
津　波　等　一　時　避　難　場　所 平成２８年１２月１日現在
　

地区 施設名 所在地 収容人数 周辺地図

クリーンセンター第1工場 大高洲町8 80http://goo.gl/maps/HgGX4

ジュエルコート神田 神田北通6-162-1 100http://goo.gl/maps/Pscci

グリーントピア２１セレーノ尼崎 神田南通3-57-34 290http://goo.gl/maps/Cdtrs

ドミトリー神田 神田南通3-73 50http://goo.gl/maps/ttxjm

井原ビル 神田南通3-75 70http://goo.gl/maps/A8Q7u

中央図書館 北城内27 800中央図書館 北城内27 800http://goo.gl/maps/BJtlK

尼崎市立琴ﾉ浦高等学校 北城内47－1 1,080http://goo.gl/maps/LvnhK

中村産業（株） 北大物町9-7 20http://goo.gl/maps/jnXUs

兵庫県立尼崎高等学校 北大物町18-1 2,630http://goo.gl/maps/CWRzr

竹谷小学校 北竹谷町2-36 1,130http://goo.gl/maps/hX3wu竹谷小学校 北竹谷町2-36 1,130

都心3号線立体遊歩道、庄下川東広場
（総合文化センター・アマゴッタ間のデッキ及び広場）

昭和通2-6～7 及び西大物町12 3,700http://goo.gl/maps/mUwlt

市営　昭和通２丁目改良住宅 昭和通2-6-21 260http://goo.gl/maps/U67Kb

都ホテルニューアルカイック　（3階宴会場ロビー） 昭和通2-7-1 600http://goo.gl/maps/SKX2A

尼崎商工会議所　（4階から7階の会議室等） 昭和通3-96 700尼崎商工会議所　（4階から7階の会議室等） 昭和通3-96 700http://goo.gl/maps/EFS0z

長尾クリニック在宅医療ステーション 昭和通7－242 90http://goo.gl/maps/8MHrT

サントピア尼崎Ⅱ 昭和通8-268-3 60http://goo.gl/maps/R3IR2

シェーンハイム 大物町1-9-14 10http://goo.gl/maps/Rc2NN

フォンタルＮＯＷ 大物町1-10-3 10http://goo.gl/maps/BkRQMフォンタルＮＯＷ 大物町1-10-3 10http://goo.gl/maps/BkRQM

市営　大物住宅 大物町2-6-21 240http://goo.gl/maps/dlRRy

市営　築地本町改良住宅（1～4号棟） 築地3-1、4-1 1,940http://goo.gl/maps/qWLEj

市営　築地南浜改良住宅（1～3号棟） 築地3-6、4-6、5-10 780http://goo.gl/maps/mcIL5

中在家中継ポンプ場　（管理棟) 中在家町1-19 40http://goo.gl/maps/gc42B中在家中継ポンプ場　（管理棟) 中在家町1-19 40

アマゴッタ 西大物町12-41 250http://goo.gl/maps/hVQSO

ルゼフィール立花（１・２号棟） 西難波町1-1 860http://goo.gl/maps/jLHEc

コーポラス河野 西難波町4-3-21 100http://goo.gl/maps/vRg70

阪神自動車航空鉄道専門学校 西難波町4-6-26 1,000http://goo.gl/maps/sh8mp中央

県営　尼崎西難波住宅 西難波町6-5 500http://goo.gl/maps/Uufdz

難波の梅小学校 西難波町6-14-57 2,700https://goo.gl/maps/s2jkCoe7duS2

市営　西本町住宅 西本町5-47 370http://goo.gl/maps/UAeFo

中央体育館　（サンシビック尼崎） 西御園町93-2 900http://goo.gl/maps/0lp8h

中央

パーカー加工株式会社　阪神工場 西向島町81-2 390http://goo.gl/maps/95ok7

クリーンセンター第2工場 東海岸町16-1 150http://goo.gl/maps/HlM1x

資源リサイクルセンター 東海岸町23－1 300http://goo.gl/maps/HC6js

尼崎だいもつ病院 東大物町１-1-1 3,560https://goo.gl/maps/MTzK4APXZ7v

メゾンドール橘公園 東難波町2-4-1 330メゾンドール橘公園 東難波町2-4-1 330http://goo.gl/maps/cOm9W

レスタージュ橘通り緑彩館 東難波町2-16-1 870http://goo.gl/maps/LEm38

サクシード２１ 東難波町3-5-6 90http://goo.gl/maps/vO6A1

県営　尼崎東難波住宅（サン兵庫） 東難波町3-10-13 250http://goo.gl/maps/EFrzG

メゾンモア 東難波町3-22-6 40http://goo.gl/maps/cysWGメゾンモア 東難波町3-22-6 40http://goo.gl/maps/cysWG

