
とよなか同報通信システム防災スピーカー設置個所一覧 

 

No. 設置場所（施設名） 設置方法 設置場所住所 備 考 

1 克明小学校 校内自立柱 岡町北 3－4－1  

2 桜塚小学校 校内自立柱 北桜塚 2－6－1  

3 大池小学校 校舎屋上 本町 1－7－12 サイレン局 

4 蛍池小学校 校内自立柱 蛍池中町 1－15－1  

5 桜井谷小学校 校内自立柱 柴原町 3－11－1 サイレン局（大） 

6 熊野田小学校 校内自立柱 赤阪 1－5－1  

7 中豊島小学校 校内自立柱 曽根東町 6－13－1  

8 豊島小学校 校内自立柱 服部西町 3－6－5 サイレン局（大） 

9 原田小学校 校内自立柱 原田元町 1－17－1 サイレン局（大） 

10 小曽根小学校 校内自立柱 小曽根 1－2－1 サイレン局 

11 豊南小学校 体育館屋上 豊南町西 2－19－1 サイレン局 

12 上野小学校 敷地内自立柱 上野東 2－8－8 サイレン局（大） 

13 南桜塚小学校 校内自立柱 南桜塚 2－2－1 サイレン局 

14 新田小学校 校内自立柱 上新田 2－19－1  

 庄内小学校移設により欠番 

16 庄内南小学校 校舎屋上 大黒町 1－2－15 サイレン局 

17 庄内西小学校 校舎屋上 庄本町 4－1－10 サイレン局 

18 野田小学校 校内自立柱 野田町 1－1  

19 島田小学校 校内自立柱 庄内栄町 2－20－1 サイレン局 

20 千成小学校 校内自立柱 千成町 2－2－65  

21 北丘小学校 校内自立柱 新千里北町 2－19－1 サイレン局 

22 東丘小学校 敷地内自立柱 新千里東町 3－1－1 サイレン局 

23 東豊中小学校 校内自立柱 東豊中町 5－1－1  

24 豊島西小学校 校内自立柱 上津島 3－4－1 サイレン局 

25 千里西町公園(西丘小学校) 園内自立柱 新千里西町 2-23 サイレン局 

26 高川小学校 敷地内自立柱 豊南町東 1－1－1 サイレン局（大）（H26） 

27 刀根山小学校 校内自立柱 刀根山 5－2－1 サイレン局 

28 南丘小学校 敷地内自立柱 新千里南町 2－13－1 サイレン局（大） 

29 豊島北小学校 校内自立柱 曽根南町 2－19－1  

30 泉丘小学校 校内自立柱 西泉丘 1－10－1 サイレン局 

31 少路小学校 校内自立柱 西緑丘 2－10－1  

32 野畑小学校 校内自立柱 向丘 3－1－1 サイレン局（大） 

33 東豊台小学校 校内自立柱 東豊中町 6－2－1  

34 箕輪小学校 校内自立柱 箕輪 1－1－1 サイレン局 

35 北条小学校 校内自立柱 北条町 2－16－1 サイレン局（大）（H26） 

36 寺内小学校 校内自立柱 寺内 2－15－1  

37 緑地小学校 校内自立柱 城山町 4－1－1 サイレン局（大）（H26） 

38 桜井谷東小学校 校内自立柱 桜の町 7－5－1  

39 東泉丘小学校 敷地内自立柱 東泉丘 3－2－1  

40 北緑丘緑道内(北緑丘小学校) 自立柱 北緑丘 2－1－23  
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41 新田南小学校 校内自立柱 上新田 4－9－1  

42 服部緑地公園（広域避難地） 園内自立柱 服部緑地レストハウス南 サイレン局（大） 

43 大阪大学豊中地区（広域避難地） 自立柱 待兼山町 38 豊中柴原線 

44 寺内配水場 敷地内自立柱 東寺内町 15 ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾘﾑ（H26） 

45 第一中学校 校内自立柱 曽根西町 1-6-1  

46 第五中学校 校内自立柱 立花町 1-10-1  

47 第七中学校 校内自立柱 庄内栄町 5-10-1  

48 第八中学校 校内自立柱 新千里東町 3-2-1  

49 第九中学校 校内自立柱 新千里南町 1-4-1  

50 庄内さくら学園中学校（旧第十中学校） 校内自立柱 野田町 8-1  

51 第十二中学校 校内自立柱 浜 2-14-1  

52 第十三中学校 校内自立柱 柴原町 2-14-1  

53 第十五中学校 校内自立柱 熊野町 3-8-1  

54 第十七中学校 校内自立柱 西泉丘 2-2432-2  

55 第十八中学校 校内自立柱 蛍池中町 4-7-1  

56 千里文化センター 建物屋上(壁付） 新千里東町 1-2-2  

57 勝部センター 敷地内自立柱 勝部 1-5-8  

58 利倉橋付近 自立柱 利倉西 猪名川河川敷 

59 ふれあい緑地遊戯広場(９街区) 敷地内自立柱 服部寿町 3-11 テニスコート駐車場 

60 神崎川公園 建物屋上自立柱 大島町 3-9 サイレン局（大）（H26） 

61 豊中市役所 建物屋上 中桜塚 3-1-1 ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾘﾑ（H28） 

62 豊中市文化芸術センター 建物屋上 曽根東町 3−7−2 ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾘﾑ（H28） 

 


