
堺市津波率先避難等協力事業所一覧
H25.8月末時点

No. 名称 所在地 校区

1
トヨタカローラ南海（株）

さかいプラザ
堺市堺区神南辺町２－９２－４ 三宝

2
ネッツトヨタ南海（株）

堺北店
堺市堺区神南辺町２－９３ 三宝

3 (医）清恵会　三宝病院 堺市堺区松屋町１－４－１ 三宝

4 太平工業（株）　堺支店 堺市堺区緑町４－１５６ 三宝

5 双葉化学（株） 堺市堺区山本町１－２ 三宝

6 西日本三菱自動車販売（株）　堺店 堺市堺区三宝町５－２７６－２ 三宝

7 日産大阪販売株式会社　堺店 堺市堺区海山町２－１４３ 三宝

8 ファミリーマート山本町店 堺市堺区山本町３－８０－３ 三宝

9 ファミリーマート海山町店 堺市堺区海山町３－１５４－２ 三宝

10 サガミ堺山本店 堺市堺区山本町３－７７ 三宝

11 東洋ベンディング（株） 堺市堺区三宝町２－１１１ 三宝

12 株式会社　丸阪 堺市堺区山本町２－５７ 三宝

13 堺三宝郵便局 堺市堺区三宝町４－２５６－６ 三宝

14 堺海山郵便局 堺市堺区海山町５－１９８ 三宝

15 堺北共同購入センター 堺市堺区緑町２－５５ 三宝

16 チヨダメタルスタッド関西（株） 堺市堺区山本町１－２－２ 三宝

17 三晃自動車株式会社 堺市堺区山本町１－３－２ 三宝

18 セブンイレブン堺松屋大和川通店 堺市堺区松屋大和川通１－９－１ 三宝

19 セブンイレブン堺海山町店 堺市堺区海山町５－２０８ 三宝

20 セブンイレブン堺山本町5丁店 堺市堺区山本町５－９３－１ 三宝

21 （株）ダイネツ 堺市堺区柳之町西３－３－１ 錦西

22
株式会社大成エンタープライズ

　ランドリー事業部
堺市堺区錦之町西３－２－２２ 錦西

23 株式会社鉛市 堺市堺区神明町西３－１１－１ 錦西

24 堺柳ノ町郵便局 堺市堺区柳之町西１－１－２ 錦西

25 堺七道郵便局 堺市堺区七道西町１２－１１－１－１０７ 錦西

26 堺材木町郵便局 堺市堺区材木町東３－２－３ 錦西

27 有限会社曽呂利 堺市堺区宿屋町西１－１－１ 錦西
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28 日本たばこ産業（株）　堺営業所 堺市堺区甲斐町西３－１－３０ 市

29 南海バス（株）　堺営業所 堺市堺区戎島町４－１ 市

30 株式会社関西マツダ　堺北店 堺市堺区戎島町４－３１ 市

31 株式会社大成エンタープライズ 堺市堺区戎島町４－３７ 市

32 堺戎島郵便局 堺市堺区戎島町１－３４－２ 市

33 南海堺駅内郵便局 堺市堺区戎島町３－２２－１ 市

34
大阪ガス株式会社

（南部導管部・南部リビング営業部・南部エネルギー営業部）
堺市堺区住吉橋町２－２－１９　堺ガスビル 市

35 堀富商工株式会社　管理総括部 堺市堺区大町西３－２－３ 市

36 ゼロワンネーブルハウス 堺市堺区甲斐町西３－３－１１ 市

37 南海塩業株式会社 堺市堺区市之町西３－２－３ 市

38 セブンイレブン堺大町西3丁店 堺市堺区大町西３－１－２２ 市

39
トヨタカローラ南海（株）

堺北店
堺市堺区北庄町２－４－１０ 錦綾

40
ネッツトヨタ南海（株）

堺中央店
堺市堺区北庄町２－４－３ 錦綾

41 （株）コガネ 堺市堺区南清水町１－３－２７ 錦綾

42 ファミリーマート錦綾町店 堺市堺区錦綾町２－３－１６ 錦綾

43 ファミリーマート南清水町店 堺市堺区南清水町２－３－１ 錦綾

44 ファミリーマート砂道店 堺市堺区砂道町１－１５－１８ 錦綾

45 絹川ネジ工業株式会社 堺市堺区錦綾町２－２－１１ 錦綾

46 堺錦綾郵便局 堺市堺区錦綾町２－４－１ 錦綾

47 大阪トヨペット株式会社　堺店 堺市堺区高須町２－１－１８ 錦綾

48 株式会社サンテクノ 堺市堺区北庄町２－３－２ 錦綾

49 （株）泉消防設備 堺市堺区宿屋町東１－１－３０ 錦

50 堺東駅前郵便局 堺市堺区北花田口町３－２－２７ 熊野

51 堺郵便局 堺市堺区南瓦町２－１６ 熊野

52 堺東本部 堺市堺区南花田口町２－２－１５ 熊野

53 セブンイレブン堺宿院店 堺市堺区大町東２－１－１ 熊野

54 熊田石油（株） 堺市堺区三条通７－２４ 榎
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55 ㈱ビーコン 堺市堺区大浜中町３－１２－２３ 英彰

