
資料４７ 土砂災害のおそれのある区域に立地している要配慮者利用施設

地 区 施 設 名 称 住 所 経 営 主 体 構造・階 電 話 番 号

田 中 ニチイケアセンターとうみ 加沢 1174-2 (株)ニチイ学館 Ｓ造・２ ６１－０１８０

〃 〃 海野保育園 本海野 575 (福)海野保育園 木造・２ ６２－２８００

滋 野 滋野小学校 滋野乙 2966-3 東御市 RC造・２ ６２－０４０４

〃 〃 滋野児童クラブ 滋野乙 2966-3 東御市 RC造・２ ６３－３３９９

〃 〃 滋野保育園 滋野乙 2023-1 東御市 木造・１ ６３－６４６８

〃 〃 滋野児童館 滋野乙 507-7 東御市 木造・１ ６４－００２１

〃 〃 宅幼老所おひさま 滋野 736-128 (NPO)おもいやり乙女平 木造・１ ６３－５９６９

〃 〃 第１おひさまこども園 滋野 736-107 (NPO)おもいやり乙女平 木造・１ ７５－０７２５

〃 〃 第２おひさまこども園 滋野 736-135 (NPO)おもいやり乙女平 木造・１ ７５－０７２５

〃 〃 デイサービスセンター ともがき 滋野乙 2465-5 (福)ちいさがた福祉会 Ｓ造・１ ６４－６５４１

祢 津 祢津保育園 祢津 1262 東御市 木造・１ ６３－６８１６

〃 〃 祢津児童館 祢津 917-4 東御市 木造・１ ６２－５１７１

〃 〃
障害者福祉サービス事業所

さんらいずホール
鞍掛 103-1 (福)ちいさがた福祉会 Ｓ造・１ ６４－７２０１

〃 〃 東御市民病院 鞍掛 198 東御市 RC造・３ ６２－００５０

〃 〃 東御市立助産所とうみ 鞍掛 198 東御市 木造・２ ６２－０１６８

〃 〃 日日（是好日）館 新張 1089-2 (医)緑風会 木造・１ 080-5826-7121
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※病院・診療所等の施設は有床に限る

地 区 施 設 名 称 住 所 経 営 主 体 構造・階 電 話 番 号

和 和児童館 海善寺 1070-1 東御市 Ｓ造・１ ６４－３７０４

〃 〃 和児童クラブ２ 和 2628－1 東御市 木造・１ ６２－１０３０

〃 〃 和児童クラブ３ 和 2628－1 東御市 木造・１ ７１－７３７１

〃 〃 デイサービスセンターリハビリ処 東御 和 2571 (NPO)住まいとリハビリ 木造・１ ６４－５１８５

〃 〃 小規模多機能型居宅介護 愛和園 海善寺 1100 (株)ライフサポート陽心 木造・１ ６３－６３３８

〃 〃 グループホーム 和 海善寺 1101-2 (株)ライフサポート陽心 木造・１ ７５－５６６３

〃 〃 有料老人ホームフリージア 海善寺 1101-1 (株)ライフサポート陽心 木造・２ ７５－９７７１

北御牧 デイサービスセンター あぜだ 下之城 21-4 (社)みまき福祉会 木造・１ ６７－１１６０

〃 〃 予防センター あぜだ 下之城 21-4 (社)みまき福祉会 木造・１ ６７－１１６０

〃 〃 北御牧保育園 大日向 102 東御市 木造・１ ６７－２０９３

〃 〃 北御牧子育て支援センター 大日向 338-1 東御市 S造・2 ６７－３６７６

〃 〃 北御牧児童館 大日向 338-1 東御市 Ｓ造・２ ６７－３６７６

〃 〃 北御牧児童クラブ 大日向 337 東御市 RC造・３ ６７－３６７６
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資料４７の２ 浸水のおそれのある区域に立地している要配慮者利用施設

