
校区 施設名称 施設所在地 ※1計画降雨浸水深 ※2想定最大規模降雨浸水深

今治 鈴木病院 今治市別宮町２丁目１－５ － 1～3m未満
今治 今治幼稚園 今治市別宮町２丁目４－１３ － 1～3m未満
今治 木原病院 今治市別宮町３丁目７番地８ － 1～3m未満
今治 さくら苑 今治市別宮町３丁目７番地１７ － 1～3m未満
今治 光生病院 今治市室屋町３丁目２番地１０ 0.1～0.3m未満 1～3m未満
今治 グループハウス富士 今治市室屋町３丁目２番地１９ － 1～3m未満
今治 高山内科病院 今治市大正町３丁目５番地８号 0.1～0.3m未満 1～3m未満
今治 いのうえ産婦人科 今治市南大門町１丁目５番地２ － 1～3m未満
今治 今治十全医院 今治市南大門町２丁目４番地１８ － 1～3m未満
今治 ｹｱﾊｳｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 廣寿苑 今治市南大門町３丁目５番地３３ － 1～3m未満
今治 有料老人ホーム 廣寿苑 今治市南大門町３丁目５番地８ － 1～3m未満
今治 ケアハートホーム つどい 今治市南大門町２丁目２番地２ － 1～3m未満
今治 若葉幼稚園 今治市北宝来町１丁目２番地１ － 1～3m未満
今治 きら病院 今治市北宝来町１丁目３－５ － 1～3m未満
今治 ちゃれんじどｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ  あみ 今治市北宝来町２丁目２番地１２ － 1～3m未満
今治 ちゃれんじどｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 凜 今治市北宝来町２丁目２番地１２ － 1～3m未満
今治 ちゃれんじどｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ こぱん 今治市北宝来町２丁目２番地１２ － 1～3m未満
今治 ちゃれんじどｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ なかよし 今治市北宝来町２丁目２番地１２ － 1～3m未満
今治 高木眼科 今治市北宝来町２丁目３番地１ － 0.5～1m未満
今治 おひさまえん 今治市北宝来町２丁目３番地６ － 1～3m未満
今治 瀬戸内海病院 今治市北宝来町２丁目４番９号 － 1～3m未満
今治 ケアセンター　いきいき 今治市北宝来町３丁目２番地１２ － 1～3m未満
美須賀 有限会社ウェルケアサービス 今治市恵美須町２丁目２番地１ 0.1～0.3m未満 0.5～1m未満
美須賀 グループホームウェルえびす 今治市恵美須町２丁目２番地４ 0.1～0.3m未満 0.5～1m未満
美須賀 ふきあげワークス 今治市恵美須町３丁目１番地１６ 0.3～0.5m未満 1～3m未満
美須賀 吉野病院 今治市末広町１丁目５番地５ 0.5～1m未満 1～3m未満
美須賀 今治市障害者地域活動支援センター ときめき 今治市天保山町２丁目２番地１ 0.5～1m未満 1～3m未満
日吉 シルバーハウス吹揚 今治市黄金町３丁目２番地６ 0.5～1m未満 1～3m未満
日吉 美須賀病院 今治市黄金町３丁目４番地８ 0.5～1m未満 1～3m未満
日吉 老人保健施設　燧園 今治市末広町３丁目１番地６ 0.3～0.5m未満 1～3m未満
日吉 看護小規模多機能ひうち 今治市末広町３丁目３－６ 0.1～0.3m未満 1～3m未満
日吉 ｼﾙﾊﾞｰﾏﾝｼｮﾝひうち 今治市末広町３丁目３－６ 0.1～0.3m未満 1～3m未満
日吉 白石病院 今治市松本町１丁目５番地９ 0.3～0.5m未満 1～3m未満
日吉 胃大腸おおにし肛門科ひふ科 今治市松本町１丁目７番地２５ 0.3～0.5m未満 1～3m未満
日吉 今治セントラル病院 今治市松本町２丁目６番地６ 0.3～0.5m未満 1～3m未満
日吉 老人保健施設ｾﾝﾄﾗﾙｹｱﾎｰﾑ 今治市松本町２丁目６番地６ 0.3～0.5m未満 1～3m未満
日吉 森耳鼻咽喉科医院 今治市松本町３丁目２番地２４ 0.1～0.3m未満 1～3m未満
日吉 エダボリーナ 今治市枝堀町１丁目６番地１６ 1～3m未満 1～3m未満
日吉 リハプライド武田脳神経外科 今治市旭町３丁目３番地３１ 1～3m未満 1～3m未満
日吉 今治めぐみ幼稚園 今治市南宝来町１丁目１番地６ － 0.5～1m未満
日吉 今治中央乳児保育所 今治市南宝来町１丁目１番地４ － 0.5～1m未満
日吉 エンゼル保育園 今治市南宝来町１丁目４番地１１ － 0.5～1m未満
日吉 羽鳥病院 今治市南宝来町３丁目２番３号 － 0.5～1m未満
日吉 たくぼ眼科 今治市南宝来町３丁目２番地９ － 1～3m未満
日吉 グループホームはとり・デイサービスはとり 今治市南宝来町３丁目４番地１ － 0.5～1m未満
日吉 愛児園マミーランド 今治市蔵敷町２丁目１１－１８ － 0.3～0.5m未満