56 （ 株）　松尾組 堺市堺区大浜中町３－７－１１ 英彰

57 真弓興業株式会社 堺市堺区大浜中町２－１－２５ 英彰

58 堺大浜郵便局 堺市堺区大浜北町２－２－１０ 英彰

59 堺出島郵便局 堺市堺区出島海岸通１－１６－２０ 英彰

60 堺宿院郵便局 堺市堺区宿院町西３－２－１ 英彰

61 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ堺出島海岸通店 堺市堺区出島海岸通１－１２－１３ 英彰

62 大阪コールドシステム株式会社 堺市堺区出島海岸通３－５－３２ 英彰

63 平和興業株式会社　堺支店 堺市堺区出島海岸通４－７－１６ 英彰

64 セブンイレブン堺大浜中町3丁店 堺市堺区大浜中町３－１－１ 英彰

65 セブンイレブン堺出島海岸通り店 堺市堺区出島海岸通り１－３－１０ 英彰

66 堺東湊郵便局 堺市堺区高砂町１－１６－７ 湊

67
社会医療法人同仁会

耳原老松診療所
堺市堺区老松町２－５８－１ 湊

68 堺湊郵便局 堺市堺区西湊町４－６－１ 湊西

69 たけ造園 堺市堺区柏木町３－４－８ 湊西

70 堺永代郵便局 堺市堺区永代町１－１－２０ 少林寺

71 堺南旅籠町郵便局 堺市堺区南半町東２－１－３２ 少林寺

72 小走石油株式会社 堺市堺区寺地町東１－１－２４ 少林寺

73 ミナルコ（株） 堺市堺区翁橋町１－１－１ 安井

74 堺協和郵便局 堺市堺区協和町２－６１ 大仙西

75 大醤（株） 堺市堺区石津北町２０ 神石

76 サンライズＭＳＩ（株） 堺市西区浜寺石津町中１－４－７ 浜寺石津

77 ㈱すかいらーく　ガスト堺浜寺店 堺市西区浜寺石津町西２－９－４ 浜寺石津

78 堺浜寺石津郵便局 堺市西区浜寺石津町中３－１３－１８ 浜寺石津

79 大阪営業所 堺市西区浜寺石津町東１ー２ー１３ 浜寺石津

80 白光金属工業株式会社 堺市西区浜寺石津町東１－１－２３ 浜寺石津

81 白光株式会社 堺市西区浜寺石津町東１－１－２３ 浜寺石津
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82 非破壊検査株式会社　堺事業部 堺市西区浜寺石津町西２－２－１２ 浜寺石津

83 堀富商工株式会社　本社工場 堺市西区浜寺石津町東３－５－２３ 浜寺石津

84 いも膳石津店 堺市西区浜寺石津町西２－３２０－３ 浜寺石津

85 千代田空調機器株式会社　石津工場 堺市西区浜寺石津町東１－５－１１ 浜寺石津

86 セブンイレブン堺浜寺石津町中店 堺市西区浜寺石津町中２－３８９－４ 浜寺石津

87 堺浜寺船尾郵便局 堺市西区浜寺船尾町西１－２５４ 浜寺東

88 浜寺ロングゴルフ 堺市西区浜寺船尾町西１－１１ 浜寺東

89 (株）片山建設 堺市西区浜寺船尾町西３－２９１ 浜寺東

90 セブンイレブン堺浜寺船尾町西店 堺市西区浜寺船尾町西２－３０６ 浜寺東

91
トヨタカローラ南海（株）

　本社
堺市西区浜寺諏訪森町西１－７ 浜寺

92
トヨタカローラ南海（株）

諏訪森店
堺市西区浜寺諏訪森町西１－７ 浜寺

93
トヨタカローラ南海（株）

諏訪森プラザ
堺市西区浜寺諏訪森町西１－７ 浜寺

94
トヨタカローラ南海（株）
フォルクスワーゲン浜寺

堺市西区浜寺諏訪森町西１－２４ 浜寺

95
トヨタカローラ南海（株）

Ｕ－ｃａｒデポ
堺市西区浜寺石津町西５－６－１ 浜寺

96
ネッツトヨタ南海（株）

本社
堺市西区浜寺諏訪森町西１－２４ 浜寺

97
ネッツトヨタ南海（株）

諏訪森店
堺市西区浜寺諏訪森町西１－５ 浜寺

98 諏訪ノ森郵便局 堺市西区浜寺諏訪森町中３－２４４ 浜寺

99 藤　建 堺市西区浜寺諏訪森町西２－１１３－８ 浜寺

100 大阪トヨペット株式会社　諏訪森店 堺市西区浜寺諏訪森町西１－３５ 浜寺

101 セブンイレブン堺浜寺諏訪森町店 堺市西区浜寺諏訪森町西１－２８－１０ 浜寺

102 読売センター浜寺 堺市西区浜寺公園町３－２３３ 浜寺昭和

103 ローソン堺浜寺元町1丁店 堺市西区浜寺元町１－１３－１ 浜寺昭和

104 堺浜寺昭和郵便局 堺市西区浜寺昭和町２－２６９－１ 浜寺昭和