難波小学校 東難波町4-3-40 1,620http://goo.gl/maps/y43kd

シバタハイツ 東難波町4-6-2 200http://goo.gl/maps/TeSyJ

ベルコ尼崎駅前ホール 東難波町5-17-30 850http://goo.gl/maps/qhwtn

キングマンション尼崎シエナシティ 東難波町5-30-24 480http://goo.gl/maps/gtJzO

老人保健施設　友の家 東本町2-51 100http://goo.gl/maps/kWnfj

特別養護老人ホーム　ほがらか苑 東本町4-103-11 300http://goo.gl/maps/pg9bE

新日鉄住金株式会社　尼崎研究開発センター5階 扶桑町1-8 1,000http://goo.gl/maps/cGwSF

住友精密工業株式会社（本館） 扶桑町1-10 500http://goo.gl/maps/UFMtj

市営　築地改良住宅 南城内2-35 1,050http://goo.gl/maps/Rjy3P

明城小学校 南城内10-1 1,830http://goo.gl/maps/piA9j

住宅型有料老人ホーム　ハウスみもざ 南初島町8-51 110http://goo.gl/maps/TaMMP

あすなろ保育園 宮内町3－141 300https://goo.gl/7s86uk

中央　計５１件　　公共施設　　２１件　　民間施設　　３０件 35,680中央　計５１件　　公共施設　　２１件　　民間施設　　３０件 35,680



地区 施設名 所在地 収容人数 周辺地図

市営　今福住宅 今福1-2-10 700http://goo.gl/maps/I9ipw

ジュノンマンション 今福2-4-10 20http://goo.gl/maps/ejJuU

コーナン杭瀬店　（2・屋上階駐車場） 梶ヶ島19-1 4,950http://goo.gl/maps/v2D8f

ベルメゾンⅥ 神崎町8-5 50http://goo.gl/maps/1FDwL

市営　神崎北住宅 神崎町18-1 300http://goo.gl/maps/psGkU

小田北中学校 神崎町24-1 2,340http://goo.gl/maps/pWSqb

ルゼフィール金楽寺町（市借上） 金楽寺町1-4-20 630http://goo.gl/maps/EfMr0

ルゼフィール金楽寺町（県借上） 金楽寺町1-4-30 340http://goo.gl/maps/K3GFRルゼフィール金楽寺町（県借上） 金楽寺町1-4-30 340http://goo.gl/maps/K3GFR

県営　尼崎金楽寺住宅 金楽寺町1-4-40 650http://goo.gl/maps/8FG9i

株式会社タクマビル 金楽寺町2-2-33 900http://goo.gl/maps/Phhuh

金楽寺小学校 金楽寺町2-3-1 1,840http://goo.gl/maps/dl88d

第二豊ビル 金楽寺町2-34-9 30http://goo.gl/maps/cdfUK第二豊ビル 金楽寺町2-34-9 30

共栄電器工業株式会社（本社　新社屋） 杭瀬北新町1-16-1 300http://goo.gl/maps/j0Ofy

杭瀬小学校 杭瀬北新町2-6-1 1,150http://goo.gl/maps/hq2zc

杭瀬自動車学校 杭瀬北新町3-2-3 150http://goo.gl/maps/8GC62

学校法人熊野学園　認定こども園　杭瀬幼稚園 杭瀬本町1-9-36 160http://goo.gl/maps/k2DU7

尼崎セレモニーホール友好 杭瀬本町3-2-23 600http://goo.gl/maps/twjvE

エーベル杭瀬 杭瀬本町3－3－1 330http://goo.gl/maps/pEh2C

プラン・ドールミウラ 杭瀬南新町2－1－8 30http://goo.gl/maps/TbuCn

浦風小学校 杭瀬南新町4-1-34 1,160https://goo.gl/maps/caYxb7EjdEo

メゾンマツバ 久々知1-13-20 60http://goo.gl/maps/Fd1MX

市営　久々知住宅（1～2号棟） 久々知3-8-47 310http://goo.gl/maps/92WNA

県営　尼崎久々知西高層住宅 久々知西町2-4-15 1,500http://goo.gl/maps/GTgkM

株式会社ショウワ 久々知西町2-6-36 250http://goo.gl/maps/NUCRw

大成中学校 久々知西町2-8-48 1,600http://goo.gl/maps/JVwIM大成中学校 久々知西町2-8-48 1,600http://goo.gl/maps/JVwIM

アミングデッキほか2橋　（ＪＲ尼崎駅北側デッキ） 潮江1-1～5 2,000http://goo.gl/maps/DRnqU

あまがさきキューズモール　（6・7階駐車場） 潮江1-3-1 14,000http://goo.gl/maps/geVwX

ローレルスクエア尼崎ルネ・ガーデンテラス 潮江1-3-12 200http://goo.gl/maps/5sBMI

シティハイツ尼崎駅前 潮江1-4-3 540http://goo.gl/maps/qlShr

市営　潮江第１住宅 潮江1-4-4 430http://goo.gl/maps/hdZde

ルゼフィール潮江（１～７号棟） 潮江1-6 2,210http://goo.gl/maps/kDl6d

市営　潮江第２住宅 潮江1-7-1 490http://goo.gl/maps/upyIg

市営　潮江第３住宅 潮江1-15-1 140市営　潮江第３住宅 潮江1-15-1 140http://goo.gl/maps/2bV6r

小田体育館 潮江1-15-3アミング潮江A-3棟　3階 2,000http://goo.gl/maps/BWqJ3

市営　潮江北住宅 潮江1-35 520http://goo.gl/maps/6ZE5l

ルネ尼崎 潮江1-36-5 40http://goo.gl/maps/o8Mcv

潮小学校 潮江2-2-20 1,170http://goo.gl/maps/kOuKp潮小学校 潮江2-2-20 1,170http://goo.gl/maps/kOuKp