別宮 高齢者介護施設　カインドハウス北浜 今治市北浜町３番１０号 － 1～3m未満
別宮 げんき室屋町の家 今治市室屋町５丁目３－６ 0.1～0.3m未満 1～3m未満
別宮 ハートフルケアホームあけぼの 今治市室屋町６丁目１番９号 0.1～0.3m未満 1～3m未満
別宮 今治北乳児保育所 今治市室屋町６丁目３番２１号 0.1～0.3m未満 1～3m未満
別宮 別宮保育所 今治市大正町４丁目２番１０号 0.1～0.3m未満 1～3m未満
常盤 クリエイト２１（社会福祉法人で・ふ・か） 今治市常盤町５丁目２番３９号 － 0.5～1m未満
常盤 村上病院 今治市常盤町５丁目３番３７号 － 0.5～1m未満
常盤 ときわ園 今治市常盤町５丁目３番３７号 － 0.5～1m未満
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常盤 藤井病院 今治市常盤町５丁目３番３８号 － 0.5～1m未満
常盤 正岡眼科 今治市常盤町５丁目３番９号 － 0.5～1m未満
常盤 井出病院 今治市常盤町７丁目３番６号 － 0.5～1m未満
常盤 放射線　第一病院 今治市北日吉町１丁目１０番５０号 － 1～3m未満
常盤 老人保健施設　八惠苑 今治市北日吉町１丁目１９番１５号 － 1～3m未満
常盤 済生会 今治第二病院 今治市北日吉町１丁目７番４３号 － 1～3m未満
常盤 託児園プティ 今治市中日吉町１丁目５番４３号 － 1～3m未満
常盤 今治精華幼稚園 今治市中日吉町２丁目１番３４号 － 1～3m未満
常盤 常盤保育所 今治市南日吉町２丁目２番８号 － 0.5～1m未満
常盤 菅病院 今治市南日吉町２丁目３番２１号 － 1～3m未満
常盤 小規模多機能居宅介護　いよ路 今治市鯉池町１丁目２番１０号 － 0.5～1m未満
常盤 いよ路ほーむ 今治市鯉池町１丁目２番２２号 － 0.5～1m未満
常盤 いよ路サロン 今治市鯉池町１丁目２番２２号 － 0.5～1m未満
常盤 グループホームさつき 今治市泉川町１丁目１番２９号 － 0.5～1m未満
常盤 三木病院 今治市泉川町１丁目３番４５号 － 0.5～1m未満
常盤 舞花（まいか） 今治市蒼社町２丁目２－４３ － 0.5～1m未満
常盤 蒼社町のデイサービス２ 今治市蒼社町２丁目１-１８ － 0.1～0.3m未満

常盤 高齢者シェアハウス伊藤 今治市蒼社町２丁目２－６９ － 0.5～1m未満
常盤 イトウ館 今治市蒼社町２丁目２番６０号 － 0.1～0.3m未満

立花 かとう内科 今治市立花町１丁目１０番５号 － 0.1～0.3m未満

立花 都市型グループホーム　ゆう 今治市立花町２丁目９番３５号 － 0.1～0.3m未満

立花 竹内外科胃腸科 今治市立花町３丁目６番３６号 － 0.5～1m未満
立花 日浅産婦人科医院 今治市立花町３丁目７番３０号 － 0.5～1m未満
立花 ＪＡ今治立花デイサービスセンター 今治市立花町４丁目５番２６号 0.1～0.3m未満 0.5～1m未満
立花 立花幼稚園 今治市立花町４丁目６番１９号 0.3～0.5m未満 1～3m未満
立花 平林胃腸クリニック 今治市河南町２丁目６番２０号 － 0.3～0.5m未満

立花 ふれあいの家ひまわり/ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝひまわり 今治市郷本町３丁目５番３４号 － 0.5～1m未満
立花 デイサービス（サ高住） ひまわり 今治市郷本町３丁目５番３７号 0.1～0.3m未満 0.3～0.5m未満

立花 サテライト小規模多機能施設 ひまわり 今治市八町西４丁目１番１２号 0.5～1m未満 1～3m未満
立花 グループホームひまわり 今治市八町西４丁目１番１４号 0.5～1m未満 1～3m未満
立花 パドル 今治市八町東６丁目４番２２号 － 0.5～1m未満
立花 小規模多機能型介護施設 たちばな南 今治市八町東５丁目６番２号 0.3～0.5m未満 1～3m未満
立花 おあしす中央 今治市八町西３丁目３番３５号 － 0.3～0.5m未満