河川名 施 設 名 称 住 所 経 営 主 体 構造・階 想定浸水深 電 話 番 号

針ノ木川

求女川他
東部子育て支援センター 県 282-2 東御市 Ｓ造・２ 0.5m未満 ６４－５８１４

千曲川他 田中小学校 県 71-2 東御市 RC造・３ 0.5m～3m ６２－０００１

千曲川他 田中児童クラブ１ 県 71-2 東御市 RC造・３ 0.5m～3m ６２－５３００

三分川

求女川他
田中児童館 県 109 東御市 S造・１ 0.5m未満 ６３－５９６８

三分川

求女川他
田中児童クラブ２ 県 108 東御市 RC造・１ 0.5m未満 ６３－１１７０

千曲川他 田中保育園 田中 459-2 東御市 木造・１ 3～5m ６２－１６０２

所沢川 東部中学校 常田 300-2 東御市 RC造・３ 0.5m未満 ６２－０１４５

針ノ木川

求女川他
東御清翔高等学校 県 276 長野県 RC造・３ 0.5m未満 ６２－００１４

千曲川

西川・他
海野保育園 本海野 575 (福)海野保育園 木造・２ 10～20m ６２－２８００

三分川

求女川他
くるみ幼稚園 県 373 (学)くるみ学園 S造・２ 0.5m未満 ７５－６１１３

針ノ木川

求女川他
東御記念セントラルクリニック 県 165-1 (福)ちいさがた福祉会 RC造・４ 0.5m未満 ６２－１２３１

針ノ木川

求女川他
小規模多機能型居住介護 和光 田中 193-1 (福)ちいさがた福祉会 木造・１ 0.5m未満 ６４－１２３４

針ノ木川

求女川他
宅幼老所 岩井屋 田中 220 普通の暮らしの研究所 木造・２ 0.5m未満 ６４－１４３９

針ノ木川

求女川他
岩井屋農園 田中 220 普通の暮らしの研究所 木造・２ 0.5m未満 ６４－１４３９
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河川名 施 設 名 称 住 所 経 営 主 体 構造・階 想定浸水深 電 話 番 号

針ノ木川

求女川他
障害者グループホーム 岩井屋館 田中 37-3 普通の暮らしの研究所 木造・２ 0.5m未満 ６４－１４３９

針ノ木川

求女川他
グループホームリカバリー 田中 221-3 (合)リカバリーアシスト 木造・２ 0.5m～3m ７５－８０７２

針ノ木川

求女川他
グループホーム 円居 田中 234-2 (福)ちいさがた福祉会 木造・１ 0.5m未満 ６３－００２５

所沢川 ニチイケアセンターとうみ 加沢 1174-2 (株)ニチイ学館 S造・２ 0.5～3m ６１－０１８０

所沢川 介護老人福祉施設 フォーレスト 常田 2-1 (福)ちいさがた福祉会 S造・２ 0.5m未満 ６４－７２００

所沢川 フォーレストデイサービスセンター 常田 2-1 (福)ちいさがた福祉会 S造・２ 0.5m未満 ６４－７２００

所沢川 グループホームフォーレスト 常田 18-1 (福)ちいさがた福祉会 木造・１ 0.5m未満 ６４－７６６０

所沢川

求女川
さんらいずホールらくどう 常田 889-1 (福)ちいさがた福祉会 木造・１ 0.5m未満 ６３－１２２０

所沢川

求女川
障害者就労継続支援施設 ダーチャ 常田 889-1 (福)ちいさがた福祉会 木造・１ 0.5m未満 ６２－０６８０

所沢川

求女川
リハビリサロン 夢里逢 常田 493-1 (株)アスカムライフ 木造・１ 0.5m未満 ７５－８１３７

所沢川
障害福祉サービス事業所

さんらいずホール
鞍掛 103-1 (福)ちいさがた福祉会 S造・１ 0.5m未満 ６４－７２０１

所沢川 東御市民病院 鞍掛 198 東御市 RC造・３ 0.5～3m ６２－００５０

所沢川 東御市立助産所とうみ 鞍掛 198 東御市 木造・２ 0.5～3m ６２－０１６８

所沢川

祢津東川
祢津小学校 祢津 1009 東御市 RC造・２ 0.5m未満 ６２－０２５４

所沢川

祢津東川
祢津児童クラブ 祢津 1009 東御市 RC造・２ 0.5m未満 ６２－０２９１

求女川

祢津東川
祢津保育園

祢津 1262
東御市 木造・１ 0.5m未満 ６３－６８１６
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河川名 施 設 名 称 住 所 経 営 主 体 構造・階 想定浸水深 電 話 番 号