市営　潮江住宅 潮江5-1-20 1,230http://goo.gl/maps/RiSLl

市営　下坂部住宅（1～2号棟） 下坂部1-1 150http://goo.gl/maps/ezpTr

下坂部小学校 下坂部1-12-1 1,630http://goo.gl/maps/3fZVf

特別養護老人ホームあまの里 下坂部3-2-40 80http://goo.gl/maps/7ziOL

小田
特別養護老人ホームあまの里 下坂部3-2-40 80

特別養護老人ホームゆめパラティース 下坂部3-3-1 200http://goo.gl/maps/Lo9wd

県営　尼崎杭瀬鉄筋住宅（5～7号棟）　 常光寺2-12 850http://goo.gl/maps/FNnsV

県営　尼崎高田住宅（1～4号棟） 高田町4 320http://goo.gl/maps/8gglU

ワールド 次屋2-1-43 1,500http://goo.gl/maps/LnW8J

イオン尼崎店　（3・4階駐車場） 次屋3-13-18 12,250http://goo.gl/maps/yMyA8

兵庫県立尼崎工業高等学校
兵庫県立神崎工業高等学校

長洲中通1-13-1 2,620http://goo.gl/maps/VBxeM

兵庫県立尼崎小田高等学校 長洲中通2-17-46 3,760https://goo.gl/maps/pCx3RJH4J7x

尼崎ビューハイツ 長洲西通1-8-1 360http://goo.gl/maps/WHhZP

合志病院 長洲西通1-8-20 150http://goo.gl/maps/PxnYF

特別養護老人ホーム　喜楽苑 長洲西通2-8-3 230http://goo.gl/maps/1Tzvw

ヤンマー株式会社特機エンジン事業本部　厚生棟 長洲東通1-1-1 450http://goo.gl/maps/avunF

グリーンプラザ尼崎 長洲東通3-1-13 540グリーンプラザ尼崎 長洲東通3-1-13 540https://goo.gl/maps/4XX7vX6z81K2

ユニライフ尼崎長洲 長洲東通3-2-33 220http://goo.gl/maps/tqIBs

ラポールハルナ 長洲東通3-6-1 70http://goo.gl/maps/ywCqo

長洲小学校 長洲東通3-7-1 1,340https://goo.gl/maps/JuBAVyEeim32

ランテルナ尼崎 長洲本通1-2-7 120http://goo.gl/maps/f5OYeランテルナ尼崎 長洲本通1-2-7 120http://goo.gl/maps/f5OYe

クラージュ・ジョアリート 長洲本通1-4-11 320http://goo.gl/maps/djbxs

コスモ尼崎駅前通り 長洲本通1-6-18 450http://goo.gl/maps/5Dj8D

清和小学校 長洲本通1-8-1 1,380https://goo.gl/maps/sQTsD5H8sC42

株式会社川副機械製作所 長洲本通2-8-33 150http://goo.gl/maps/9gTHS株式会社川副機械製作所 長洲本通2-8-33 150http://goo.gl/maps/9gTHS

県営　尼崎西川住宅（1号棟） 西川1-6 800http://goo.gl/maps/xD54i

県営　尼崎西川高層住宅（5号棟） 西川1-6 650http://goo.gl/maps/xD54i



地区 施設名 所在地 収容人数 周辺地図

市営　西川第３住宅（1～2号棟） 西川2-5 50http://goo.gl/maps/BHFR4

市営　小田北第２改良住宅 西川2-32 40http://goo.gl/maps/QX04s

県営　尼崎西川第2住宅 西川2-39-1 650http://goo.gl/maps/8kJBX

市営　小田北改良住宅 西川2-44 870http://goo.gl/maps/FJqMG

特別養護老人ホーム芦風荘 西長洲町1-3-1 300http://goo.gl/maps/DZFGN

市営　西長洲北住宅 西長洲町1-5-1 540http://goo.gl/maps/zT2vS

成良中学校 西長洲町2-33-22 1,620http://goo.gl/maps/Y1j1i

特別養護老人ホーム　アマルネス・ガーデン 西長洲町2-35-1 200http://goo.gl/maps/lFPwA特別養護老人ホーム　アマルネス・ガーデン 西長洲町2-35-1 200http://goo.gl/maps/lFPwA

特別養護老人ホーム西長洲荘 西長洲町3-3-20 50http://goo.gl/maps/GCGBr

阪神平安祭典会館 西長洲町3-7-7 750http://goo.gl/maps/Dupmr

株式会社クボタ本社阪神事務所（1号館） 浜1-1-1 1,100http://goo.gl/maps/E4ndO

県営　尼崎浜つばめ高層住宅 浜1-7-43 1,000http://goo.gl/maps/mAbXd県営　尼崎浜つばめ高層住宅 浜1-7-43 1,000

浜ダイヤハイツ 浜2-11-17 90http://goo.gl/maps/AQYx7

浜小学校 浜2-21-1 2,380http://goo.gl/maps/KvAIg

株式会社　菊田工務店 名神町3-12-24 110http://goo.gl/maps/mmyxV

小田　計７８件　　　公共施設　　３８件　　民間施設　　４０件 85,660



地区 施設名 所在地 収容人数 周辺地図

エクシオ 稲葉荘1-1-8 20http://goo.gl/maps/pCvki

ラ・ベージュ武庫川 稲葉荘1-18-1 30http://goo.gl/maps/Usc7O

ルネ武庫川2番館 稲葉荘1-19-22 270http://goo.gl/maps/20YoH

アビタシオン・リオ１ 稲葉荘1-24-19 40http://goo.gl/maps/0auer

大島小学校 稲葉荘2-10-7 2,700https://goo.gl/maps/mbv7Y9E77pD2

イスズハイツベル稲葉荘パートⅡ 稲葉荘2-15-15 90http://goo.gl/maps/v70jA

関西労災病院 稲葉荘3-1-69 1,060http://goo.gl/maps/EVRvf

レスタージュたちばな 稲葉元町1-1-1 540http://goo.gl/maps/lj3aFレスタージュたちばな 稲葉元町1-1-1 540http://goo.gl/maps/lj3aF

