２-22 津波、洪水
市営加島北住宅１号棟 大阪市淀川区加島２－７－１ 津波、洪水
市営三国南住宅１号棟 大阪市淀川区三国本町２－１１－１ 津波、洪水
スーパーマルハチ田川店 大阪市淀川区田川３-１-４ 津波、洪水
西淡路小学校 大阪市東淀川区西淡路３－14－11 洪水
菅原小学校 大阪市東淀川区菅原６－３－25 洪水
新庄小学校 大阪市東淀川区上新庄２－20－５ 洪水
大隅東小学校 大阪市東淀川区瑞光５－８－19 洪水
豊里小学校 大阪市東淀川区豊里５－14－60 洪水
小中一貫校むくのき学園（啓発小学校・中島中学校） 大阪市東淀川区東中島４－８－38 洪水
小松小学校 大阪市東淀川区小松３－18－15 洪水
淡路小学校 大阪市東淀川区西淡路５－５－32 洪水
下新庄小学校 大阪市東淀川区下新庄５－２－９ 洪水
井高野小学校 大阪市東淀川区井高野１－28－17 洪水
東井高野小学校 大阪市東淀川区井高野２－８－28 洪水
大桐小学校 大阪市東淀川区大桐４－１－15 洪水
豊新小学校 大阪市東淀川区豊新４－17－26 洪水
大隅西小学校 大阪市東淀川区大隅２－３－18 洪水
豊里南小学校 大阪市東淀川区豊里５－12－41 洪水
大道南小学校 大阪市東淀川区大道南１－23－６ 洪水
淡路中学校 大阪市東淀川区西淡路４－25－53 洪水
柴島中学校 大阪市東淀川区柴島２－８－36 洪水
瑞光中学校 大阪市東淀川区瑞光４－９－37 洪水
井高野中学校 大阪市東淀川区井高野２－８－13 洪水
東淀中学校 大阪市東淀川区豊里６－25－19 洪水
新東淀中学校 大阪市東淀川区豊里１－10－32 洪水
大桐中学校 大阪市東淀川区大桐４－５－８ 洪水
大阪府立大阪北視覚支援学校 大阪市東淀川区豊里７－５－26 洪水
大阪府立東淀川支援学校 大阪市東淀川区東中島３－５－22 洪水
市営瑞光住宅1号館 大阪市東淀川区瑞光５－３ 洪水
市営瑞光住宅2号館 大阪市東淀川区瑞光５－３－２ 洪水
市営瑞光住宅3号館 大阪市東淀川区瑞光５－４－３ 洪水
市営豊里第2住宅17号館 大阪市東淀川区豊里７－17 洪水
市営豊里第2住宅18号館 大阪市東淀川区豊里７－14－18 洪水
市営小松南住宅1号館 大阪市東淀川区小松５－６－１ 洪水



市営大桐住宅1号館 大阪市東淀川区大桐１－17 洪水
市営大桐住宅3号館 大阪市東淀川区大桐３－１ 洪水
市営大桐住宅5号館 大阪市東淀川区大桐３－３ 洪水
市営大桐住宅6号館 大阪市東淀川区大桐３－５ 洪水
市営豊里住宅1号館 大阪市東淀川区豊里５－15 洪水
市営豊里住宅2号館 大阪市東淀川区豊里５－15 洪水
市営豊里住宅3号館 大阪市東淀川区豊里５－15 洪水
市営北江口第2住宅1号館 大阪市東淀川区北江口１－３ 洪水
市営北江口第2住宅2号館 大阪市東淀川区北江口１－３ 洪水
市営北江口第2住宅3号館 大阪市東淀川区北江口１－３ 洪水
市営北江口第2住宅4号館 大阪市東淀川区北江口４－４ 洪水
市営北江口第2住宅5号館 大阪市東淀川区北江口１－４ 洪水



市営北江口第2住宅6号館 大阪市東淀川区北江口２－２ 洪水
市営北江口第2住宅7号館 大阪市東淀川区北江口２－２ 洪水
市営北江口第2住宅8号館 大阪市東淀川区北江口２－３ 洪水
市営北江口第2住宅9号館 大阪市東淀川区北江口２－３ 洪水
市営北江口第2住宅10号館 大阪市東淀川区北江口３－５ 洪水
市営北江口第2住宅11号館 大阪市東淀川区北江口３－５ 洪水
市営北江口第2住宅12号館 大阪市東淀川区北江口３－４ 洪水
市営北大桐住宅1号館 大阪市東淀川区大桐５－５ 洪水
市営北大桐住宅3号館 大阪市東淀川区大桐５－７ 洪水
市営井高野住宅1号館 大阪市東淀川区井高野１－４ 洪水
市営井高野住宅2号館 大阪市東淀川区井高野１－４ 洪水
市営井高野住宅3号館 大阪市東淀川区井高野１－４ 洪水
市営井高野住宅4号館 大阪市東淀川区井高野１－４ 洪水
市営井高野住宅6号館 大阪市東淀川区井高野１－４ 洪水
市営井高野住宅7号館 大阪市東淀川区井高野１－４ 洪水
市営井高野住宅9号館 大阪市東淀川区井高野１－４ 洪水
市営東淡路第2住宅5号館 大阪市東淀川区東淡路２－４ 洪水
市営東淡路第3住宅1号館 大阪市東淀川区東淡路４－15 洪水
市営北江口住宅1号館 大阪市東淀川区北江口３－３ 洪水
市営大道南住宅1号館 大阪市東淀川区大道南１－８ 洪水
市営大道南住宅2号館 大阪市東淀川区大道南１－８ 洪水
市営大道南住宅3号館 大阪市東淀川区大道南１－８ 洪水
市営南方住宅3号館 大阪市東淀川区東中島２－６ 洪水
市営南方住宅4号館 大阪市東淀川区東中島２－12 洪水
市営南方住宅5号館 大阪市東淀川区東中島２－13 洪水
市営日之出住宅11号館 大阪市東淀川区淡路１－１ 洪水
市営日之出北住宅1号館 大阪市東淀川区西淡路１－10－10 洪水
市営日之出北住宅2号館 大阪市東淀川区西淡路１－６ 洪水
市営飛鳥住宅3号館 大阪市東淀川区東中島３－11 洪水
市営飛鳥住宅4号館 大阪市東淀川区東中島３－11 洪水
市営飛鳥住宅5号館 大阪市東淀川区東中島３－11 洪水
市営南江口第2住宅1号館 大阪市東淀川区南江口１－２ 洪水
市営南江口第2住宅2号館 大阪市東淀川区南江口１－５ 洪水
市営北陽住宅1号館 大阪市東淀川区西淡路６－２ 洪水
市営北陽住宅2号館 大阪市東淀川区西淡路６－２ 洪水
市営北陽住宅3号館 大阪市東淀川区西淡路６－２ 洪水
市営南江口住宅1号館 大阪市東淀川区南江口２－２－１ 洪水
市営南江口住宅2号館 大阪市東淀川区南江口２－３－２ 洪水
市営西淡路住宅4号館 大阪市東淀川区西淡路６－５－４ 洪水
市営北江口第3住宅1号館 大阪市東淀川区北江口１－５－１ 洪水
市営井高野第6住宅2号館 大阪市東淀川区井高野３－７－２ 洪水
市営井高野第6住宅3号館 大阪市東淀川区井高野３－７－３ 洪水
市営井高野第6住宅7号館 大阪市東淀川区井高野３－６－７ 洪水
市営井高野第6住宅8号館 大阪市東淀川区井高野３－９－８ 洪水
市営井高野第6住宅9号館 大阪市東淀川区井高野３－９－９ 洪水
市営井高野第6住宅10号館 大阪市東淀川区井高野３－10－10 洪水
市営井高野第6住宅11号館 大阪市東淀川区井高野３－10－11 洪水
市営井高野第6住宅12号館 大阪市東淀川区井高野３－５－12 洪水
市営井高野第6住宅13号館 大阪市東淀川区井高野１－30－13 洪水
市営井高野第6住宅14号館 大阪市東淀川区井高野１－30－14 洪水
市営井高野第6住宅15号館 大阪市東淀川区井高野１－30－15 洪水
市営井高野第6住宅16号館 大阪市東淀川区井高野１－30－16 洪水
市営井高野第6住宅17号館 大阪市東淀川区井高野３－５－17 洪水
市営井高野第6住宅18号館 大阪市東淀川区井高野３－10－18 洪水
市営井高野第6住宅19号館 大阪市東淀川区井高野３－11－19 洪水
市営井高野第6住宅20号館 大阪市東淀川区井高野３－11－20 洪水
市営井高野第6住宅21号館 大阪市東淀川区井高野３－11－21 洪水
市営淡路住宅1号館 大阪市東淀川区西淡路５－９－１ 洪水
市営菅原第3住宅1号館 大阪市東淀川区菅原１－６－１ 洪水
市営菅原第3住宅2号館 大阪市東淀川区菅原１－６－２ 洪水
市営菅原第3住宅3号館 大阪市東淀川区菅原２－１－３ 洪水
市営豊新住宅1号館 大阪市東淀川区豊新５－12－１ 洪水
市営豊新住宅2号館 大阪市東淀川区豊新５－12－２ 洪水
市営下新庄4丁目住宅1号館 大阪市東淀川区下新庄４－16－１ 洪水
市営下新庄4丁目住宅2号館 大阪市東淀川区下新庄４－16－２ 洪水
市営飛鳥住宅２号館 大阪市東淀川区東中島３-13 洪水
市営日之出住宅10号館 大阪市東淀川区西淡路２－６ 洪水
市営飛鳥西住宅１号館 大阪市東淀川区東中島３－６ 洪水
井高野ゴルフセンター 大阪市東淀川区井高野４－７－85 洪水
極東エンジニアリング株式会社 大阪市東淀川区上新庄３－16－11 洪水
株式会社川本製作所　大阪支店 大阪市東淀川区瑞光３－８－20 洪水
アベニュー小松ビル 大阪市東淀川区小松１－３－15 洪水
アカシヤ淡路店 大阪市東淀川区東淡路４－33－34 洪水
新大阪ビル東館 大阪市東淀川区東中島１－17－18 洪水



