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平成30年4月現在

No 施設所在

認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 1 あさひ野2-5-2

認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 2 阿武隈1-8-38

認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 3 たけくま1-20-1

老人福祉施設 4 桑原4-7-34

老人福祉施設 5 里の杜1-2-6

老人福祉施設 6 中央3-7-16

老人福祉施設 7 恵み野1-7-1

老人福祉施設 8 恵み野1-7-1

老人福祉施設 9 桜5-10-11

老人福祉施設 10 里の杜3-4-15

老人福祉施設 11 たけくま3-6-8

老人福祉施設 12 下野郷字北谷地174-2

老人福祉施設 13 中央2-5-11

老人福祉施設 14 土ヶ崎2-9-4

老人福祉施設 15 下野郷字北谷地238-2

老人福祉施設 16 藤浪1-3-49

老人福祉施設 17 恵み野1-7-1

老人福祉施設 18 桑原2-1-6

老人福祉施設 19 二木1-3-7-9

老人福祉施設 20 桜5-11-3

老人福祉施設 21 大手町8-15

老人福祉施設 22 藤浪2-1-11

老人福祉施設 23 藤浪2-1-11

老人福祉施設 24 押分字与奈9-5

有料老人ﾎｰﾑ 25 たけくま1-20-2

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 26 里の杜3-1-13

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 27 たけくま2-26-12

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 28 押分字与奈30-12

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 29 館下1-2-20

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 30 里の杜3-5-22

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 31 早股字五福田20

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 32 館下3-1-3

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 33 相の原1-3-37

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 34 桜1-6-45ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞｽｸｴｱ岩沼内