県営　尼崎今北住宅（1～2号棟）　 稲葉元町3-8 210http://goo.gl/maps/PZoYm

市営　今北三十六住宅（1～5号棟） 稲葉元町3-16、17 170http://goo.gl/maps/xF1mZ

グランピアイースト 大島1-21-8 160http://goo.gl/maps/hI4Bu

グランピアウエスト 大島1-21-9 90http://goo.gl/maps/8ukcgグランピアウエスト 大島1-21-9 90

ルネ武庫川3番館 大島1-38-35 230http://goo.gl/maps/i4kdU

ラ・フォーレ武庫川 大島1-44-7 70http://goo.gl/maps/Zhw2r

ツイン武庫川イースト 大島2-19-1 110http://goo.gl/maps/IyBzi

ツイン武庫川ウエスト 大島2-19-2 140http://goo.gl/maps/6jtkZ

Ｈｉ’ｓ　Ｃｏｕｒｔ　武庫川 大島2-22-38 90http://goo.gl/maps/lkmkD

成文小学校 大島2-33-1 2,040https://goo.gl/maps/8tNENC9HyvC2

兵庫県立尼崎西高等学校 大島2-34-1 2,630http://goo.gl/maps/R1T0V

特別養護老人ホーム　サンホーム大庄西 大島3-9-1 400http://goo.gl/maps/TVhqh

大庄北中学校 大庄北1-8-1 800http://goo.gl/maps/sae1o

特別養護老人ホーム　サンホームあまがさき 大庄北3-15-1 50http://goo.gl/maps/gSlZ3

ユニテック大島 大庄北3-30-16 50http://goo.gl/maps/qjoew

西消防署 大庄北3-30－20 300http://goo.gl/maps/GTCnB

サンロイヤル武庫川東 大庄北4-2-12 390サンロイヤル武庫川東 大庄北4-2-12 390http://goo.gl/maps/UWA8x

合同製鐵株式会社　東大島社宅 大庄中通1-92 560http://goo.gl/maps/AMgSk

大庄小学校 大庄中通4-43-1 1,520https://goo.gl/maps/jRDdyy1S8Ak

市営　大庄住宅（1～2号棟） 大庄中通5-1 70http://goo.gl/maps/iwmKq

畠中整形外科・リハビリテーション科 大庄西町1-10-15 100http://goo.gl/maps/wzgQq畠中整形外科・リハビリテーション科 大庄西町1-10-15 100http://goo.gl/maps/wzgQq

ベアーレ伸和 大庄西町1-38-17 70http://goo.gl/maps/X4tpP

大島南保育園 大庄西町2-26-18 350http://goo.gl/maps/Fxs1a

ルミエール千鳥（1～８号棟） 大庄西町4-3 780http://goo.gl/maps/n8QFe

尼崎市モーターボート競走場
水明町199-1 5,800http://goo.gl/maps/crSR2

大庄

メインスタンド（新館）3・5・7階
水明町199-1 5,800http://goo.gl/maps/crSR2

誠也産業株式会社 道意町3-1－2 50http://goo.gl/maps/ZgOku

市営　道意住宅 道意町6-1 800http://goo.gl/maps/463Ux

ファミール武庫川東 道意町6-2-26 100http://goo.gl/maps/y8yjO

メゾンドみずほ尼崎 道意町6-4-25 130http://goo.gl/maps/4jNhwメゾンドみずほ尼崎 道意町6-4-25 130http://goo.gl/maps/4jNhw