市営東淡路住宅１号館 大阪市東淀川区東淡路３－５－１ 洪水
市営東淡路住宅２号館 大阪市東淀川区東淡路３－５－２ 洪水
市営日之出北住宅３号館 大阪市東淀川区西淡路１－８－３ 洪水
市営豊里第２住宅19号館 大阪市東淀川区豊里７－４ 洪水
市営井高野第４住宅１号館 大阪市東淀川区井高野４－４－１ 洪水
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合　東淀工場 大阪市東淀川区南江口３－16－６ 洪水
市営南方住宅1号館 大阪市東淀川区東中島2-21-1 洪水
明治東洋医学院専門学校 吹田市西御旅町７－53 洪水
キコーナ西淡路店（立体駐車場） 大阪市東淀川区西淡路６－４－120 洪水
ハウス不動産ビル 大阪市東淀川区小松１－２－７ 洪水
チャーム新大阪淡路 大阪市東淀川区淡路２－３－６ 洪水
ラウンドワン東淀川店 大阪市東淀川区菅原７－14－29 洪水
ライフ西淡路店 大阪市東淀川区西淡路６－３－２ 洪水
ライフ東淡路店 大阪市東淀川区東淡路５－８－35 洪水
市営東淡路第２住宅１号館 大阪市東淀川区東淡路１－４ 洪水
市営東淡路第２住宅２号館 大阪市東淀川区東淡路３－３ 洪水
市営東淡路第２住宅３号館 大阪市東淀川区東淡路２－４ 洪水
市営東淡路第２住宅４号館 大阪市東淀川区東淡路２－４ 洪水
大阪市北部こども相談センター 大阪市東淀川区淡路３－13－36 洪水
市営井高野第4住宅２号棟 大阪市東淀川区井高野４－４－２ 洪水
イオンスタイル東淀川 大阪市東淀川区豊新２-12-３ 洪水
東小橋小学校 大阪市東成区東小橋３－10－37 洪水
大成小学校 大阪市東成区大今里西３－２－62 洪水
中道小学校 大阪市東成区玉津１－７－39 洪水
北中道小学校 大阪市東成区中道２－９－20 洪水
中本小学校 大阪市東成区中本４－２－32 洪水
東中本小学校 大阪市東成区東中本２－９－３ 洪水
今里小学校 大阪市東成区大今里１－35－29 洪水
片江小学校 大阪市東成区大今里南２－13－２ 洪水
神路小学校 大阪市東成区大今里４－６－19 洪水
深江小学校 大阪市東成区深江南１－４－６ 洪水
宝栄小学校 大阪市東成区神路１－15－48 洪水
東陽中学校 大阪市東成区深江北２－５－７ 洪水
本庄中学校 大阪市東成区東中本３－14－２ 洪水
玉津中学校 大阪市東成区玉津１－12－43 洪水
相生中学校 大阪市東成区神路２－８－16 洪水
市営西今里住宅1号館 大阪市東成区東中本2-7-16 洪水
１２３鶴橋店 大阪市東成区玉津3-12-3 洪水
１２３緑橋店 大阪市東成区東今里2-3-1 洪水
大阪市立東成スポーツセンター 大阪市東成区東今里2-3-1 洪水
ライフ今里店 大阪市東成区大今里西２－15－17 洪水
ライフ緑橋店 大阪市東成区東中本２－８－20 洪水
森ノ宮医療学園専門学校　アネックス校舎 大阪市東成区中本２－５－41 洪水
大阪市立東成区民センター 大阪市東成区大今里西３－２－17 洪水
北鶴橋小学校 大阪市生野区鶴橋３－４－50 洪水
もと御幸森小学校 大阪市生野区桃谷５－５－37 洪水
鶴橋小学校 大阪市生野区桃谷２－20－32 洪水
東桃谷小学校 大阪市生野区勝山北３－７－21 洪水
勝山小学校 大阪市生野区勝山南１－３－５ 洪水
もと林寺小学校 大阪市生野区林寺２－14－３ 洪水
もと生野小学校 大阪市生野区舎利寺３－１－39 洪水
大池小学校 大阪市生野区中川３－４－３ 洪水
東中川小学校 大阪市生野区新今里７－14－37 洪水
小路小学校 大阪市生野区小路２－24－40 洪水
東小路小学校 大阪市生野区小路東３－８－15 洪水
田島南小中一貫校第2校地 大阪市生野区田島３－７－38 洪水
もと舎利寺小学校 大阪市生野区勝山南４－15－25 洪水
もと生野南小学校 大阪市生野区林寺６－６－７ 洪水
巽小学校 大阪市生野区巽中３－12－５ 洪水
北巽小学校 大阪市生野区巽北１－30－29 洪水
巽南小学校 大阪市生野区巽南２－10－７ 洪水
巽東小学校 大阪市生野区巽東３－８－13 洪水
大池中学校 大阪市生野区中川６－３－６ 洪水
桃谷中学校 大阪市生野区勝山北３－13－44 洪水
義務教育学校　生野未来学園 大阪市生野区生野西３－５－40 洪水
東生野中学校 大阪市生野区新今里７－９－25 洪水
田島南小中一貫校 大阪市生野区田島５－23－７ 洪水
もと鶴橋中学校 大阪市生野区勝山北４－９－22 洪水
巽中学校 大阪市生野区巽中３－17－20 洪水
新生野中学校 大阪市生野区巽東３－３－12 洪水
新巽中学校 大阪市生野区巽南４－２－53 洪水
大阪府立生野工業高等学校 大阪市生野区生野東２－３－66 洪水
大阪府立生野支援学校 大阪市生野区巽東４－２－47 洪水
市営生野東住宅1号館 大阪市生野区生野東1-1-30 洪水



市営生野東住宅2号館 大阪市生野区生野東1-5 洪水
市営生野東住宅8号館 大阪市生野区生野東4-2 洪水
市営生野東住宅9号館 大阪市生野区生野東4-1 洪水
市営生野東住宅11号館 大阪市生野区生野東4-1 洪水
市営生野東住宅12号館 大阪市生野区生野東4-1 洪水
市営巽北住宅1号館 大阪市生野区巽北2-16-15 洪水
市営勝山南住宅1号館 大阪市生野区勝山南3-11 洪水
市営田島住宅1号館 大阪市生野区舎利寺2-12-20 洪水
市営巽住宅１号館 大阪市生野区巽中１－18－12 洪水
Orientem（オリエンテム） 大阪市生野区中川東２－18－22 洪水
市営生野東住宅１３号館 大阪市生野区生野東４－１－13 洪水
清水小学校 大阪市旭区清水５－１－12 津波、洪水
古市小学校 大阪市旭区森小路２－10－35 津波、洪水
大宮小学校 大阪市旭区大宮４－９－16 津波、洪水
高殿小学校 大阪市旭区高殿６－９－10 津波、洪水
大宮西小学校 大阪市旭区中宮１－８－14 津波、洪水
生江小学校 大阪市旭区生江１－10－21 津波、洪水
城北小学校 大阪市旭区赤川３－13－47 津波、洪水
新森小路小学校 大阪市旭区新森６－３－13 津波、洪水
太子橋小学校 大阪市旭区太子橋１－12－15 津波、洪水
高殿南小学校 大阪市旭区高殿３－10－30 津波、洪水
旭陽中学校 大阪市旭区高殿５－９－31 津波、洪水
大宮中学校 大阪市旭区中宮４－７－11 津波、洪水
旭東中学校 大阪市旭区新森６－７－25 津波、洪水
今市中学校 大阪市旭区大宮５－13－40 津波、洪水
市営両国住宅5号館 大阪市旭区清水５－４ 津波、洪水
市営高殿西住宅9号館 大阪市旭区高殿５－１ 津波、洪水
市営高殿北住宅1号館 大阪市旭区高殿５－12 津波、洪水
市営高殿北住宅2号館 大阪市旭区高殿５－12 津波、洪水
市営大宮住宅1号館 大阪市旭区大宮５－12 津波、洪水
市営今市住宅1号館 大阪市旭区太子橋１ 津波、洪水
市営城北住宅1号館 大阪市旭区大宮５－９ 津波、洪水
市営城北住宅2号館 大阪市旭区大宮５ 津波、洪水
市営新生江住宅1号館 大阪市旭区生江３ 津波、洪水
市営両国住宅1号館 大阪市旭区清水４ 津波、洪水
市営高殿西住宅8号館 大阪市旭区高殿５－２ 津波、洪水
市営城北住宅12号館 大阪市旭区大宮５－８ 津波、洪水
市営城北住宅13号館 大阪市旭区大宮５－１ 津波、洪水
市営城北住宅14号館 大阪市旭区大宮５－２ 津波、洪水
市営城北中宮住宅1号館 大阪市旭区中宮５－１－１ 津波、洪水
市営橋寺住宅1号館 大阪市旭区太子橋３－８－１ 津波、洪水
市営新生江住宅２号館 大阪市旭区生江３－16－２ 津波、洪水
市営城北住宅15号館 大阪市旭区大宮５－７－１ 津波、洪水
市営生江住宅９号館 大阪市旭区生江３－24 津波、洪水
市営生江住宅13号館 大阪市旭区生江３－17 津波、洪水
市営高殿西第4住宅１号館 大阪市旭区高殿２－16－１ 津波、洪水
セントポリア新森公園 大阪市旭区新森４－１－27 津波、洪水
市営新生江住宅３号館 大阪市旭区生江３－20－３ 津波、洪水
常翔学園中学校・高等学校　東館 大阪市旭区大宮５－16－１ 津波、洪水
介護付有料老人ホーム　「グランドホームゆとりえ」 大阪市旭区新森３-１-10 津波、洪水
森小路スマイルガーデン 大阪市旭区新森２-３-４ 津波、洪水
榎並小学校 大阪市城東区野江４－１－28 津波、洪水
関目小学校 大阪市城東区関目６－５－５ 津波、洪水
鯰江小学校 大阪市城東区今福西３－９－27 津波、洪水
今福小学校 大阪市城東区今福南２－１－53 津波、洪水
聖賢小学校 大阪市城東区新喜多２－４－35 津波、洪水
鴫野小学校 大阪市城東区鴫野西４－11－48 津波、洪水
中浜小学校 大阪市城東区中浜２－12－35 津波、洪水
城東小学校 大阪市城東区鴫野東３－16－41 津波、洪水
諏訪小学校 大阪市城東区永田２－15－５ 津波、洪水
成育小学校 大阪市城東区成育１－５－19 津波、洪水
すみれ小学校 大阪市城東区古市２－６－46 津波、洪水
東中浜小学校 大阪市城東区東中浜５－４－５ 津波、洪水
放出小学校 大阪市城東区放出西２－２－18 津波、洪水
関目東小学校 大阪市城東区関目４－12－15 津波、洪水
森之宮小学校 大阪市城東区森之宮１－６－64 津波、洪水
鯰江東小学校 大阪市城東区今福東１－３－26 津波、洪水
放出中学校 大阪市城東区放出西３－12－10 津波、洪水
蒲生中学校 大阪市城東区中央３－９－24 津波、洪水
城陽中学校 大阪市城東区鴫野西３－３－64 津波、洪水
菫中学校 大阪市城東区古市１－18－４ 津波、洪水
城東中学校 大阪市城東区永田３－３－58 津波、洪水
鯰江中学校 大阪市城東区今福西４－７－20 津波、洪水
市営放出西住宅5号館 大阪市城東区放出西３－16 津波、洪水