求女川

祢津東川
祢津児童館 祢津 917-4 東御市 木造・１ 0.5m未満 ６２－５１７１

所沢川 障害福祉施設事業所 ナナーラ 祢津 351-1 (福)ちいさがた福祉会 S造・２ 0.5～3m ６３－６６６０

所沢川 祢津診療所 祢津 343-2 (医)緑風会 S造・２ 0.5m未満 ６２－０２７３

所沢川 介護老人保健施設 ハーモニック東部 祢津 346-2 (医)緑風会 S造・２ 0.5m未満 ６１－０００８

所沢川
介護老人保健施設ハーモニック東部

メロディ東部棟
祢津 346-1 (医)緑風会 S造・２ 0.5～3m ６１－０００８

所沢川 グループホーム 御姫尊 祢津 337-2 (医)緑風会 木造・１ 0.5～3m ６４－０２２２

所沢川 グループホーム 桃源郷 祢津 337-2 (医)緑風会 木造・１ 0.5～3m ６４－６４５０

所沢川 ハートハウス VATER館 祢津 343-2 (医)緑風会 木造・２ 0.5～3m ６１－０００８

求女川

所沢川
介護老人福祉施設 こころ 祢津 1098-1 (福)ちいさがた福祉会 S造・３ 0.5m未満 ６４－０５５６

求女川

所沢川
デイサービスセンター こころ 祢津 1098-1 (福)ちいさがた福祉会 S造・３ 0.5m未満 ６４－０５５６

求女川

祢津東川
おひさまこども園祢津 祢津 1023-1 (NPO)おもいやり乙女平 木造・１ 0.5m未満 ５５－７９１９

金原川 和保育園 和 8017-2 東御市 木造・１ 0.5m未満 ６３－６８１５

金原川 和児童クラブ２ 和 2628－1 東御市 木造・１ 0.5m未満 ６２－１０３０

金原川 和児童クラブ３ 和 2628－1 東御市 木造・１ 0.5m未満 ７１－７３７１

成沢川 デイサービスセンターリハビリ処 東御 和 2571 (NPO)住まいとリハビリ 木造・１ 0.5m未満 ６４－５１８５

金原川

西川
小規模多機能型居宅介護 愛和園

海善寺 1100 (株)ライフサポート陽心 木造・１ 0.5m未満 ６３－６３３８
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※病院・診療所等の施設は有床に限る

河川名 施 設 名 称 住 所 経 営 主 体 構造・階 想定浸水深 電 話 番 号

金原川

西川
グループホーム 和 海善寺 1101-2 (株)ライフサポート陽心 木造・１ 0.5m未満 ７５－５６６３

金原川

西川
有料老人ホームフリージア 海善寺 1101-1 (株)ライフサポート陽心 木造・２ 0.5m未満 ７５－９７７１

千曲川

鹿曲川
北御牧小学校 大日向 623 東御市 RC造・３ 5～10m ６７－２０２９

千曲川

鹿曲川
北御牧子育て支援センター 大日向 338-1 東御市 Ｓ造・２ 3～5m ６７－３６７６

千曲川

鹿曲川
北御牧児童館 大日向 338-1 東御市 Ｓ造・２ 3～5m ６７－３６７６

千曲川

鹿曲川
北御牧児童クラブ 大日向 337 東御市 RC造・３ 3～5m ６７－３６７６

千曲川 障がい福祉施設事業所 くらら島川原 島川原 290-1 (福)ちいさがた福祉会 Ｓ造・１ 3～5m ６７－１１２３

千曲川 障がい福祉施設事業所 くらら布下 島川原 290-11 (福)ちいさがた福祉会 木造・２ 3～5m ６７－１１２３

千曲川
特別養護老人ホーム

ケアポートみまき
布下 6-1 (福)みまき福祉会 RC造・２ 0.5～3m ６１－６００１

千曲川 予防センター みまき 布下 6-1 (福)みまき福祉会 RC造・２ 0.5～3m ６１－６００１

千曲川 ショートステイ ケアポートみまき 布下 37 (福)みまき福祉会 RC造・２ 0.5～3m ６１－６００１

千曲川
認知症対策型共同生活介護

ほのぼのホーム
布下 37 (福)みまき福祉会 RC造・２ 0.5～3m ６１－６００１

千曲川 デイサービスセンター きたみまき 布下 37 (福)みまき福祉会 RC造・２ 0.5～3m ６１－６００１

千曲川 生活介護施設 ひまわりの丘 布下 617-1 (NPO)ひまわりの丘 木造・１ 0.5～3m ７１－５４８１
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