市営　道意西住宅 道意町6-9-2 280http://goo.gl/maps/s3JyR

コーナン尼崎道意町店　(3・4・屋上階駐車場） 道意町7-1 7,600http://goo.gl/maps/lnufp

アマドゥ（オートバックスセブン3階・屋上駐車場） 道意町7-1 17,500http://goo.gl/maps/f071e

ヤマト運輸株式会社　西大阪主管支店
中浜町26-4 6,500

ヤマト運輸株式会社　西大阪主管支店
（4階社員食堂、屋上駐車場）

中浜町26-4 6,500http://goo.gl/maps/JeU2l

大庄中学校 菜切山町37-1 350http://goo.gl/maps/2VIfB

レオパレスデイジーヴィラⅡ 浜田町3-24-1 10http://goo.gl/maps/m5PYZ

レオパレスデイジーヴィラ 浜田町3-24-2 20http://goo.gl/maps/6hjI7

浜田小学校 浜田町3-110 2,220浜田小学校 浜田町3-110 2,220https://goo.gl/maps/WuoCQ1Qu8nP2

武庫川下流浄化センター管理棟屋上部分 平左衛門町18－4 1,280http://goo.gl/maps/YFolf

勝間マンション 武庫川町2－36－6 80http://goo.gl/maps/OvfQM

ブリージェ武庫川　（旧　シャルムメゾン武庫川） 武庫川町2-38-3 40http://goo.gl/maps/bPbPz

サンハイツ 元浜町1-10 80http://goo.gl/maps/QgGnYサンハイツ 元浜町1-10 80http://goo.gl/maps/QgGnY

市営　元浜住宅 元浜町1-22 360http://goo.gl/maps/QPkJz

ルミエール武庫川 元浜町2-38 90http://goo.gl/maps/bg7ig

プラウデスト 元浜町3-12-3 80http://goo.gl/maps/xrDAN

県営　尼崎武庫川高層住宅 元浜町4-51 450http://goo.gl/maps/9sHq3

大庄中継ポンプ場（管理棟） 元浜町4-78-6 20http://goo.gl/maps/gpvmA

リバーガーデン藤 元浜町4-57 160http://goo.gl/maps/wrH12

成徳小学校 蓬川町302-2 1,040http://goo.gl/maps/EMEZV

市営　蓬川住宅 蓬川町302-17 930http://goo.gl/maps/G04S8市営　蓬川住宅 蓬川町302-17 930

県営　尼崎大庄高層住宅（1～3号）　 蓬川町331 1,740http://goo.gl/maps/KWiKn

大庄　計５８件　　　公共施設　　２１件　　民間施設　　３７件 63,840



地区 施設名 所在地 収容人数 周辺地図

シティーホール尼崎 大西町3-19-10 590http://goo.gl/maps/NTpyL

金沢工業所 尾浜町1-1-12 20http://goo.gl/maps/2TTjj

プラマーⅠ番館 尾浜町1-1-21 20http://goo.gl/maps/so5KF

株式会社大栄左官工業所 尾浜町1-4-8 70株式会社大栄左官工業所 尾浜町1-4-8 70http://goo.gl/maps/dUWrp

県営　尼崎尾浜住宅（1～4号棟）　 尾浜町3-1 1,170http://goo.gl/maps/x79nY

市営　尾浜第３住宅（1～4号棟） 尾浜町3-3、6、7、14 260http://goo.gl/maps/6cqEs

市営　尾浜第２住宅 尾浜町3-20-23 50http://goo.gl/maps/Uer2z

市営　尾浜第１住宅 尾浜町3-31-30 120http://goo.gl/maps/lOHCL市営　尾浜第１住宅 尾浜町3-31-30 120http://goo.gl/maps/lOHCL

県営　尼崎東富松住宅（1～2号棟） 上ノ島町1-36 130http://goo.gl/maps/9QlEH

尼崎高等学校 上ﾉ島町1-38-1 7,290http://goo.gl/maps/DrviB

県営　尼崎上ノ島住宅（1～2号棟）　 上ノ島町2-5 90http://goo.gl/maps/PMckv

立花中学校 上ノ島町3-1-1 2,210http://goo.gl/maps/U3goZ立花中学校 上ノ島町3-1-1 2,210

市営　野上住宅（1～2号棟） 上ノ島町3-3 1,070http://goo.gl/maps/ln4M1

シティハイツ上之島 上ノ島町3-28-30 100http://goo.gl/maps/7NQac

特別養護老人ホーム　ロータスガーデン 栗山町1-20-20 230http://goo.gl/maps/uLh73

エムピークス塚口南 栗山町1-23-1 160http://goo.gl/maps/wP9JG

立花北小学校 栗山町2-6-1 1,900http://goo.gl/maps/oD32E

立花小学校 栗山町2-26-1 1,860https://goo.gl/maps/EGttMVtTPdk

教育・障害福祉センター 三反田町1-1-1 2,200http://goo.gl/maps/bw4Fo

グロアールマイス 三反田町2-6-22 410http://goo.gl/maps/V3YR3

立花南小学校 三反田町2-16-1 2,320立花南小学校 三反田町2-16-1 2,320http://goo.gl/maps/NS84t

ウエストリバーＴ・Ｊ 立花町3-7-20 80http://goo.gl/maps/XtUS6

県営　尼崎立花北高層・鉄筋住宅（3号棟） 立花町3-22-3 80http://goo.gl/maps/AabRT

ハーゲンベルク立花 立花町3-37-10 200http://goo.gl/maps/3IJja

ソレアード 立花町4-14-25 10http://goo.gl/maps/pO0SGソレアード 立花町4-14-25 10http://goo.gl/maps/pO0SG

第７キャスル塚口 塚口町1-12-24 100http://goo.gl/maps/h6Yhh

塚口小学校 塚口町4-38-1 1,820http://goo.gl/maps/lTcGQ

サンシャイン塚口 塚口町5-10-1 120http://goo.gl/maps/ugKyx

兵庫県立尼崎北高等学校 塚口町5-40-1 2,310兵庫県立尼崎北高等学校 塚口町5-40-1 2,310http://goo.gl/maps/glFlI

尼崎北小学校 塚口町6-21-1 2,230https://goo.gl/maps/NfVEHMMNuRM2

第１キャスル塚口 塚口本町1-21-22 60http://goo.gl/maps/5mPzh

県営　尼崎塚口本町住宅（1～3号棟） 塚口本町7-11、12 620http://goo.gl/maps/pM27d

立花

アズ・ワン,リッシュ マンション 塚口本町7-12-12 300http://goo.gl/maps/ioinL

グンゼタウンセンターつかしん（ひがしまち南館） 塚口本町4-8-1 4,800http://goo.gl/maps/FCZpj

サンパレス２１武庫之荘 富松町1-1-23 10http://goo.gl/maps/jVTk4

シャトー・サカエ 富松町1-22-41 100http://goo.gl/maps/RTLPF

塚口中学校 富松町4-31-1 2,380https://goo.gl/maps/WRATHrMfJPU2塚口中学校 富松町4-31-1 2,380https://goo.gl/maps/WRATHrMfJPU2