市営放出西住宅6号館 大阪市城東区放出西３－15 津波、洪水
市営野江住宅1号館 大阪市城東区野江１－８ 津波、洪水
市営野江第2住宅1号館 大阪市城東区野江１－20 津波、洪水
市営野江第2住宅2号館 大阪市城東区野江１－19 津波、洪水
市営野江第2住宅3号館 大阪市城東区野江１－18 津波、洪水
市営古市東住宅1号館 大阪市城東区古市２－５ 津波、洪水
市営古市東住宅2号館 大阪市城東区古市２－５ 津波、洪水
市営古市東住宅3号館 大阪市城東区古市２－５ 津波、洪水
市営古市東住宅4号館 大阪市城東区古市２－５ 津波、洪水
市営古市東住宅5号館 大阪市城東区古市２－５ 津波、洪水
市営古市東住宅6号館 大阪市城東区古市２－６ 津波、洪水
市営古市東住宅7号館 大阪市城東区古市２－６ 津波、洪水
市営古市東住宅8号館 大阪市城東区古市２－６ 津波、洪水
市営古市東住宅9号館 大阪市城東区古市２－６ 津波、洪水
市営古市東住宅10号館 大阪市城東区古市２－９ 津波、洪水
市営今福南住宅1号館 大阪市城東区今福南４-11 津波、洪水
市営今福南住宅2号館 大阪市城東区今福南４-11 津波、洪水
市営今福南住宅3号館 大阪市城東区今福南４-10 津波、洪水
市営今福南住宅4号館 大阪市城東区今福南４-10 津波、洪水
市営今福南第2住宅3号館 大阪市城東区今福南４-６-37 津波、洪水
市営古市南住宅１号館 大阪市城東区古市１－５ 津波、洪水
市営古市南住宅２号館 大阪市城東区古市１－５ 津波、洪水
市営今福南第３住宅７号館 大阪市城東区今福南４－９－７ 津波、洪水
市営今福南第３住宅８号館 大阪市城東区今福南４－９－８ 津波、洪水
市営鴫野住宅１号館 大阪市城東区鴫野西５－３ 津波、洪水
市営鴫野住宅２号館 大阪市城東区鴫野西５－３ 津波、洪水
市営鴫野住宅３号館 大阪市城東区鴫野西５－３ 津波、洪水
市営鴫野住宅４号館 大阪市城東区鴫野西５－３ 津波、洪水
市営鴫野住宅５号館 大阪市城東区鴫野西５－３ 津波、洪水
市営鴫野第2住宅1号館 大阪市城東区鴫野西3-6A 津波、洪水
市営鴫野第2住宅2号館 大阪市城東区鴫野西3-6B 津波、洪水
特別養護老人ホーム　至善荘 大阪市城東区蒲生４－２－10 津波、洪水
特別養護老人ホーム　城東さくら苑 大阪市城東区今福西６－６－20 津波、洪水
特別養護老人ホーム　しぎの黄金の里 大阪市城東区鴫野東２－26－12 津波、洪水
特別養護老人ホーム　城東こすもす苑 大阪市城東区蒲生２－２－38 津波、洪水
野江特別養護老人ホーム　城東園 大阪市城東区今福東２－２－25 津波、洪水
ライフ関目店 大阪市城東区関目１－５－３ 津波、洪水
大阪市立城東スポーツセンター 大阪市城東区鴫野西２－１－21 津波、洪水
社会福祉法人　平成福祉会
特別養護老人ホーム　平成森之宮苑

大阪市城東区森之宮２－１－49 津波、洪水

ネクスタビル（関西スーパー蒲生店/ジョーシン蒲生店） 大阪市城東区今福西３－２－24 津波、洪水
生活協同組合　おおさかパルコープ　東中浜店 大阪市城東区東中浜４－５－14 津波、洪水
スギタ今福パーキング 大阪市城東区今福東１－９－37 津波、洪水
泉秀園城東ビルパーキング 大阪市城東区中央１－９－33 津波、洪水

社会福祉法人　大阪福祉事業財団　城東特別養護老人ホー
ム
社会福祉法人　大阪福祉事業財団　城東養護老人ホーム

大阪市城東区古市１－７－８ 津波、洪水

コーナン棟（ホームセンターコーナン関目店） 大阪市城東区関目１－４－１ 津波、洪水
食品館アプロ　城東館 大阪市城東区古市１－12－４ 津波、洪水
市営古市第２住宅１号棟 大阪市城東区関目２－10 津波、洪水
市営古市北住宅1号棟 大阪市城東区古市３－10－９ 津波、洪水
大阪府トラック総合会館 大阪市城東区鴫野西２-11-２ 津波、洪水
タイムズ・ピース・スクエア立体駐車場Ａ棟・Ｂ棟・Ｃ棟 大阪市城東区今福西６-２-１・２・３ 津波、洪水
ファーストパレス 大阪市城東区放出西３－６－１ 津波、洪水
榎本小学校 大阪市鶴見区今津北１－５－35 津波、洪水
茨田南小学校 大阪市鶴見区諸口１－３－71 津波、洪水
茨田北小学校 大阪市鶴見区浜３－８－66 津波、洪水
鶴見小学校 大阪市鶴見区鶴見４－14－10 津波、洪水
今津小学校 大阪市鶴見区今津中４－１－48 津波、洪水
茨田東小学校 大阪市鶴見区茨田大宮３－７－61 津波、洪水
茨田西小学校 大阪市鶴見区横堤５－13－61 津波、洪水
横堤小学校 大阪市鶴見区横堤１－11－83 津波、洪水
みどり小学校 大阪市鶴見区緑２－４－45 津波、洪水
鶴見南小学校 大阪市鶴見区鶴見２－17－22 津波、洪水
茨田小学校 大阪市鶴見区安田２－１－８ 津波、洪水
焼野小学校 大阪市鶴見区焼野１－３－44 津波、洪水
茨田中学校 大阪市鶴見区諸口３－４－44 津波、洪水
緑中学校 大阪市鶴見区鶴見６－６－11 津波、洪水
茨田北中学校 大阪市鶴見区茨田大宮１－１－31 津波、洪水
今津中学校 大阪市鶴見区今津中１－３－55 津波、洪水
横堤中学校 大阪市鶴見区横堤１－11－27 津波、洪水
汎愛高等学校 大阪市鶴見区今津中２－１－52 津波、洪水
鶴見商業高等学校 大阪市鶴見区緑２－10－９ 津波、洪水