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 35 中央3-2-3森川ﾋﾞﾙ2F

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の用に供する施設 36 里の杜3-14-3

地域活動支援ｾﾝﾀｰ 37 里の杜3-5-22

障害児童所支援事業の用に供する施設 38 たけくま2-22-10

障害児童所支援事業の用に供する施設 39 館下1-3-2-6

障害児童所支援事業の用に供する施設 40 松ケ丘1-11-9

障害児童所支援事業の用に供する施設 41 二木1-3-8-4

放課後児童健全育成事業の用に供する施設 42 おかえりｸﾗﾌﾞ 【子ども福祉課】 たけくま3-6-22-101

放課後児童健全育成事業の用に供する施設 43 げんきｸﾗﾌﾞ 【子ども福祉課】 中央2-1-1

放課後児童健全育成事業の用に供する施設 44 すずかけ放課後ｸﾗﾌﾞ 【子ども福祉課】 中央2-1-1

放課後児童健全育成事業の用に供する施設 45 ただいまｸﾗﾌﾞ 【子ども福祉課】 松ケ丘1-5-6

放課後児童健全育成事業の用に供する施設 46 みなみっこｸﾗﾌﾞ 【子ども福祉課】 桑原4-7-34

小規模保育事業の用に供する施設 47 中央2-3-12

小規模保育事業の用に供する施設 48 二木1-3-7-9

小規模保育事業の用に供する施設 49 中央2-4-1-201

児童福祉施設 50 相の原保育所 【子ども福祉課】 相の原2-6-41

児童福祉施設 51 相の原1-3-37

児童福祉施設 52 押分字水先5-6

児童福祉施設 53 桜2-3-2

児童福祉施設 54 亀塚保育所 【子ども福祉課】 中央4-5-33

児童福祉施設 55 北児童ｾﾝﾀ- 【子ども福祉課】 相の原1-3-49

児童福祉施設 56 本町2-19

児童福祉施設 57 東児童館 【子ども福祉課】 早股字小林398－18

児童福祉施設 58 東保育所 【子ども福祉課】 早股字小林396-20

児童福祉施設 59 たけくま1-26-8

児童福祉施設 60 中央3-7-16

児童福祉施設 61 南児童館 【子ども福祉課】 桑原4-6-70

認可外保育施設 62 吹上1-10-46

認可外保育施設 63 たけくま1-3-5

母子健康包括支援ｾﾝﾀｰ 64 保健ｾﾝﾀ- 【健康増進課】 桜1-6-20

病院 65 桜1-2-25

病院 66 里の杜3-5-5

病院 67 里の杜1-2-5

病院 68 寺島字北新田111

診療所(入院病床を有するものに限る) 69 桜4-6-16

診療所(入院病床を有するものに限る) 70 中央2-5-30

診療所(入院病床を有するものに限る) 71 桑原1-8-13

診療所(入院病床を有するものに限る) 72 中央3-4-16

その他の施設 73 工房あすなろ 【社会福祉課】 桜2-8-30

その他の施設 74 子育て支援ｾﾝﾀｰ 【子ども福祉課】 桑原4-6-70

その他の施設 75 ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ 【社会福祉課】 桜2-8-30

その他の施設 76 館下1-1-3

その他の施設 77 すぎのこ学園 【子ども福祉課】 桑原4-6-70

その他の施設 78 里の杜1-2-5

その他の施設 79 藤浪2-6-10

幼稚園 80 桜3-8-15

幼稚園 81 里の杜3-4-20

幼稚園 82 桑原4-10-6

小学校 83 岩沼小学校 【教育委員会】 中央2-1-1

小学校 84 岩沼西小学校 【教育委員会】 松ヶ丘1-17

小学校 85 岩沼南小学校 【教育委員会】 桑原4-4-1

小学校 86 玉浦小学校 【教育委員会】 早股字小林396-1

中学校 87 岩沼北中学校 【教育委員会】 相の原2-3-1

中学校 88 岩沼中学校 【教育委員会】 桑原4-8-1

中学校 89 岩沼西中学校 【教育委員会】 三色吉字竹11

中学校 90 玉浦中学校 【教育委員会】 恵み野2-4-1

特別支援学校 91 北長谷字豊田1-1
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厚 病院 1 北長谷字畑向山南27-2

中学校 2 三色吉字竹11

特別支援学校 3 北長谷字豊田1-1

水防法第１５条第１項第４号の規定に基づき定める要配慮者利用施設

想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設は、表１の施設である。

【表１】

施設区分 施設名称

水防法及び土砂災害防止法に基づき定める要配慮者利用施設一覧

ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽたんぽぽ中央 ｻﾃﾗｲﾄ絆

厚
生
労
働
省
に
係
る
施
設

朝日ｻﾎﾟ-ﾄｾﾝﾀ-

ｸﾞﾙ-ﾌﾟﾎ-ﾑあぶくま

ｸﾞﾙ-ﾌﾟﾎ-ﾑなんてん岩沼

岩沼南ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-

介護老人保健施設 ｻﾆ-ﾎ-ﾑ

高齢者複合施設 ｶｰｻ岩沼

地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ恵み野

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくろまつ荘

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさくら

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ-さとのもり

ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-たけくま

ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-たんぽぽ

ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-たんぽぽ中央

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰまんさく

ｶﾅ-ﾙ

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽばあちゃん学校

特別養護老人ﾎｰﾑ 赤井江ﾏﾘﾝﾎｰﾑ

ひなたぼっこ桑原

ひなたぼっこ二木

やまぼうし

ﾕｰｽﾎ岩沼大手町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

ﾕ-ｽﾎﾟ岩沼ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽ

ﾕ-ｽﾎﾟはつらつﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽ

ﾘﾊﾋﾞﾘｻﾛﾝさくら

介護付有料老人ﾎｰﾑ ﾙﾎﾟたけくま

ｱ-ﾙﾄ

児童発達支援放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ すてっぷ

ｹｱ・ｸﾞﾙ-ﾌﾟﾎ-ﾑ ﾋﾟ-ｶﾞﾙ

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ﾘ-ﾁｪ

障害者地域就労支援ｾﾝﾀｰ ひまわりﾎ-ﾑ

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 しおかぜ

ｽｷｯﾌﾟ

ﾊ-ﾍﾞﾝ

ふぁいん(なちゅらる)

ふぁいん(ひよこﾌｧｰﾑ)

ﾎﾟ-ﾙﾄ

障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰ やすらぎの里

児童発達支援 くれぇる

岩沼ｾﾝﾀｰさくら保育室

ぴっぴ岩沼

ひなたぼっこﾊ-ﾓﾆ-

ぱすてる

ひなたぼっこ子どもの園

豆の木保育園

岩沼北保育園

岩沼はるかぜ保育園

岩沼保育園

竹駒保育園

ひよこ園

ほのぼの保育園

ﾕｰｽﾎﾟ岩沼ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ひよこのもり

小島病院

ｽｽﾞｷ記念病院

総合南東北病院

南浜中央病院

板橋眼科医院

佐藤医院

丹野(耳鼻咽喉科)医院

本郷医院

自立生活体験学習施設 ﾄﾚ-ﾆﾝｸﾞﾎ-ﾑたてした

総合南東北病院通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

文
部

岩沼西中学校

宮城県立支援学校岩沼高等学園

文
部
科
学
省
に
係
る
施
設

岩沼こばと幼稚園

岩沼さくら幼稚園

岩沼南こばと幼稚園

宮城県立支援学校岩沼高等学園

土砂災害防止法第８条第１項第４号の規定に基づき定める要配慮者利用施設

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設は、表２の施設である。

【表２】

施設区分 施設名称

みやぎ清耀会 緑の里ｸﾘﾆｯｸ