保健所
七松町1-3-1-502
（フェスタ立花南館5階）

450http://goo.gl/maps/o2o5t

尼崎市立すこやかプラザ
七松町1-3-1-502
（フェスタ立花南館5階）

600http://goo.gl/maps/o2o5t

カーサー立花 七松町2-22-8 30http://goo.gl/maps/JEdn9カーサー立花 七松町2-22-8 30http://goo.gl/maps/JEdn9

県営　尼崎七松町高層住宅 七松町3-1-1 850http://goo.gl/maps/ue5wd

エコロCITY七松Ⅱ 七松町3-17-1 80http://goo.gl/maps/jtAUR

エコロCITY七松 七松町3-17-5 40http://goo.gl/maps/tCFB6

プレリュード髙瀬 西立花町2-4-20 10http://goo.gl/maps/bo69kプレリュード髙瀬 西立花町2-4-20 10

尼崎市役所　本庁舎　（中館及び北館） 東七松町1-23-1 800http://goo.gl/maps/q6nVF

日新中学校 東七松町2-1-44 1,540http://goo.gl/maps/eBDH2

中央中学校 東七松町2-5-67 2,000http://goo.gl/maps/Rtllf

ココストア（丸山ビル屋上） 水堂町1-3-13 40http://goo.gl/maps/s1gU6

特別養護老人ホーム　立花あまの里 水堂町1-10-37 200https://goo.gl/maps/2BcQ5aqHVuj

水堂小学校 水堂町1-32-8 330https://goo.gl/maps/SwZBRxFhsX12

神東塗料株式会社　厚生館 南塚口町6-10-73 400http://goo.gl/maps/ts7Dj

市営　上ﾉ島第５住宅（1～2号棟） 南塚口町8-43 10http://goo.gl/maps/FmTzz

クローバーハイツ立花 南七松町1-3-4 20クローバーハイツ立花 南七松町1-3-4 20http://goo.gl/maps/cITox

七松小学校 南七松町1-4-49 1,920http://goo.gl/maps/CFrVi

介護老人保健施設武庫之荘 南武庫之荘2-10-30 100http://goo.gl/maps/q0sFK

エスペランサ藤井Ⅱ 南武庫之荘2-15-20 230http://goo.gl/maps/R1Jbq

有限会社　山村商会 南武庫之荘2-32-9 50http://goo.gl/maps/WdwI4有限会社　山村商会 南武庫之荘2-32-9 50http://goo.gl/maps/WdwI4

立花西小学校 南武庫之荘3-4-9 2,620https://goo.gl/maps/B7yc9sBmYb32

サンロイヤル２１ 南武庫之荘3-28-11 20http://goo.gl/maps/GwKGG

市営　名神町北住宅（1～6号棟） 名神町1-13、14、15 170http://goo.gl/maps/mfwhz

市営　名神町南住宅（1～3号棟） 名神町2-2,3 1,140http://goo.gl/maps/43JNK市営　名神町南住宅（1～3号棟） 名神町2-2,3 1,140

名和小学校 名神町3-1-51 2,360https://goo.gl/maps/cBaWMJTkVdq

立花　計６２件　　　公共施設　　３２件　　民間施設　　３０件 53,500



地区 施設名 所在地 収容人数 周辺地図

県営　尼崎常松鉄筋住宅（1～4号棟） 常松1-14 760http://goo.gl/maps/1TdS0

セントラル第８武庫之荘 常松1-36-15 250http://goo.gl/maps/4FuT0

武庫北小学校 常松2-14-1 2,710http://goo.gl/maps/2ujjN

市営　西昆陽ヨウダ住宅（1～4号棟） 西昆陽1-22 100市営　西昆陽ヨウダ住宅（1～4号棟） 西昆陽1-22 100http://goo.gl/maps/PX3Id

県営　尼崎西昆陽鉄筋住宅（1～4号棟） 西昆陽1-24 480http://goo.gl/maps/roUjN

常陽中学校 西昆陽1-26-26 2,530http://goo.gl/maps/ubSc0

パレ武庫川プルミエール 西昆陽2-9-1 590http://goo.gl/maps/YkUa8

県営　尼崎西昆陽高層住宅 西昆陽2-38-11 400http://goo.gl/maps/OVcsF県営　尼崎西昆陽高層住宅 西昆陽2-38-11 400http://goo.gl/maps/OVcsF