市営茨田大宮住宅17号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－34 津波、洪水
市営茨田大宮住宅18号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－28 津波、洪水
市営茨田大宮住宅19号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－28 津波、洪水
市営茨田大宮第2住宅19号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－23 津波、洪水
市営茨田大宮第2住宅20号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－23 津波、洪水
市営茨田大宮第2住宅21号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－23 津波、洪水
市営茨田大宮第2住宅22号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－23 津波、洪水
市営茨田大宮第2住宅23号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－４ 津波、洪水
市営茨田大宮第2住宅24号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－１ 津波、洪水
市営鶴見第2住宅5号館 大阪市鶴見区鶴見２－22 津波、洪水
市営鶴見第2住宅6号館 大阪市鶴見区鶴見２－21 津波、洪水
市営横堤第1住宅1号館 大阪市鶴見区横堤３－10 津波、洪水
市営横堤第2住宅1号館 大阪市鶴見区横堤１－11 津波、洪水
市営鶴見北住宅1号館 大阪市鶴見区鶴見５－６ 津波、洪水
市営鶴見北住宅2号館 大阪市鶴見区鶴見５－８ 津波、洪水
市営鶴見北住宅3号館 大阪市鶴見区鶴見５－９ 津波、洪水
市営鶴見北住宅5号館 大阪市鶴見区鶴見５－９ 津波、洪水
市営今津中住宅1号館 大阪市鶴見区今津中３－５ 津波、洪水
市営今津中住宅2号館 大阪市鶴見区今津中３－３ 津波、洪水
市営今津中住宅3号館 大阪市鶴見区今津中３－１ 津波、洪水
市営諸口北住宅1号館 大阪市鶴見区諸口６－４ 津波、洪水
市営諸口北住宅2号館 大阪市鶴見区諸口６－４ 津波、洪水
市営諸口北住宅3号館 大阪市鶴見区諸口６－４ 津波、洪水
市営諸口北住宅4号館 大阪市鶴見区諸口６－５ 津波、洪水
市営諸口北住宅5号館 大阪市鶴見区諸口６－５ 津波、洪水
市営今津北住宅1号館 大阪市鶴見区今津北２－２ 津波、洪水
市営茨田南住宅4号館 大阪市鶴見区諸口１－５ 津波、洪水
市営茨田南住宅5号館 大阪市鶴見区諸口１－７ 津波、洪水
市営茨田南住宅12号館 大阪市鶴見区諸口１－10 津波、洪水
市営茨田大宮西住宅1号館 大阪市鶴見区茨田大宮１－10 津波、洪水
市営諸口住宅5号館 大阪市鶴見区諸口４－11 津波、洪水
市営諸口住宅6号館 大阪市鶴見区諸口４－12 津波、洪水
市営諸口南住宅1号館 大阪市鶴見区諸口２－６ 津波、洪水
市営諸口南住宅2号館 大阪市鶴見区諸口２－９ 津波、洪水
市営諸口南住宅3号館 大阪市鶴見区諸口２－12 津波、洪水
市営諸口南住宅4号館 大阪市鶴見区諸口２－６ 津波、洪水
市営諸口南住宅5号館 大阪市鶴見区諸口２－５ 津波、洪水
市営茨田大宮第3住宅1号館 大阪市鶴見区茨田大宮３－８ 津波、洪水
市営茨田大宮第3住宅2号館 大阪市鶴見区茨田大宮３－８ 津波、洪水
市営茨田大宮第3住宅3号館 大阪市鶴見区茨田大宮３－８ 津波、洪水
市営茨田大宮第3住宅4号館 大阪市鶴見区茨田大宮３－８ 津波、洪水
市営茨田大宮第3住宅5号館 大阪市鶴見区茨田大宮３－３ 津波、洪水
市営茨田大宮第3住宅6号館 大阪市鶴見区茨田大宮３－３ 津波、洪水
市営茨田大宮第3住宅7号館 大阪市鶴見区茨田大宮３－３ 津波、洪水
市営茨田大宮第3住宅8号館 大阪市鶴見区茨田大宮３－２ 津波、洪水
市営茨田大宮第1住宅1号館 大阪市鶴見区茨田大宮４ 津波、洪水
市営茨田大宮第1住宅2号館 大阪市鶴見区茨田大宮４ 津波、洪水
市営横堤北住宅1号館 大阪市鶴見区横堤４ 津波、洪水
市営横堤北住宅2号館 大阪市鶴見区横堤４－12－４ 津波、洪水
市営茨田大宮16号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－34 津波、洪水
市営放出東住宅2号館 大阪市鶴見区放出東３－２ 津波、洪水
市営放出東住宅3号館 大阪市鶴見区放出東２－５ 津波、洪水
市営放出東住宅1号館 大阪市鶴見区放出東３－２ 津波、洪水
市営諸口第2住宅6号館 大阪市鶴見区諸口６－６－６ 津波、洪水
市営焼野住宅1号館 大阪市鶴見区焼野１－１－１ 津波、洪水
市営焼野住宅2号館 大阪市鶴見区焼野１－１－２ 津波、洪水
市営焼野住宅3号館 大阪市鶴見区焼野１－１－３ 津波、洪水
市営鶴見第２住宅２号館 大阪市鶴見区鶴見２－21 津波、洪水
市営鶴見第２住宅３号館 大阪市鶴見区鶴見２－20 津波、洪水
市営鶴見第２住宅４号館 大阪市鶴見区鶴見２－16 津波、洪水
コーシャハイツ諸口 大阪市鶴見区諸口２－12－21 津波、洪水
コーシャハイツ諸口北 大阪市鶴見区諸口６－３－19 津波、洪水
市営茨田大宮第1住宅3号館 大阪市鶴見区茨田大宮4-40 津波、洪水
市営鶴見住宅1号館 大阪市鶴見区鶴見2-8 津波、洪水
市営鶴見住宅2号館 大阪市鶴見区鶴見2-8 津波、洪水
市営鶴見住宅3号館 大阪市鶴見区鶴見2-7 津波、洪水
市営鶴見住宅4号館 大阪市鶴見区鶴見2-7 津波、洪水
市営鶴見住宅8号館 大阪市鶴見区鶴見1-2 津波、洪水
市営茨田大宮第2住宅25号館 大阪市鶴見区茨田大宮４－15-25 津波、洪水
イオンモール鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見４－17－１ 津波、洪水
キコーナ鶴見店（鉄骨造立体駐車場） 大阪市鶴見区放出東１－２－27 津波、洪水
ライフ横堤店 大阪市鶴見区横堤３－６－45 津波、洪水
ライフ鶴見今津北店 大阪市鶴見区今津北３－８－22 津波、洪水
ライフ安田諸口店 大阪市鶴見区安田１－１－10 津波、洪水



安立小学校 大阪市住之江区住之江１－４－29 津波、洪水
敷津浦小学校 大阪市住之江区北島２－９－22 津波、洪水
住之江中学校 大阪市住之江区御崎８－１－６ 津波、洪水
住吉商業高等学校 大阪市住之江区御崎７－12－55 津波、洪水
真住中学校 大阪市住之江区御崎２－２－32 津波、洪水
住之江小学校 大阪市住之江区御崎４－６－43 津波、洪水
清江小学校 大阪市住之江区御崎５－７－18 津波、洪水
住吉川小学校 大阪市住之江区西加賀屋４－１－４ 津波、洪水
加賀屋小学校 大阪市住之江区北加賀屋２－５－26 津波、洪水
加賀屋東小学校 大阪市住之江区東加賀屋１－６－25 津波、洪水
加賀屋中学校 大阪市住之江区西加賀屋２－９－20 津波、洪水
粉浜小学校 大阪市住之江区粉浜２－６－６ 津波、洪水
北粉浜小学校 大阪市住之江区粉浜１－５－48 津波、洪水
住吉第一中学校 大阪市住之江区粉浜西１－５－11 津波、洪水
平林小学校 大阪市住之江区平林南２－６－48 津波、洪水
新北島小学校 大阪市住之江区新北島６－２－56 津波、洪水
新北島中学校 大阪市住之江区新北島８－２－46 津波、洪水
南港光小学校 大阪市住之江区南港中４－４－22 津波、洪水
南港桜小学校 大阪市住之江区南港中５－２－48 津波、洪水
南港北中学校 大阪市住之江区南港中４－３－39 津波、洪水
港南造形高等学校 大阪市住之江区南港東２－５－72 津波、洪水
市営御崎住宅1号館 大阪市住之江区御崎４－10 津波、洪水
市営中加賀屋住宅8号館 大阪市住之江区西加賀屋１－３ 津波、洪水
市営中加賀屋住宅9号館 大阪市住之江区中加賀屋１－13 津波、洪水
市営中加賀屋住宅10号館 大阪市住之江区中加賀屋１－12 津波、洪水
市営中加賀屋住宅11号館 大阪市住之江区中加賀屋１－11 津波、洪水
市営中加賀屋住宅12号館 大阪市住之江区中加賀屋１－１ 津波、洪水
市営平林南第3住宅1号館 大阪市住之江区平林南２－９ 津波、洪水
市営敷津浦第2住宅1号館 大阪市住之江区御崎７－１ 津波、洪水
市営北加賀屋住宅1号館 大阪市住之江区北加賀屋１－５ 津波、洪水
市営敷津浦住宅1号館 大阪市住之江区御崎５－７ 津波、洪水
市営住之江住宅1号棟 大阪市住之江区住之江３－11 津波、洪水
市営住之江住宅2号棟 大阪市住之江区住之江３－12 津波、洪水
市営住之江住宅3号棟 大阪市住之江区住之江３－14 津波、洪水
市営柴谷住宅1号棟 大阪市住之江区柴谷２－１ 津波、洪水
市営柴谷住宅2号棟 大阪市住之江区柴谷２－１ 津波、洪水
市営柴谷住宅3号棟 大阪市住之江区柴谷２－１ 津波、洪水
市営御崎住宅4号館 大阪市住之江区御崎４－11 津波、洪水
市営御崎住宅5号館 大阪市住之江区御崎４－９ 津波、洪水
市営御崎住宅10号館 大阪市住之江区御崎２－８ 津波、洪水
市営南港中住宅21号館 大阪市住之江区南港中２－５ 津波、洪水
市営南港中住宅31号館 大阪市住之江区南港中２－８ 津波、洪水
市営東加賀屋住宅1号館 大阪市住之江区東加賀屋１－４ 津波、洪水
市営東加賀屋住宅2号館 大阪市住之江区東加賀屋１－５ 津波、洪水
市営平林南第2住宅1号館 大阪市住之江区平林南２－３ 津波、洪水
市営北加賀屋第5住宅1号館 大阪市住之江区北加賀屋５－６ 津波、洪水
市営中加賀屋住宅２号館 大阪市住之江区中加賀屋１－８ 津波、洪水
市営中加賀屋住宅３号館 大阪市住之江区中加賀屋１－７ 津波、洪水
市営新北島住宅１号館 大阪市住之江区新北島４－１ 津波、洪水
市営新北島住宅２号館 大阪市住之江区新北島４－１ 津波、洪水
市営南港中住宅22号館 大阪市住之江区南港中２－５ 津波、洪水
市営南港中住宅32号館 大阪市住之江区南港中２－８ 津波、洪水
市営南港中住宅41号館 大阪市住之江区南港中５－３ 津波、洪水
市営南港中住宅42号館 大阪市住之江区南港中５－３ 津波、洪水
市営南港中住宅43号館 大阪市住之江区南港中５－３ 津波、洪水
市営南港中住宅44号館 大阪市住之江区南港中５－３ 津波、洪水
市営南港中住宅45号館 大阪市住之江区南港中５－３ 津波、洪水
市営御崎住宅８号館 大阪市住之江区御崎２－14 津波、洪水
市営御崎第２住宅１号館 大阪市住之江区御崎６－７ 津波、洪水
市営平林南第２住宅２号館 大阪市住之江区平林南２－６ 津波、洪水
市営中加賀屋住宅１号館 大阪市住之江区中加賀屋１－９ 津波、洪水
アジア太平洋トレードセンター 大阪市住之江区南港北２－１－10 津波、洪水
住之江区在宅サービスセンター 大阪市住之江区御崎４－６－10 津波、洪水
大阪南港トラックターミナル管理棟 大阪市住之江区南港東４－10－108 津波、洪水
ロイヤル住之江 大阪市住之江区住之江１－４－47 津波、洪水
ロイヤル安立 大阪市住之江区住之江２－10－17 津波、洪水
ルネ住之江 大阪市住之江区平林南２－６－54 津波、洪水
ラ・メール 大阪市住之江区住之江１－４－36 津波、洪水
アクシスコート住之江 大阪市住之江区住之江２－３－18 津波、洪水
グランコート住ノ江 大阪市住之江区安立１－11－25 津波、洪水
朝日プラザ住之江公園 大阪市住之江区西加賀屋４－３－５ 津波、洪水
サニーコットン住之江 大阪市住之江区新北島６－１－５ 津波、洪水
プレミスト住之江 大阪市住之江区西住之江３－５－３ 津波、洪水
ファミール中加賀屋 大阪市住之江区中加賀屋３－３－６ 津波、洪水



