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（資料2-4-1-2）河川洪水時浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧

（児童福祉施設・幼稚園）

№ 住所 施設名
河川氾濫

浸水想定

1 城東町1-100 福島県若松乳児院 0.5～1m

2 日新町16-36
社会福祉法人会津若松保育協会

若松第一保育園
0～0.5m

3 城前9-6
社会福祉法人会津若松保育協会

若松第三保育園
0～0.5m

4 中町3-20
社会福祉法人会津若松保育協会

のぞみ保育園
0～0.5m

5 門田町大字中野字屋敷191-3
社会福祉法人会津報徳会

門田報徳保育園
0.5～1m

6 材木町一丁目3-15
社会福祉法人会津報徳会

会津報徳保育園
2～5m

7 山鹿町4-37
社会福祉法人会津婦人会

会津婦人会保育園
0～0.5m

8 南花畑2-7
社会福祉法人南町保育会

南町保育園
1～2m

9 本町8-40
社会福祉法人博愛会

博愛園
1～2m

10 門田町大字日吉字小金井63
学校法人中沢学園

みなみ若葉こども園
2～5m

11 宝町2-16
学校法人慈光学園

会津慈光こども園
1～2m

12 日新町8-26
学校法人若松幼稚園

認定こども園若松第二幼稚園
0.5～1m

13 北会津町大字中荒井字山道4-1
学校法人白梅

認定こども園北会津こどもの村幼保園
0～0.5m

14 柳原町四丁目6-8
学校法人中沢学園

菅原若葉こども園
2～5m

15 門田町大字黒岩字大坪68-1
社会福祉法人南町保育会

どんぐり山こども園
2～5m

16 湯川町3-53
学校法人若松幼稚園

認定こども園若松第三幼稚園
1～2m

17 東年貢一丁目7-64
学校法人慈光学園

認定こども園慈光第二幼稚園
0.5～1m

18 湯川町3-74
学校法人中沢学園

認定こども園会津若葉幼稚園
0～0.5m

19 西栄町1-18
学校法人ザべリオ学園

認定こども園ザべリオ学園こども園
0～0.5m

20 門田町大字徳久字竹之元1113-10 まな児遊園門田ルーム 1～2m

21 真宮新町南四丁目100 まな児遊園幸くるルーム 1～2m

22 城西町4-50 ムーミンベビー＆チャイルドルーム 2～5m

23 米代１丁目5-33
社会福祉法人南町保育会

謹教こどもクラブ　
0～0.5m

24 北会津町下荒井139
学校法人白梅

荒舘こどもクラブ
0～0.5m
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25 城前7-20 会津若松市城前こどもクラブ 0～0.5m

26 北会津町小松490-2
学校法人白梅

川南こどもクラブ
0～0.5m

27 日新町7-40
学校法人若松幼稚園

日新こどもクラブ
0～0.5m

28 東年貢一丁目7-64
学校法人慈光学園

城南第一こどもクラブ　
0.5～1m

29 門田町大字中野字村前１-１
社会福祉法人会津報徳会

門田こどもクラブ　
0.5～1m

30 門田町大字日吉字笊籠田１-１
特定非営利活動法人会津ＮＰＯセンター

小金井第一こどもクラブ
1～2m

31 門田町大字日吉字丑渕63
特定非営利活動法人会津ＮＰＯセンター

小金井第二こどもクラブ
1～2m

32 神指町大字高瀬字大道東108-3
社会福祉法人南町保育会

神指こどもクラブ
1～2m

33 川原町4-1
社会福祉法人会津報徳会

城西こどもクラブ　
2～5m

34 門田町大字黒岩字大坪70-13
社会福祉法人南町保育会

城南第二こどもクラブ
2～5m

35 城前7-20
会津若松市

城前児童センター
0～0.5m

36 西七日町2-33
会津若松市

西七日児童館
0.5～1m

（学校教育施設）

№ 住所 施設名
河川氾濫

浸水想定

1 川原町4-1 市立城西小学校 2～5m

2 米代１丁目5-33 市立謹教小学校 0～0.5m

3 日新町7-40 市立日新小学校 0～0.5m

4 神指町大字高瀬字大道東108-3 市立神指小学校 1～2m

5 門田町大字中野字村前1-1 市立門田小学校 1～2m

6 門田町大字黒岩字大坪25-1 市立城南小学校 0.5～1m

7 門田町大字日吉字小金井48 市立小金井小学校 1～2m

8 北会津町下荒井字八幡前13 市立荒舘小学校 0.5～1m

9 北会津町小松490-2 市立川南小学校 0.5～1m

10 城前1-7 市立第二中学校 0.5～1m

11 湯川町4-20 市立第三中学校 2～5m

12 桜町110 市立第四中学校 2～5m

13 門田町大字御山字村下314 市立第五中学校 1～2m

14 北会津町中荒井2107-1 市立北会津中学校 0.5～1m
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15 西栄町1-18 会津若松ザベリオ学園小学校 0～0.5m