県営　尼崎水堂高層住宅（1～2号棟） 水堂町4-3 3,000http://goo.gl/maps/Vme6k

南武庫之荘中学校 南武庫之荘4-11-1 2,090http://goo.gl/maps/mCSPH

ペペール武庫之荘 南武庫之荘6-1-21 190http://goo.gl/maps/Q19JF

ハイツ２４ 南武庫之荘6-4-12 30http://goo.gl/maps/zDvtxハイツ２４ 南武庫之荘6-4-12 30

県営　尼崎南武庫之荘住宅 南武庫之荘9-2-10 200http://goo.gl/maps/VsSJY

市営　南武庫之荘改良住宅
（3～8、11～13、16～24号棟）

南武庫之荘10-53、10-54、10-55、10-56、10-59、10-
60、10-61、10-6、11-2、11-4、11-7、11-8、11-9

2,660http://goo.gl/maps/tLYuQ

県営　尼崎武庫高層住宅 武庫町1-51-1 1,300http://goo.gl/maps/lsutj

武庫南小学校 武庫町4-11-1 2,470武庫南小学校 武庫町4-11-1 2,470http://goo.gl/maps/M2Ugk

武庫の里小学校 武庫の里1-4-1 1,710http://goo.gl/maps/N3tK4

セントポリア武庫之荘 武庫之荘1-33-1 690http://goo.gl/maps/z42Dd

市営　友行坪井住宅（1～2号棟） 武庫之荘6-14 300http://goo.gl/maps/Lahzg

武庫東小学校 武庫之荘6-15-1 2,990http://goo.gl/maps/rtsjg

武庫

武庫東小学校 武庫之荘6-15-1 2,990

武庫東中学校 武庫之荘7-35-1 2,070http://goo.gl/maps/OrlxW

武庫公民館 武庫之荘8-1-1 200http://goo.gl/maps/JwiY3

市営　友行西カイチ住宅 武庫之荘8-7-3 70http://goo.gl/maps/k1VDa

県営　尼崎武庫之荘住宅（1～2号棟） 武庫之荘8-23 120http://goo.gl/maps/DMZ61

兵庫県立武庫荘総合高等学校 武庫之荘8-31-1 310http://goo.gl/maps/kehdM

市営　時友ナガヲサ住宅（1～2号棟） 武庫之荘9-10 70http://goo.gl/maps/v5CZ1

市営　時友長ﾉ手住宅（1～3号棟） 武庫之荘9-20、22、24 1,310http://goo.gl/maps/Qy1uD

県営　尼崎武庫之荘第２住宅（1～2号棟） 武庫之荘9-21 160http://goo.gl/maps/74gMD

エレガント阪上 武庫之荘本町3-15-15 130http://goo.gl/maps/gft2W

武庫庄小学校 武庫之荘本町3-21-1 2,150http://goo.gl/maps/Xq9D6

特別養護老人ホーム　博寿苑 武庫元町2-23-15 190http://goo.gl/maps/61xc1

武庫中学校 武庫元町2-24-30 2,410http://goo.gl/maps/k1ygT

武庫小学校 武庫元町2-25-34 1,830http://goo.gl/maps/IaYkN武庫小学校 武庫元町2-25-34 1,830http://goo.gl/maps/IaYkN

パークタウン西武庫（１～１５号棟） 武庫元町3-5 6,230http://goo.gl/maps/IdoVz

パークタウン西武庫（１６～２２号棟） 武庫豊町2-1 1,510http://goo.gl/maps/0duh5

兵庫職業訓練支援センター(本館・第一実習棟) 武庫豊町3-1-50 350http://goo.gl/maps/a6yE9

武庫　計３６件　　　公共施設　　２６件　　民間施設　　１０件 44,560武庫　計３６件　　　公共施設　　２６件　　民間施設　　１０件 44,560



地区 施設名 所在地 収容人数 周辺地図

西菱電機株式会社猪名寺事業所 猪名寺1－35－15 120http://goo.gl/maps/fxxe5

ファミーユⅡ 猪名寺2-2-10 160http://goo.gl/maps/Z97II

園田北小学校 猪名寺2-4-1 1,670http://goo.gl/maps/Gj8EZ

株式会社神崎高級工機製作所 猪名寺2-18-1 460株式会社神崎高級工機製作所 猪名寺2-18-1 460 http://goo.gl/maps/dCLf5

県営　尼崎猪名寺高層住宅 猪名寺3-2-20 700http://goo.gl/maps/ISFJW

プラウドシティ塚口(Ａ街区) 上坂部1-36-1 660https://goo.gl/maps/V8kcAkCVFgu

JR塚口駅ビル 上坂部1-36-14 640https://goo.gl/maps/n1y3TYZkEiy

第５キャスル塚口 上坂部2-2-3 30http://goo.gl/maps/uiOyP第５キャスル塚口 上坂部2-2-3 30http://goo.gl/maps/uiOyP

市営　上坂部住宅 上坂部2-21-1 330http://goo.gl/maps/I9vt5

市営　口田中東住宅（1～3号棟） 口田中1-14 60http://goo.gl/maps/NPOQJ

市営　口田中西住宅（1～2号棟） 口田中1-21、23 510http://goo.gl/maps/Pvdp9

尼崎双星高等学校 口田中2-8-1 5,220http://goo.gl/maps/icigN尼崎双星高等学校 口田中2-8-1 5,220

園田中学校 食満1-1-1 2,720https://goo.gl/maps/2EWvQ6z7tVL2

園田小学校 食満1-1-2 3,290https://goo.gl/maps/DGM3diJGjcs

市営　上食満魚取第１住宅 食満1-3 780http://goo.gl/maps/wOiJc

市営　上食満魚取第２住宅 食満2-8-1 60http://goo.gl/maps/KRs1M

園田第2ダイヤハイツ 食満2-11-22 210http://goo.gl/maps/EzmzS

市営　上食満住宅(3号棟） 食満5-5-3 130http://goo.gl/maps/Myq31

県営　尼崎食満高層住宅 食満7-9-1 320http://goo.gl/maps/0eYYw

小園中学校 小中島2-12-27 2,400http://goo.gl/maps/cqr2I

サンロイヤル南園田 小中島3-3-9 230サンロイヤル南園田 小中島3-3-9 230http://goo.gl/maps/fwwHT

県営　尼崎小中島住宅 小中島3-12-1 400http://goo.gl/maps/2WIBh

園和北小学校 田能1-7-1 1,620http://goo.gl/maps/q3NE4

園田競馬場騎手住宅（屋上） 田能2-3-1 510http://goo.gl/maps/CHcXU

ラ・フォーレ北園田 田能3-5-15 260http://goo.gl/maps/tIDJwラ・フォーレ北園田 田能3-5-15 260http://goo.gl/maps/tIDJw