株式会社グルメ杵屋 大阪市住之江区北加賀屋３－４－７ 津波、洪水
ＧＬＰ大阪Ⅱ 大阪市住之江区柴谷２－８－76 津波、洪水
ローレルスクエア大阪ベイタワー 大阪市住之江区南港北１－30－30 津波、洪水
ライオンズマンション住之江 大阪市住之江区西住之江２－10－７ 津波、洪水
シティハイツ住ノ江2号棟 大阪市住之江区西住之江１－３－２ 津波、洪水
シティハイツ住ノ江3号棟 大阪市住之江区西住之江１－４－３ 津波、洪水
大きな手　西住之江 大阪市住之江区西住之江３－４－16 津波、洪水
グリーンビル 大阪市住之江区西住之江３－２－１ 津波、洪水
ニュートラム　トレードセンター前駅 大阪市住之江区南港北１－30－21 津波、洪水
ニュートラム　中ふ頭駅 大阪市住之江区南港中５－３－48 津波、洪水
ニュートラム　ポートタウン西駅 大阪市住之江区南港中３－２－68 津波、洪水
ニュートラム　ポートタウン東駅 大阪市住之江区南港中２－１－14 津波、洪水
ニュートラム　フェリーターミナル駅 大阪市住之江区南港東４－８－52 津波、洪水
ニュートラム　南港東駅 大阪市住之江区南港東２－４－52 津波、洪水
ニュートラム　南港口駅 大阪市住之江区南港東１－７－69 津波、洪水
ニュートラム　平林駅 大阪市住之江区平林南１－２ 津波、洪水
ニュートラム　住之江公園駅 大阪市住之江区泉１－１ 津波、洪水
住之江スポーツセンター 大阪市住之江区北加賀屋５－３－47 津波、洪水
大阪府住宅供給公社　住吉団地 大阪市住之江区粉浜３－13－９ 津波、洪水
コーシャハイツ中加賀屋 大阪市住之江区中加賀屋１－４－16 津波、洪水
特別養護老人ホーム　加賀屋の森 大阪市住之江区北加賀屋５－４－23 津波、洪水
住之江下水処理場ろ過池棟屋上部 大阪市住之江区和泉１－１－189 津波、洪水
シャルマンハイツ 大阪市住之江区西加賀屋３－４－１ 津波、洪水
住之江競艇場 大阪市住之江区泉１－１－71 津波、洪水
セリザー住之江 大阪市住之江区西住之江３－１－21 津波、洪水
ソレイユあんりゅう・なかのクリニック　複合ビル 大阪市住之江区安立４－４－15 津波、洪水
咲洲みなみ小中一貫校 大阪市住之江区南港中３－５－14 津波、洪水
市営新北島第２住宅１号館 大阪市住之江区新北島８－２ 津波、洪水
シーサイドレジデンスコスモスクエア駅前 大阪市住之江区南港北１－２５－１０ 津波、洪水
ヤマト運輸株式会社 大阪市住之江区柴谷１－２－70 津波、洪水
株式会社ロゴスコーポレーション　東館ビル 大阪市住之江区平林南２－11－13 津波、洪水
介護付有料老人ホーム　ゆうあい 大阪市住之江区浜口東３－６－23 津波、洪水
大幸工業株式会社　津波避難ビル兼車輌センター 大阪市住之江区平林南１－３－27 津波、洪水
ハイネス住之江公園 大阪市住之江区西加賀屋３－19－４ 津波、洪水
ミシェール住之江 大阪市住之江区住之江２－７－11 津波、洪水
ライフ加賀屋店 大阪市住之江区中加賀屋４－６－28 津波、洪水
三洋電機株式会社　１棟 大阪市住之江区平林北１－２－63 津波、洪水
市営緑木住宅１号棟 大阪市住之江区緑木１－２ 津波、洪水
市営御崎住宅６号棟 大阪市住之江区御崎４－４ 津波、洪水
市営御崎住宅７号棟 大阪市住之江区御崎４－３ 津波、洪水
市営御崎住宅９号棟 大阪市住之江区御崎２－９ 津波、洪水
市営御崎住宅11号棟 大阪市住之江区御崎４－５ 津波、洪水
市営御崎住宅12号棟 大阪市住之江区御崎４－２ 津波、洪水
市営御崎住宅13号棟 大阪市住之江区御崎２－13 津波、洪水
インテックス大阪　５号館・６号館 大阪市住之江区南港北１-５-102 津波、洪水
東粉浜小学校 大阪市住吉区東粉浜２－３－26 津波、洪水
住吉小学校 大阪市住吉区帝塚山西４－１－35 津波、洪水
長居小学校 大阪市住吉区長居東３－３－40 津波、洪水
依羅小学校 大阪市住吉区我孫子４－11－48 津波、洪水
墨江小学校 大阪市住吉区墨江２－３－46 津波、洪水
遠里小野小学校 大阪市住吉区遠里小野６－６－27 津波、洪水
清水丘小学校 大阪市住吉区清水丘２－９－41 津波、洪水
南住吉小学校 大阪市住吉区南住吉３－５－１ 津波、洪水
大空小学校 大阪市住吉区我孫子１－６－12 津波、洪水
大領小学校 大阪市住吉区大領３－３－５ 津波、洪水
苅田小学校 大阪市住吉区苅田３－５－34 津波、洪水
山之内小学校 大阪市住吉区山之内２－17－39 津波、洪水
苅田南小学校 大阪市住吉区苅田10－１－35 津波、洪水
苅田北小学校 大阪市住吉区苅田１－11－39 津波、洪水
三稜中学校 大阪市住吉区千躰１－５－22 津波、洪水
我孫子中学校 大阪市住吉区我孫子東１－４－32 津波、洪水
住吉中学校 大阪市住吉区帝塚山西３－５－６ 津波、洪水
東我孫子中学校 大阪市住吉区苅田１－16－２ 津波、洪水
大和川中学校 大阪市住吉区遠里小野２－11－４ 津波、洪水
墨江丘中学校 大阪市住吉区墨江４－15－34 津波、洪水
大領中学校 大阪市住吉区大領４－３－25 津波、洪水
我孫子南中学校 大阪市住吉区浅香１－８－55 津波、洪水
市営山之内住宅1号館 大阪市住吉区山之内４－13 津波、洪水
市営山之内住宅3号館 大阪市住吉区山之内４－10 津波、洪水
市営山之内住宅4号館 大阪市住吉区山之内４－９ 津波、洪水
市営山之内住宅5号館 大阪市住吉区山之内４－８ 津波、洪水
市営山之内住宅9号館 大阪市住吉区山之内４－５ 津波、洪水
市営南住吉第8住宅1号館 大阪市住吉区南住吉２－19 津波、洪水
市営長居住宅1号館 大阪市住吉区長居１－15 津波、洪水