16 西栄町1-18 会津若松ザベリオ学園中学校 0～0.5m

17 表町3-1 福島県立会津高等学校 1～2m

18 米代一丁目3-31 福島県立若松商業高等学校 0.5～1m

(高齢者福祉施設）

№ 住所 施設名
河川氾濫

浸水想定

1 北会津町東小松2335
医療法人明精会

会津西デイサービスセンター
1～2m

2 御旗町9-5
社会福祉法人博愛会（指定管理）

会津若松市片柳デイサービスセンター
2～5m

3 南花畑2-58
社会福祉法人博愛会（指定管理）

会津若松南花畑デイサービスセンター
2～5m

4 本町9-14

株式会社会津インターナショナルスイミングス

クール

COAほんまち

0～0.5m

5 米代一丁目5-87
一般財団法人竹田健康財団

竹田ほほえみデイサービスセンター
0～0.5m

6 古川町10-8
株式会社ツクイ

ツクイ会津古川町
1～2m

7 門田町大字日吉字小金井11
株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター門田
2～5m

8 北会津町東小松2335
医療法人明精会

会津西病院通所リハビリテーション　みずき
1～2m

9 材木町二丁目5-20

小野木クリニック

小野木クリニック指定通所リハビリテーション事

業所

2～5m

10 湯川町1-66
一般財団法人竹田健康財団

通所リハビリテーションＴＲＹ
0～0.5m

11 北会津町東小松字南古川12
医療法人明精会

介護老人保健施設美野里通所リハビリテーション
0.5～1m

12 神指町北四合字伊丹堂62-2
社会福祉法人博愛会

指定短期入所生活介護事業所会津みどりホーム
0.5～1m

13 門田町大字飯寺字村東305-2

医療法人社団平成会

健康倶楽部あいづショートステイ「鶴成館」、健康倶

楽部あいづデイサービスセンター「鶴成館」

0.5～1m

14 西七日町6-12

有限会社なごやか

ショートステイしなのき西七日町、デイサービスし

なのき西七日町

0.5～1m

15 北会津町東小松字南古川1
社会福祉法人千桜会

特別養護老人ホーム会津敬愛苑
1～2m

16 神指町大字北四合字伊丹堂55-1

社会福祉法人博愛会

特別養護老人ホーム会津みどりホーム、会津みどり

ホームデイサービスセンター

0.5～1m
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17 北会津町東小松字南古川12
医療法人明精会