特別養護老人ホーム　らくらく苑 田能4-2-50 300http://goo.gl/maps/ZTDfr

市営　戸ノ内改良住宅（２号棟） 戸ノ内町6-3-2 30http://goo.gl/maps/PD4vN

市営　戸ノ内浜西改良住宅（1～9号棟） 戸ノ内町5-2、3、4 900http://goo.gl/maps/kT8I4

市営　戸ノ内浜東改良住宅（1～3号棟） 戸ノ内町4-3-1、4-4-1、5-3-5 920http://goo.gl/maps/gD2fn市営　戸ノ内浜東改良住宅（1～3号棟） 戸ノ内町4-3-1、4-4-1、5-3-5 920

園田南小学校 若王寺1-1-1 1,890http://goo.gl/maps/058Bk

市営　若王寺住宅 若王寺2-2 150http://goo.gl/maps/YxThZ

教育総合センター(旧聖トマス大学サピエンチアタワー) 若王寺2-18-1 990https://goo.gl/maps/uS3HSX4nTgB2

小園小学校 若王寺3-23-1 2,440http://goo.gl/maps/O8heI

園田

市営　園和北住宅 東園田町3-74 50http://goo.gl/maps/2Ba7P

園和小学校 東園田町4-73-2 2,480https://goo.gl/maps/8iLDBcmUSmB2

レジオン東園田 東園田町4-108-5 50http://goo.gl/maps/s7Iz1

県営　尼崎園田北住宅（1～2号棟） 東園田町4-155 50http://goo.gl/maps/pkwLU

園田東中学校 東園田町5-79 1,710http://goo.gl/maps/IyNtN

ブライトライフ 東園田町6-58-1 150http://goo.gl/maps/ShMA5

市営　東園和住宅 東園田町7-1 880http://goo.gl/maps/nA8ig

北部浄化センター　（管理棟及び汚泥処理棟） 東園田町7-82 1,900http://goo.gl/maps/fYRKs

サンロイヤル東園田 東園田町8-6-1 300http://goo.gl/maps/sLvmmサンロイヤル東園田 東園田町8-6-1 300http://goo.gl/maps/sLvmm

園田東小学校 東園田町8-7 960https://goo.gl/maps/DLpDwhPJWXJ2

市営　東園田町８丁目改良住宅 東園田町8-45-42 1,090http://goo.gl/maps/ZrQuq

コートハウス 東園田町9-4-1 80http://goo.gl/maps/kZfJf

県営　尼崎園田南住宅（1～2号棟） 東園田町9-38 160http://goo.gl/maps/97q9W県営　尼崎園田南住宅（1～2号棟） 東園田町9-38 160

山甲ハイツ 東園田町9-39-8 20http://goo.gl/maps/OD4Vb

ケーフィル塚口（北棟・南棟） 東塚口町1-1-1 400http://goo.gl/maps/xWmN1

上坂部小学校 東塚口町1-15-36 1,890http://goo.gl/maps/sXbKa

サンロイヤル北園田ブランシュール 御園1-20-1 540http://goo.gl/maps/5Grlf

県営　尼崎御園住宅（1～3号棟） 　 御園3-7 350http://goo.gl/maps/14r7n

サンマンション塚口5 御園3－17－1 200http://goo.gl/maps/0wi5Z

とんがりぼうし 南塚口町1-1-17 20http://goo.gl/maps/0bijG

第８キャスル塚口 南塚口町1-3-6 10http://goo.gl/maps/k24FG

ル・デポ 南塚口町2-15-18 70http://goo.gl/maps/PpSkA

第６キャスル塚口 南塚口町2-15-28 10http://goo.gl/maps/7GHET

ピノカーサ塚口 南塚口町2-22-8 110http://goo.gl/maps/ya04W

ラフォルテ南塚口 南塚口町3-8-10 80http://goo.gl/maps/bTFq1

ラ・コピエ南塚口 南塚口町3-8-18 220http://goo.gl/maps/nPe6Wラ・コピエ南塚口 南塚口町3-8-18 220http://goo.gl/maps/nPe6W

北消防署塚口出張所 南塚口町3-10-15 270http://goo.gl/maps/KcpkE

Grace南塚口 南塚口町3丁目13－8 40http://goo.gl/maps/X5oPd

エーベル塚口弐番館 南塚口町3-14-22 70http://goo.gl/maps/8JXZq

市民健康開発センターハーティ21　(3階部分) 南塚口町4-4-8 50http://goo.gl/maps/KKjq7市民健康開発センターハーティ21　(3階部分) 南塚口町4-4-8 50

園田　計６３件　　　公共施設　　３７件　　民間施設　　２６件 45,320

全市 全市　計３４８件　　公共施設　１７４件　　民間施設　　１７４件 328,560