市営南住吉第9住宅1号館 大阪市住吉区南住吉１－21 津波、洪水
市営南住吉第9住宅2号館 大阪市住吉区南住吉１－14 津波、洪水
市営南住吉第9住宅3号館 大阪市住吉区南住吉１－13 津波、洪水
市営南住吉第9住宅4号館 大阪市住吉区南住吉１－12 津波、洪水
市営我孫子西住宅1号館 大阪市住吉区我孫子西１－10 津波、洪水
市営我孫子西住宅4号館 大阪市住吉区我孫子西１－12 津波、洪水
市営我孫子東第7住宅1号館 大阪市住吉区我孫子２－１ 津波、洪水
市営我孫子東第7住宅2号館 大阪市住吉区我孫子２－２ 津波、洪水
市営我孫子東第7住宅3号館 大阪市住吉区我孫子２－３ 津波、洪水
市営我孫子東第7住宅4号館 大阪市住吉区我孫子東１－12 津波、洪水
市営我孫子東第7住宅5号館 大阪市住吉区我孫子東１－13 津波、洪水
市営我孫子東第7住宅6号館 大阪市住吉区我孫子東１－８ 津波、洪水
市営我孫子東第7住宅7号館 大阪市住吉区我孫子東１－10 津波、洪水
市営住吉住宅1号館 大阪市住吉区帝塚山東５ 津波、洪水
市営住吉住宅17号館 大阪市住吉区万代６－７ 津波、洪水
市営遠里小野住宅5号館 大阪市住吉区遠里小野２－15 津波、洪水
市営東長居住宅1号館 大阪市住吉区長居東３－20 津波、洪水
市営我孫子住宅1号館 大阪市住吉区我孫子５－７ 津波、洪水
市営我孫子南住宅1号館 大阪市住吉区我孫子東３－10 津波、洪水
市営我孫子南住宅2号館 大阪市住吉区我孫子東３－８ 津波、洪水
市営我孫子南住宅3号館 大阪市住吉区我孫子東３－13 津波、洪水
市営我孫子南住宅4号館 大阪市住吉区我孫子東３－12 津波、洪水
市営我孫子南住宅5号館 大阪市住吉区我孫子東３－11 津波、洪水
市営我孫子南住宅6号館 大阪市住吉区我孫子東３－10 津波、洪水
市営我孫子南住宅7号館 大阪市住吉区我孫子東３－６ 津波、洪水
市営我孫子南住宅8号館 大阪市住吉区我孫子東３－５ 津波、洪水
市営我孫子南住宅9号館 大阪市住吉区我孫子東３－７ 津波、洪水
市営苅田住宅1号館 大阪市住吉区苅田９－17 津波、洪水
市営杉本住宅1号館 大阪市住吉区杉本１－２ 津波、洪水
市営南住吉第5住宅1号館 大阪市住吉区南住吉２－11 津波、洪水
市営南住吉第5住宅2号館 大阪市住吉区南住吉２－12 津波、洪水
市営南住吉第5住宅3号館 大阪市住吉区南住吉２－12 津波、洪水
市営南住吉第5住宅4号館 大阪市住吉区南住吉２－12 津波、洪水
市営南住吉第5住宅5号館 大阪市住吉区南住吉２－13 津波、洪水
市営南住吉第4住宅1号館 大阪市住吉区南住吉３－７ 津波、洪水
市営千躰住宅1号館 大阪市住吉区千躰２－３ 津波、洪水
市営我孫子第3住宅1号館 大阪市住吉区我孫子１－８ 津波、洪水
市営万代住宅1号館 大阪市住吉区万代２－９ 津波、洪水
市営浅香中住宅1号館 大阪市住吉区浅香２－２ 津波、洪水
市営浅香西住宅1号館 大阪市住吉区浅香２－１－１ 津波、洪水
市営浅香西住宅2号館 大阪市住吉区浅香２－１ 津波、洪水
市営浅香西住宅3号館 大阪市住吉区浅香２－１ 津波、洪水
市営我孫子第2住宅1号館 大阪市住吉区我孫子１－５ 津波、洪水
市営我孫子第2住宅2号館 大阪市住吉区我孫子１－６ 津波、洪水
市営我孫子第2住宅3号館 大阪市住吉区我孫子１－６ 津波、洪水
市営我孫子第2住宅4号館 大阪市住吉区我孫子１－６ 津波、洪水
市営我孫子第2住宅5号館 大阪市住吉区我孫子東１－５ 津波、洪水
市営我孫子第2住宅6号館 大阪市住吉区我孫子東１－７ 津波、洪水
市営南住吉第1住宅1号館 大阪市住吉区南住吉４－４ 津波、洪水
市営南住吉第1住宅2号館 大阪市住吉区南住吉４－10 津波、洪水
市営南住吉第1住宅3号館 大阪市住吉区南住吉４－13 津波、洪水
市営南住吉第1住宅5号館 大阪市住吉区南住吉４－９ 津波、洪水
市営南住吉第6住宅1号館 大阪市住吉区南住吉２－15 津波、洪水
市営山之内住宅6号館 大阪市住吉区山之内４－７ 津波、洪水
市営長居1丁目住宅1号館 大阪市住吉区長居１－14－１ 津波、洪水
市営清水丘住宅1号館 大阪市住吉区清水丘３－５－１ 津波、洪水
市営清水丘住宅2号館 大阪市住吉区清水丘３－４－２ 津波、洪水
市営遠里小野第2住宅1号館 大阪市住吉区遠里小野７－６－29 津波、洪水
市営苅田南住宅1号館 大阪市住吉区苅田９－10－11 津波、洪水
市営苅田南住宅2号館 大阪市住吉区苅田９－10－２ 津波、洪水
市営苅田南住宅3号館 大阪市住吉区苅田9－10－3 津波、洪水
市営苅田北住宅１号館 大阪市住吉区苅田４－９－１ 津波、洪水
市営苅田北住宅２号館 大阪市住吉区苅田４－８－２ 津波、洪水
市営苅田北住宅３号館 大阪市住吉区苅田４－８－３ 津波、洪水
市営苅田北住宅４号館 大阪市住吉区苅田４－７－４ 津波、洪水
市営苅田北住宅５号館 大阪市住吉区苅田４－７－５ 津波、洪水
市営長居西第２住宅１号館 大阪市住吉区長居西１－10－１ 津波、洪水
市営長居西第２住宅２号館 大阪市住吉区長居西１－10－２ 津波、洪水
市営長居西第２住宅３号館 大阪市住吉区長居西１－３－３ 津波、洪水
市営長居西第２住宅４号館 大阪市住吉区長居西１－３－４ 津波、洪水
市営住吉住宅６号館 大阪市住吉区帝塚山東５－３ 津波、洪水
市営上住吉住宅３号館 大阪市住吉区上住吉１－１ 津波、洪水
市営浅香住宅９号館 大阪市住吉区浅香２－１ 津波、洪水
市営南住吉第７住宅１号館 大阪市住吉区南住吉２－20 津波、洪水



コーシャハイツ苅田 大阪市住吉区苅田９－16－21 津波、洪水
苅田土地改良記念会館 大阪市住吉区苅田９－５－27 津波、洪水
市営住吉住宅３号館 大阪市住吉区帝塚山５－６－３ 津波、洪水
大阪府立阪南高等学校 大阪市住吉区庭井２－18－81 津波、洪水
タイホ防災株式会社社屋 大阪市住吉区山之内４－12－12 津波、洪水
リバーガーデン我孫子前 大阪市住吉区山之内１－10－12 津波、洪水
桑津小学校 大阪市東住吉区桑津５－13－13 洪水
北田辺小学校 大阪市東住吉区北田辺３－11－14 洪水
田辺小学校 大阪市東住吉区田辺２－３－34 洪水
東田辺小学校 大阪市東住吉区東田辺２－14－６ 洪水
南田辺小学校 大阪市東住吉区南田辺４－３－４ 洪水
南百済小学校 大阪市東住吉区湯里１－15－40 洪水
育和小学校 大阪市東住吉区杭全４－10－12 洪水
鷹合小学校 大阪市東住吉区鷹合３－12－38 洪水
今川小学校 大阪市東住吉区今川４－24－４ 洪水
やたなか小中一貫校（矢田小学校、矢田南中学校） 大阪市東住吉区矢田３－４－27 洪水
矢田東小学校 大阪市東住吉区住道矢田２－７－43 洪水
矢田西小学校 大阪市東住吉区公園南矢田２－15－43 洪水
矢田北小学校 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田２－１－55 洪水
湯里小学校 大阪市東住吉区湯里６－８－３ 洪水
田辺中学校 大阪市東住吉区南田辺４－７－24 洪水
東住吉中学校 大阪市東住吉区桑津５－１７－25 洪水
中野中学校 大阪市東住吉区中野４－４－25 洪水
矢田中学校 大阪市東住吉区住道矢田９－７－55 洪水
白鷺中学校 大阪市東住吉区今川１－２－21 洪水
矢田西中学校 大阪市東住吉区公園南矢田２－12－47 洪水
大阪府立東住吉支援学校 大阪市東住吉区矢田５－１－22 洪水
市営公園南矢田住宅2号館 大阪市東住吉区公園南矢田4－6 洪水
市営長居東住宅1号館 大阪市東住吉区矢田1－15 洪水
市営長居東住宅2号館 大阪市東住吉区矢田1－14 洪水
市営長居東住宅3号館 大阪市東住吉区矢田1－13 洪水
市営矢田中住宅1号館 大阪市東住吉区矢田6－11 洪水
市営矢田中住宅2号館 大阪市東住吉区矢田6－11－2 洪水
市営矢田中住宅3号館 大阪市東住吉区矢田6－10－3 洪水
市営矢田部住宅1号館 大阪市東住吉区公園南矢田1－18－20 洪水
市営矢田部住宅2号館 大阪市東住吉区公園南矢田1－32－2 洪水
市営矢田部住宅3号館 大阪市東住吉区公園南矢田1－31－3 洪水
市営矢田部住宅4号館 大阪市東住吉区公園南矢田1－30－4 洪水
市営矢田部住宅15号館 大阪市東住吉区公園南矢田1－12－15 洪水
市営矢田部住宅16号館 大阪市東住吉区公園南矢田1－12－16 洪水
市営矢田部住宅17号館 大阪市東住吉区公園南矢田1－23－17 洪水
特別養護老人ホーム　ゆめあまみ 大阪市東住吉区矢田７－６－10 洪水
在宅介護ステーション　せいりょう 大阪市東住吉区公園南矢田４－10－６ 洪水
障がい者支援施設　ヴァンサンクの郷 大阪市東住吉区公園南矢田３－13－22 洪水
特別養護老人ホーム　くつろぎ 大阪市東住吉区公園南矢田１－４－17 洪水
サービス付き高齢者向け住宅　介護付き有料老人ホーム
北田辺輝きの郷