介護老人保健施設美野里
0.5～1m

18 館馬町6-2

医療法人社団平成会

介護付有料老人ホーム「健康倶楽部館（ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ）

ファンコート南」

2～5m

19 西栄町8-20
一般財団法人温知会

介護付有料老人ホーム多生苑西栄町
0～0.5m

20 日新町10-10
株式会社西陽

プラセール日新
0～0.5m

21 城南町3-41

特定医療法人明智会

介護付き有料老人ホームレジデンス桜子、デイサー

ビスセンター城南

0.5～1m

22 門田町大字飯寺字村東305-6
医療法人社団平成会

健康倶楽部家 鶴成館
0.5～1m

23 門田町工業団地 37-1

株式会社ケアネット

グループホームあいづ、ショートステイ会津、デイ

サービスセンター会津、ケアネット共用型デイサー

ビスあいづ

1～2m

24 古川町3-1

特定非営利活動法人こころのさとこだわりデイ

サービス　

早稲田イーライフ会津若松・門田

1～2m

25 北会津町中荒井727
特定非営利活動法人コアラハウス

デイサービスセンターぽっかぽか
0.5～1m

26 真宮新町南一丁目96
合同会社フューチャー

デイサービス温っ家（ぽっか）
1～2m

27 住吉町2-3
株式会社ケア・ウイング

デイサービス楽楽すみよし
2～5m

28 本町3-20
株式会社 cluster

ホームケアCOCOLO
0.5～1m

29 門田町大字一ﾉ堰字村西386-1
有限会社夢と共生の21グループ

いにしえの郷、デイサービスおともだち会津
2～5m

30 真宮新町南二丁目136-2
有限会社ネットケアープランニング

オリーブ
1～2m

31 明和町1-77
有限会社夢と共生の21グループ

共生ハウスみんなの里Ⅱ
0.5～1m

32 明和町4-12
有限会社 夢と共生の21グループ

共生ハウスみんなの里Ⅲ
2～5m

33 東年貢一丁目8-8

有限会社山本産業

ケアホーム明日向 東年貢店、デイサービスセン

ター明日向

1～2m

34 門田町大字一ﾉ堰字村西405-10
有限会社山本産業

ケアホーム明日向みなみ
1～2m

35 真宮新町北二丁目18
株式会社楓

ケアホーム楓
0.5～1m

36 真宮新町北二丁目8
株式会社楓

ケアホーム桂
1～2m

37 橋本1丁目4-14
有限会社なごやか

しなのきホーム橋本
1～2m
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38 新横町4-10
有限会社なごやか

しなのきホーム新横
1～2m

39 新横町4-6

有限会社 なごやか

しなのきホーム新横東、デイサービスしなのき新横

東

1～2m

40 橋本二丁目6-8
有限会社 G.F.M支援プロジェクト

ねむの木
1～2m

41 門田町大字飯寺字村西185-1

合資会社陽だまり

陽だまりのゆめホーム、合資会社デイサービスセン

ター陽だまりの家

0.5～1m

42 真宮新町南二丁目57-6
株式会社シンパシー

ほほえみ
1～2m

43 門田町大字徳久字竹之元873-2
有限会社シルバー支援総業

まごころホーム
1～2m

44 門田町大字徳久字竹之元1233-2
有限会社シルバー支援総業

まごころホーム２号館
1～2m

45 門田町大字御山字村下304-1
日本精測株式会社

門田の家、デイサービス門田の家
0.5～1m

46 北会津町東小松2335
医療法人明精会

有料老人ホームあずみ
1～2m

47 館馬町6-11
医療法人社団平成会

アルコート南
2～5m

48 米代二丁目１-10
日本精測株式会社

セレッソよねだい、デイサービス米代の家
0.5～1m

(障がい者福祉施設）

№ 住所 施設名
河川氾濫

浸水想定

1 天神町5-65
公益社団法人会津社会事業協会

天神寮
1～2m

2 東栄町1-15
特定非営利活動法人ハッピーロード

栄町ホーム1・2
0～0.5m

3 東栄町6-32
特定非営利活動法人ふれあいづスマイル

グループホームつちのこ
0.5～1m

4 門田町大字飯寺字村東615-83
特定非営利活動法人自立援助センター雑草の会

ポピー
1～2m

5 山鹿町1-3 特定非営利活動法人ハッピーロード山鹿町ホーム 0～0.5m

6 山鹿町4-3

公益社団法人会津社会事業協会

たけだ苑Ａ、たけだ苑Ｂ、たけだ苑Ｃ、たんぽぽ、ひ

だまり

0～0.5m

7 山鹿町4-50
公益社団法人会津社会事業協会

せせらぎ
0～0.5m

8 山鹿町4-53
公益社団法人会津社会事業協会

こだち
0～0.5m

9 新横町1-12
特定非営利活動法人ＣＨＡＮＴ

グループホーム「ＣＨＡＮＴ3」
1～2m
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10 新横町1-17
特定非営利活動法人ほっとハウスやすらぎ