大阪市東住吉区北田辺１－９－９ 洪水

市営矢田中住宅４号館 大阪市東住吉区矢田６－12－４ 洪水
市営住道矢田住宅１号館 大阪市東住吉区住道矢田３－１－１ 洪水
喜連小学校 大阪市平野区喜連７－６－４ 洪水
平野西小学校 大阪市平野区背戸口４－１－31 洪水
平野小学校 大阪市平野区平野宮町１－９－29 洪水
長吉小学校 大阪市平野区長吉長原２－６－55 洪水
瓜破小学校 大阪市平野区瓜破５－３－11 洪水
加美小学校 大阪市平野区加美正覚寺３－13－35 洪水
加美南部小学校 大阪市平野区加美南１－９－17 洪水
平野南小学校 大阪市平野区平野南２－３－８ 洪水
長吉東小学校 大阪市平野区長吉出戸８－８－41 洪水
喜連西小学校 大阪市平野区喜連西３－17－61 洪水
長吉南小学校 大阪市平野区長吉六反３－２－17 洪水
瓜破北小学校 大阪市平野区瓜破１－８－33 洪水
長原小学校 大阪市平野区長吉長原東３－10－９ 洪水
喜連東小学校 大阪市平野区喜連東２－２－17 洪水
瓜破東小学校 大阪市平野区瓜破東２－５－78 洪水
長吉六反小学校 大阪市平野区長吉六反５－３－41 洪水
加美北小学校 大阪市平野区加美北７－４－10 洪水
長吉出戸小学校 大阪市平野区長吉出戸３－１－43 洪水
瓜破西小学校 大阪市平野区瓜破西２－１－43 洪水
喜連北小学校 大阪市平野区喜連１－７－４ 洪水
加美東小学校 大阪市平野区加美東５－９－25 洪水
川辺小学校 大阪市平野区長吉川辺１－４－９ 洪水
新平野西小学校 大阪市平野区背戸口１－５－22 洪水
摂陽中学校 大阪市平野区平野西３－４－７ 洪水
平野中学校 大阪市平野区背戸口１－16－26 洪水



長吉中学校 大阪市平野区長吉長原東１－６－15 洪水
瓜破中学校 大阪市平野区瓜破２－５－31 洪水
加美中学校 大阪市平野区加美正覚寺３－13－46 洪水
長吉西中学校 大阪市平野区長吉長原西３－８－21 洪水
喜連中学校 大阪市平野区喜連西６－２－11 洪水
長吉六反中学校 大阪市平野区長吉六反４－９－61 洪水
瓜破西中学校 大阪市平野区瓜破西２－12－22 洪水
加美南中学校 大阪市平野区加美南１－10－15 洪水
平野北中学校 大阪市平野区平野宮町１－８－55 洪水
市営平野東住宅１号館 大阪市平野区平野南３－10 洪水
市営平野東住宅３号館 大阪市平野区平野南３－９ 洪水
市営平野東住宅４号館 大阪市平野区平野南３－11 洪水
市営平野東住宅５号館 大阪市平野区平野南３－11 洪水
市営長吉長原東住宅３号館 大阪市平野区長吉長原東２－１ 洪水
市営長吉長原東住宅４号館 大阪市平野区長吉長原東２－１ 洪水
市営長吉長原東住宅５号館 大阪市平野区長吉長原東１－８ 洪水
市営長吉長原東住宅６号館 大阪市平野区長吉長原東１－９ 洪水
市営長吉長原東住宅７号館 大阪市平野区長吉長原東１－９ 洪水
市営長吉長原東住宅８号館 大阪市平野区長吉長原東１－11 洪水
市営長吉長原東住宅９号館 大阪市平野区長吉長原東１－５ 洪水
市営長吉長原東住宅10号館 大阪市平野区長吉長原東２－５ 洪水
市営長吉長原東住宅11号館 大阪市平野区長吉長原東２－５ 洪水
市営長吉長原東住宅12号館 大阪市平野区長吉長原東２－６ 洪水
市営長吉長原東住宅13号館 大阪市平野区長吉長原東２－７ 洪水
市営長吉長原東住宅14号館 大阪市平野区長吉六反３－８ 洪水
市営長吉長原東住宅15号館 大阪市平野区長吉六反３－８ 洪水
市営長吉長原東住宅16号館 大阪市平野区長吉六反３－11 洪水
市営瓜破東第２住宅１号館 大阪市平野区瓜破東２－６ 洪水
市営瓜破東第２住宅２号館 大阪市平野区瓜破東４－５ 洪水
市営瓜破東第２住宅３号館 大阪市平野区瓜破東４－５ 洪水
市営瓜破東第２住宅４号館 大阪市平野区瓜破東４－５ 洪水
市営瓜破東第２住宅５号館 大阪市平野区瓜破東２－７ 洪水
市営瓜破東第２住宅26号館 大阪市平野区瓜破東２－７ 洪水
市営長吉長原西住宅１号館 大阪市平野区長吉長原西３－９ 洪水
市営長吉長原西住宅６号館 大阪市平野区長吉長原西３－10 洪水
市営長吉長原東第４住宅37号館 大阪市平野区長吉長原東３－４ 洪水
市営長吉長原東第４住宅38号館 大阪市平野区長吉長原東３－３ 洪水
市営長吉長原西第２住宅１号館 大阪市平野区長吉長原西３－６ 洪水
市営長吉出戸西住宅23号館 大阪市平野区長吉出戸２－25 洪水
市営長吉出戸西住宅24号館 大阪市平野区長吉出戸２－６ 洪水
市営東喜連第４住宅２号館 大阪市平野区喜連東５－２ 洪水
市営東喜連第４住宅３号館 大阪市平野区喜連東５－３ 洪水
市営東喜連第４住宅４号館 大阪市平野区喜連東５－13 洪水
市営東喜連第４住宅５号館 大阪市平野区喜連東５－４ 洪水
市営東喜連第４住宅６号館 大阪市平野区喜連東３－10 洪水
市営東喜連第４住宅７号館 大阪市平野区喜連東３－９ 洪水
市営東喜連第４住宅８号館 大阪市平野区喜連東３－５ 洪水
市営東喜連第４住宅９号館 大阪市平野区喜連東３－６ 洪水
市営長吉住宅１号館 大阪市平野区長吉長原２－14 洪水
市営長吉川辺住宅１号館 大阪市平野区長吉川辺３－21 洪水
市営喜連第２住宅１号館 大阪市平野区喜連４－10 洪水
市営喜連第２住宅３号館 大阪市平野区喜連４－13 洪水
市営加美北住宅１号館 大阪市平野区加美北８－14 洪水
市営加美北住宅２号館 大阪市平野区加美北８－18 洪水
市営加美北第２住宅１号館 大阪市平野区加美北８－９ 洪水
市営加美北第２住宅２号館 大阪市平野区加美北８－13 洪水
市営加美北第２住宅３号館 大阪市平野区加美北８－19 洪水
市営喜連住宅１号館 大阪市平野区喜連７－３ 洪水
市営喜連住宅２号館 大阪市平野区喜連７－４ 洪水
市営喜連住宅３号館 大阪市平野区喜連７－４ 洪水
市営西喜連第３住宅１号館 大阪市平野区喜連西２－２ 洪水
市営西喜連第３住宅２号館 大阪市平野区喜連西２－２ 洪水
市営西喜連第３住宅３号館 大阪市平野区喜連西３－３ 洪水
市営西喜連第３住宅４号館 大阪市平野区喜連西３－３ 洪水
市営西喜連第３住宅５号館 大阪市平野区喜連西３－２ 洪水
市営西喜連第３住宅６号館 大阪市平野区喜連西３－２ 洪水
市営長吉長原住宅１号館 大阪市平野区長吉長原４－３ 洪水
市営長吉長原住宅２号館 大阪市平野区長吉長原４－３ 洪水
市営加美南住宅１号館 大阪市平野区加美南１－５ 洪水
市営瓜破東第１住宅１号館 大阪市平野区瓜破東１－６ 洪水
市営瓜破東第１住宅２号館 大阪市平野区瓜破東１－６ 洪水
市営瓜破東第１住宅３号館 大阪市平野区瓜破東１－12 洪水
市営瓜破東第１住宅４号館 大阪市平野区瓜破東１－11 洪水
市営瓜破東第１住宅５号館 大阪市平野区瓜破東１－6 洪水



市営加美北第３住宅１号館 大阪市平野区加美北８－２ 洪水
市営加美正覚寺東住宅２号館 大阪市平野区加美正覚寺３－９ 洪水
市営加美正覚寺東住宅３号館 大阪市平野区加美正覚寺３－11 洪水
市営西喜連第４住宅１号館 大阪市平野区喜連西１－10 洪水
市営西喜連第４住宅２号館 大阪市平野区喜連西２－10 洪水
市営西喜連第４住宅３号館 大阪市平野区喜連西１－３ 洪水
市営西喜連第４住宅４号館 大阪市平野区喜連西１－３ 洪水
市営西喜連第４住宅５号館 大阪市平野区喜連西２－1 洪水
市営加美東第２住宅１号館 大阪市平野区加美東６－３ 洪水
市営加美東第２住宅２号館 大阪市平野区加美東６－３ 洪水
市営加美東第２住宅３号館 大阪市平野区加美東６－６ 洪水
市営加美東第１住宅１号館 大阪市平野区加美東３－６ 洪水
市営加美東第１住宅２号館 大阪市平野区加美東３－５ 洪水
市営加美東第１住宅４号館 大阪市平野区加美東３－８ 洪水
市営加美東第１住宅６号館 大阪市平野区加美東３－10 洪水
市営東喜連第５住宅１号館 大阪市平野区喜連東４－８ 洪水
市営東喜連第５住宅２号館 大阪市平野区喜連東５－１ 洪水
市営西喜連第５住宅１号館 大阪市平野区喜連西４－２ 洪水
市営西喜連第５住宅２号館 大阪市平野区喜連西３－18 洪水
市営西喜連第５住宅３号館 大阪市平野区喜連西３－16 洪水
市営西喜連第５住宅４号館 大阪市平野区喜連西３－８ 洪水
市営長吉六反第１住宅１号館 大阪市平野区長吉六反１－11 洪水
市営長吉六反第１住宅２号館 大阪市平野区長吉六反１－11 洪水
市営長吉六反第１住宅３号館 大阪市平野区長吉六反１－11 洪水
市営東喜連住宅１号館 大阪市平野区喜連東４－５ 洪水
市営長吉出戸南第１住宅１号館 大阪市平野区長吉出戸８－10 洪水
市営長吉出戸南第１住宅２号館 大阪市平野区長吉出戸８－３－２ 洪水
市営長吉出戸南第１住宅３号館 大阪市平野区長吉出戸８－３－３ 洪水
市営長吉出戸南第１住宅４号館 大阪市平野区長吉出戸８－11 洪水
市営長吉出戸南第１住宅６号館 大阪市平野区長吉出戸８－７ 洪水
市営長吉出戸南第１住宅７号館 大阪市平野区長吉出戸８－７ 洪水
市営瓜破東住宅２号館 大阪市平野区瓜破東２－３ 洪水
市営長吉第２住宅１号館 大阪市平野区長吉出戸１－１－１ 洪水
市営長吉第２住宅２号館 大阪市平野区長吉出戸１－１－２ 洪水
市営長吉第２住宅３号館 大阪市平野区長吉出戸１－１－３ 洪水
市営瓜破東８丁目住宅２号館 大阪市平野区瓜破東８－９－２ 洪水
市営瓜破東８丁目住宅４号館 大阪市平野区瓜破東８－９－４ 洪水
市営瓜破東１丁目住宅１号館 大阪市平野区瓜破東１－３－１ 洪水
市営瓜破東１丁目住宅２号館 大阪市平野区瓜破東１－３－２ 洪水
市営瓜破東１丁目住宅３号館 大阪市平野区瓜破東１－４－３ 洪水
市営瓜破東１丁目住宅４号館 大阪市平野区瓜破東１－４－４ 洪水
市営瓜破東１丁目住宅５号館 大阪市平野区瓜破東１－４－６ 洪水
市営西喜連第５住宅５号館 大阪市平野区喜連西４－２－５ 洪水
市営瓜破東住宅３号館 大阪市平野区瓜破東２－２ 洪水
市営瓜破２丁目住宅１号館 大阪市平野区瓜破２－４－１ 洪水
市営瓜破２丁目住宅２号館 大阪市平野区瓜破２－４－２ 洪水
市営瓜破２丁目住宅３号館 大阪市平野区瓜破２－４－３ 洪水
市営瓜破２丁目住宅４号館 大阪市平野区瓜破２－４－４ 洪水
市営瓜破２丁目住宅５号館 大阪市平野区瓜破２－４－５ 洪水
市営長吉出戸南第１住宅５号館 大阪市平野区長吉出戸８－７ 洪水
市営長吉六反北住宅１号館 大阪市平野区長吉六反４－８－１ 洪水
市営長吉六反北住宅２号館 大阪市平野区長吉六反４－８－２ 洪水
市営長吉長原西第２住宅２号館 大阪市平野区長吉長原西３－６－２ 洪水
市営西喜連第５住宅6号館 大阪市平野区喜連西４－５－６ 洪水
市営西喜連第５住宅7号館 大阪市平野区喜連西４－４－７ 洪水
市営長吉六反北３号館 大阪市平野区長吉六反4-5-3 洪水
市営長吉出戸第2住宅１号館 大阪市平野区長吉出戸7-3 洪水
市営長吉出戸第2住宅２号館 大阪市平野区長吉出戸7-3 洪水
ライフ喜連瓜破店 大阪市平野区喜連西６－２－34 洪水
市営東喜連第２住宅１号館 大阪市平野区喜連東３－６－１ 洪水
市営瓜破東住宅１号館 大阪市平野区瓜破２－４－１ 洪水
市営瓜破東住宅４号館 大阪市平野区瓜破東２－５－４ 洪水
市営長吉六反東第１住宅１号棟 大阪市平野区長吉六反5-8-1 洪水
市営長吉六反東第１住宅２号棟 大阪市平野区長吉六反5-8-2 洪水
天下茶屋中学校 大阪市西成区橘１－８－２ 津波、洪水
いまみや小中一貫校（新今宮小学校・今宮中学校） 大阪市西成区花園北１－８－32 津波、洪水
成南中学校 大阪市西成区千本中１－17－10 津波、洪水
鶴見橋中学校 大阪市西成区長橋３－９－23 津波、洪水
玉出中学校 大阪市西成区玉出西１－15－37 津波、洪水
梅南中学校 大阪市西成区梅南３－３－17 津波、洪水
もと弘治小学校 大阪市西成区花園北２－16－26 津波、洪水
長橋小学校 大阪市西成区長橋２－３－21 津波、洪水
もと今宮小学校 大阪市西成区天下茶屋１－17－14 津波、洪水
橘小学校 大阪市西成区橘２－１－29 津波、洪水



もと松之宮小学校 大阪市西成区旭３－５－39 津波、洪水
まつば小学校 大阪市西成区梅南３－２－25 津波、洪水
玉出小学校 大阪市西成区玉出中２－13－48 津波、洪水
岸里小学校 大阪市西成区千本中１－８－22 津波、洪水
千本小学校 大阪市西成区千本中２－８－８ 津波、洪水
もと津守小学校 大阪市西成区津守３－１－66 津波、洪水
南津守小学校 大阪市西成区南津守６－１－14 津波、洪水
北津守小学校 大阪市西成区北津守３－３－40 津波、洪水
天下茶屋小学校 大阪市西成区聖天下１－11－35 津波、洪水
今宮工科高等学校 大阪市西成区出城１－１－６ 津波、洪水
西成高等学校 大阪市西成区津守１－13－10 津波、洪水
市営出城第1住宅 大阪市西成区出城３－３ 津波、洪水
市営出城第2住宅 大阪市西成区出城３－１ 津波、洪水
市営出城第3住宅 大阪市西成区南開２－４ 津波、洪水
市営出城東第2住宅 大阪市西成区出城１－８－３ 津波、洪水
市営出城西住宅1号館 大阪市西成区南開２－５ 津波、洪水
市営出城西住宅2号館 大阪市西成区出城３－５ 津波、洪水
市営長橋第1住宅 大阪市西成区長橋２－１ 津波、洪水
市営長橋第3住宅2号館 大阪市西成区長橋３－１ 津波、洪水
市営長橋第3住宅3号館 大阪市西成区長橋３－１ 津波、洪水
市営長橋第4住宅1号館 大阪市西成区長橋１－８ 津波、洪水
市営長橋第4住宅2号館 大阪市西成区長橋１－８ 津波、洪水
市営長橋第5住宅1号館 大阪市西成区長橋１－９ 津波、洪水
市営長橋第5住宅2号館 大阪市西成区長橋１－９ 津波、洪水
市営長橋第6住宅1号館 大阪市西成区長橋２－５ 津波、洪水
市営北津守住宅1号館 大阪市西成区北津守１－６ 津波、洪水
市営北津守住宅2号館 大阪市西成区北津守１－６ 津波、洪水
市営北津守第3住宅2号館 大阪市西成区北津守３－９ 津波、洪水
市営北津守第3住宅3号館 大阪市西成区北津守３－９ 津波、洪水
市営松之宮住宅3号館 大阪市西成区旭２－７ 津波、洪水
市営中開東2号館 大阪市西成区中開２－１－13 津波、洪水
市営南開第1住宅1号館 大阪市西成区南開２－６ 津波、洪水
市営ひらき住宅1号館 大阪市西成区中開３－３ 津波、洪水
市営ひらき住宅2号館 大阪市西成区南開２－３ 津波、洪水
市営ひらき住宅3号館 大阪市西成区中開３－３ 津波、洪水
市営ひらき住宅4号館 大阪市西成区南開２－３ 津波、洪水
市営ひらき西住宅2号館 大阪市西成区中開３－５ 津波、洪水
市営北開住宅1号館 大阪市西成区北開１－１ 津波、洪水
市営南津守第2住宅1号館 大阪市西成区南津守６－３ 津波、洪水
市営南津守第2住宅2号館 大阪市西成区南津守６－３ 津波、洪水
市営南津守第3住宅1号館 大阪市西成区南津守１－１ 津波、洪水
市営南津守第3住宅2号館 大阪市西成区南津守１－１ 津波、洪水
市営南津守第4住宅1号館 大阪市西成区南津守２－４ 津波、洪水
市営南津守第4住宅2号館 大阪市西成区南津守２－４ 津波、洪水
市営南津守第4住宅3号館 大阪市西成区南津守２－４ 津波、洪水
市営松住宅1号棟 大阪市西成区松１－３ 津波、洪水
市営松之宮住宅4号館 大阪市西成区旭3-2 津波、洪水
市営中津守住宅1号館 大阪市西成区津守3-1 津波、洪水
市営中津守住宅2号館 大阪市西成区津守3-1 津波、洪水
市営南津守第1住宅1号館 大阪市西成区南津守2-2 津波、洪水
市営南津守第1住宅2号館 大阪市西成区南津守2-2 津波、洪水
市営出城通第５住宅１号館 大阪市西成区出城３－２ 津波、洪水
西成スポーツセンター 大阪市西成区玉出東１－６－１ 津波、洪水
ニトリ西成店 大阪市西成区出城１－２－37 津波、洪水
ジョーシン南津守店 大阪市西成区南津守５－２－14 津波、洪水
ホームセンターコーナン南津守店 大阪市西成区南津守６－１－75 津波、洪水
南大阪看護専門学校 大阪市西成区南津守７－14－31 津波、洪水
西成区在宅サービスセンター　はぎのさと別館 大阪市西成区松３－１－16 津波、洪水
ホームズ南津守店 大阪市西成区南津守１－６－41 津波、洪水
にしなりwing 大阪市西成区北津守３－６－４ 津波、洪水
大阪市社会福祉研修・情報センター 大阪市西成区出城２－５－20 津波、洪水
パークコート 大阪市西成区出城２－５－５ 津波、洪水
市営萩之茶屋北住宅１号館 大阪市西成区萩之茶屋1-11-22 津波、洪水
市営天津橋住宅１号館 大阪市西成区南津守2-4-11 津波、洪水
ライフ玉出東店 大阪市西成区玉出東２－９－40 津波、洪水
キコーナ津守店 大阪市西成区津守１－９－５ 津波、洪水
市営萩之茶屋北住宅２号棟 大阪市西成区萩之茶屋１-11-２ 津波、洪水
リバーガーデン岸里玉出 大阪市西成区玉出中１－16－４ 津波、洪水