ほっとハウスやすらぎ
1～2m

11 追手町7-17
特定非営利活動法人ＣＨＡＮＴ

グループホーム「ＣＨＡＮＴ4」
0～0.5m

12 湯川町1-47
公益社団法人会津社会事業協会

こだち別館
0～0.5m

13 米代二丁目2-16
特定非営利活動法人ほっとハウスやすらぎ

ほっとハウスれーべん
1～2m

14 西七日町6-45
特定非営利活動法人ハッピーロード

七日町ホーム1・2
0～0.5m

15 本町5-1
特定非営利活動法人ふれあいづスマイル

ほのか
1～2m

16 住吉町17-6

特定非営利活動法人ＣＨＡＮＴ

グループホーム「ＣＨＡＮＴ1」、グループホーム

「ＣＨＡＮＴ2」

2～5m

17 住吉町18-1
特定非営利活動法人ＣＨＡＮＴ

グループホーム「ＣＨＡＮＴ5」
2～5m

18 城西町6-38
特定非営利活動法人市民団体こもれび

グループホームありか
2～5m

19 幕内南町1-35
特定非営利活動法人ＣＨＡＮＴ

ひこうせん
2～5m

20 幕内南町1番 33号

社会福祉法人賢心会

共同生活援助事業所なの花ホーム住居③つくし

ホーム

2～5m

21 真宮新町南四丁目78
有限会社ピパネットピーターパン

デイサービスセンター
1～2m

22 神指町榎木壇 73
社会福祉法人会津療育会

障がい者支援施設アガッセ
2～5m

23 門田町大字一ノ堰字村西686-18
特定非営利活動法人ピーターパンネットワーク

ネバーランド
2～5m

24 門田町大字中野字大道東8-1
特定非営利活動法人あいの里

自立支援事業所あいの里
0～0.5m

25 門田町大字中野大道西23-20
特定非営利活動法人あいの里

自立支援事業所こっとん
0～0.5m

26 門田町大字徳久字竹之元1053-2
特定非営利活動法人自立援助センター雑草の会

ココニ
2～5m

27 門田町大字徳久字竹之元565-1
特定非営利活動法人自立援助センター雑草の会

ココ
1～2m

28 門田町大字日吉字笊籬田19番地
有限会社希星

welfare希星、life希星
2～5m

29 門田町大字飯寺字村東171
特定非営利活動法人ハッピーロード

就労継続支援事業所ハッピーロード
1～2m

30 門田町大字飯寺字村東276-9
特定非営利活動法人自立援助センター雑草の会

キッチンモモ
1～2m

31 真宮新町南三丁目96-4
特定非営利活動法人ミライエ

グループホームマミヤ 2ｎｄ
1～2m

32 真宮新町北二丁目51 社会福祉法人啓和会 0.5～1m
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Mamiyaつどいの家

33 真宮新町北二丁目6-3
特定非営利活動法人ミライエ

グループホームマミヤ
1～2m

34
北会津町大字東小松字北古川18-

1

医療法人明精会

コーポなな
0.5～1m

35
北会津町大字東小松字北古川55-

3

医療法人明精会

コーポふるたて
0～0.5m

36 北会津町東小松2335
医療法人明精会

会津西短期入所サービス事業所
0.5～1m

37 真宮新町北二丁目50
社会福祉法人啓和会

Mamiyaプリムローズ
1～2m

38 湯川町1-14
一般財団法人竹田健康財団

総合発達支援プラザふらっぷ
0.5～1m

39 七日町2-29
特定非営利活動法人夢あるき

ＫＩＤＳ　ＳＣＨＯＯＬ　つぼみ
0～0.5m

40 材木町二丁目6-3
特定非営利活動法人ほっとハウスやすらぎ

ほっとハウスばうむ
2～5m

41 建福寺前1-32　尾崎ビル1F
株式会社ベストライフジャパン

ファミリーキッズ会津若松２
0～0.5m

42 門田町大字飯寺字村西984-5
社会福祉法人南町保育会

多機能型事業所はるか
1～2m

43 北会津町大字中荒井字稲荷 5-1
特定非営利活動法人杜のくまさん

杜のくまさん
1～2m

44 神指町大字北四合字伊丹堂86-1
社会福祉法人若樹会

ふくしの家
0.5～1m

(病院・診療所）

№ 住所 施設名
河川氾濫

浸水想定

1 山鹿町3-27 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 0～0.5m

2 北会津町東小松2335 医療法人明精会会津西病院 0～0.5m

3 河東町大字谷沢字前田21-2
公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附

属病院
0～0.5m

4 西栄町2-27 医療法人社団新生会佐藤医院 0～0.5m

5 山鹿町1-22 会津若松市夜間急病センター 0.5～1m

6 日新町1-2 石田眼科医院 0.5～1m

7 門田町大字黒岩字大坪180 いとう子どもクリニック 0.5～1m

8 門田町大字飯寺字村東863-6 おのぎレディースクリニック 0.5～1m

9 東栄町5-32 佐藤内科循環器科医院 0.5～1m

10 門田町大字中野字大道東9-4 高村整形外科 0.5～1m

11 西七日町3-12 七日町クリニック 0.5～1m
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12 真宮新町北一丁目11-1 二瓶クリニック 0.5～1m

13 天神町24-53 蛯谷クリニック 0.5～1m

14 門田町大字日吉字対馬館33-2 あいづ整形外科リハビリテーションクリニック 1～2m

15 館馬町1-3 たてうまクリニック 1～2m

16 門田町大字飯寺字村東616-27 にいでら診療所 1～2m

17 材木町一丁目4-4 医療法人　癒水会会津クリニック 1～2m

18 天神町31-3 穴澤耳鼻咽喉科医院 1～2m

19 新横町6-26 佐藤内科小児科医院 1～2m

20 住吉町197-1 斎藤医院 1～2m

21 天神町31-5 山口皮ふ科医院 1～2m

22 表町5-6 山田整形外科医院 1～2m

23 米代一丁目6-28 小島原内科クリニック 1～2m

24 古川町4-21 森田小児科医院 1～2m

25 町北町大字中沢字新田27-1 渡辺脳神経クリニック 1～2m

26 門田町大字日吉字丑渕11-21 入澤泌尿器科内科クリニック　 1～2m

27 門田町大字中野字大道西39 北田内科医院 1～2m

28 北会津町大字東小松字北古川50 はせがわ整形外科クリニック 1～2m

29 城西町5-55 あらい内科循環器科クリニック 2～5m

30 門田町大字日吉字笊籬田27-1 いとう内科消化器科クリニック 2～5m

31 川原町1-13 加藤内科小児科医院 2～5m

32 材木町一丁目10-15 手塚医院　 2～5m

33 材木町二丁目5-20 小野木クリニック 2～5m

34 門田町大字日吉字丑渕11-42 仙波耳鼻咽喉科医院 2～5m

※上記の浸水想定区域内の要配慮者利用施設※2の管理者等は、①避難確保計画の作成、②同計画を作成

・変更した場合の遅滞ない市長への報告、③避難訓練の実施が義務となっています。

※2　要配慮者施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が

利用する施設です。

※3　原則として、「浸水深 0～0.5ｍ以内」以上が想定される施設を対象とし、「高等学校」「無床の医療

施設」は「浸水深 0.5ｍ～1ｍ」以上が想定される施設を対象とする。

9



（資料2-4-3-6）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧

（児童福祉施設・幼稚園）

№ 住　　　所 施設名 区域名
自然現象の

種類

１ 大戸町小谷川端7-2 社会福祉法人会津児童園 小谷川端１・２ 急傾斜地

２ 門田町大字面川字舘堀74
社会福祉法人会津報徳会

面川報徳保育園
館堀１号・石村沢

急傾斜地・

土石流

３ 湊町大字共和字西田面 40-1

社会福祉法人　会津若松市社会福

祉協議会

湊しらとり保育園

西田面沢3号 土石流

４ 慶山一丁目2-1
社会福祉法人博愛会

東山こどもクラブ
慶山沢 土石流

５ 湊町大字共和字上馬渡 171

社会福祉法人　会津若松市社会福

祉協議会

湊こどもクラブ

西田面沢3号 土石流

（学校教育施設）

№ 住　　　所 施設名 区域名
自然現象の

種類

１ 大戸町上三寄大豆田116 市立大戸小学校 香塩沢 土石流

２ 慶山一丁目2-1 市立東山小学校 慶山沢 土石流

３ 大戸町上三寄香塩211-1 市立大戸中学校 香塩沢・香塩
急傾斜地・

土石流

４ 湊町大字共和字上馬渡266-1 市立湊中学校
西田面沢2号・

西田面沢3号
土石流

５ 湊町大字共和字上馬渡 171 市立湊小学校 西田面沢3号 土石流

（高齢者福祉施設）

№ 住　　　所 施設名 区域名
自然現象の

種類

１ 和田一丁目7-41
株式会社いぶ樹

ライフステージいぶ樹
別沢 土石流

２ 慶山一丁目11-23

有限会社ネットケアープランニング

ゲストハウスけいざん、

ケアホームけいざん

慶山沢 土石流

３ 湊町大字共和字西田面 180

社会福祉法人　桜ケ丘福祉会

特別養護老人ホーム絆、

ショートステー絆、

デイサービスセンター絆

西田面沢・

西田面沢2号・

西田面沢3号

土石流

４ 千石町5-8 社会福祉法人啓和会 慶山沢 土石流
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№ 住　　　所 施設名 区域名
自然現象の

種類

グループホーム東山しょうぶ苑

５ 湊町大字共和字西田面 12
株式会社田中介護センター

小規模多機能型居宅介護みなと

西田面沢・

西田面沢3号
土石流

（障がい者福祉施設）

№ 住　　　所 施設名 区域名
自然現象の

種類

１ 大戸町小谷川端1
社会福祉法人　賢心会

りんどうの家
小谷川端１ 急傾斜地

２ 和田一丁目7-41
株式会社いぶ樹

Daichiといぶ樹
別沢 土石流

（病院・診療所）

№ 住　　　所 施設名 区域名
自然現象の

種類

１ 天神町24-53 蛯谷クリニック 宮沢・宮沢２号 土石流

※上記の土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※2の管理者等は、①避難確保計画の作成、②同計画を

作成・変更した場合の遅滞ない市長への報告、③避難訓練の実施が義務となっています。

※2　要配慮者施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が

利用する施設です。
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