鳥生 鳥生保育所 今治市北鳥生町３丁目１番１５号 － 1～3m未満
鳥生 ライフサポートここはうす 今治市南鳥生町１丁目１番１５号 1～3m未満 3～5m未満
鳥生 カインドハウス 今治市南鳥生町２丁目３番４３号 0.5～1m未満 1～3m未満
鳥生 ライフサポートここはうす 今治市北高下町１丁目５－２０ 1～3m未満 1～3m未満
鳥生 デイサービスたちばな 今治市北高下町３丁目３－１８ 0.5～1m未満 1～3m未満
鳥生 ハートフルケアホーム青空 今治市南高下町２丁目２番６７号 1～3m未満 1～3m未満
鳥生 デイサービス めぐちゃん 今治市南高下町３丁目４番地２６ 1～3m未満 1～3m未満
鳥生 晴心幼稚園 今治市南高下町３丁目４番４６号 1～3m未満 1～3m未満
鳥生 フレンドシップホームⅣ 今治市衣干町２丁目１番２８号 － 1～3m未満
鳥生 麦の穂 今治市衣干町２丁目１番地３１ 1～3m未満 1～3m未満
城東 ひだまり 今治市天保山町４丁目４番地２０ 0.1～0.3m未満 1～3m未満
城東 ハーフデイ・リハビリステーション 晃誠 今治市美須賀町３丁目３番地２ － 1～3m未満
城東 城東保育所 今治市美須賀町４丁目１番地４８号 1～3m未満 1～3m未満
城東 ゆいまーる　あくあ 今治市美須賀町４丁目１番４６号 1～3m未満 1～3m未満
城東 住んで民家今治 今治市美須賀町４丁目１番２２号 1～3m未満 1～3m未満
城東 デイサービスはなび 今治市美須賀町４丁目１番２２号 1～3m未満 1～3m未満
城東 瀬戸内みすかの家 今治市東門町５丁目１４番５２号 0.5～1m未満 1～3m未満
城東 デイサービス「愛」 今治市東鳥生町１丁目６番７号 1～3m未満 1～3m未満
城東 サポートかけはし東鳥生 今治市東鳥生町５丁目４６番 － 0.5～1m未満
富田 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽｳｨﾙｹｱ ひろせ 今治市喜田村６丁目４番２０号 0.5～1m未満 1～3m未満
富田 広瀬病院 今治市喜田村６丁目５－１ 0.5～1m未満 1～3m未満
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富田 済生会今治病院 今治市喜田村７丁目１－６ 0.5～1m未満 1～3m未満
富田 希望の園 今治市喜田村７丁目１－６ 0.5～1m未満 1～3m未満
富田 なでしこ保育所 今治市喜田村７丁目２番３０号 0.3～0.5m未満 1～3m未満
富田 株式会社アイリール 今治市喜田村８丁目１番４１号 － 1～3m未満
富田 まんまるファクトリー 今治市東村１丁目５番２３号 － 1～3m未満
富田 デイサービスつくし 今治市東村１丁目７番１９ 0.1～0.3m未満 1～3m未満
富田 若葉保育園 今治市東村１丁目１５番３６号 0.3～0.5m未満 1～3m未満
富田 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽﾌﾞﾙｰﾒ 今治市拝志１番２６号 0.1～0.3m未満 1～3m未満
富田 小規模多機能型介護施設 たちばな 今治市上徳甲５７１－２ 0.5～1m未満 1～3m未満
富田 デイサービスみのり 今治市上徳甲７１７－１ － 1～3m未満
富田 グループホームしおかぜ 今治市松木４０５－４ 1～3m未満 1～3m未満
清水 みどり幼稚園 今治市五十嵐甲６０番地 － 0.5～1m未満
清水 清水保育所 今治市徳重８９番地１ 0.1～0.3m未満 1～3m未満
清水 今治南病院 今治市四村１０３番地１ － 0.5～1m未満
清水 グループホーム清水 今治市四村１０３番地４ － 0.5～1m未満
清水 夢門塾ゆうゆう今治中寺事業所 今治市中寺９８９番地３ － 0.5～1m未満
日高 笑歩会　今治 今治市馬越町３丁目２番２３号 － 0.5～1m未満
日高 グループホームほっとやまうち 今治市常盤町８丁目４番３１号 － 0.5～1m未満
日高 小澤外科循環器科 今治市馬越町４丁目３番１０号 － 1～3m未満
日高 山内病院 今治市片山３丁目１番４０号 － 0.5～1m未満
日高 いずみ幼稚園 今治市片山３丁目３番１４号 － 0.5～1m未満
日高 グループホーム　うっとこ１ 今治市片山４丁目６番２３号 － 1～3m未満
日高 老人ホーム日高荘 今治市小泉５丁目６番３８号 － 3～5m未満
日高 ＪＡおちいまばり　元気まんてん 今治市別名４３４番地 － 1～3m未満
日高 地域活動支援ｾﾝﾀｰらぽーる・しまなみﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 今治市別名１０番地２ － 1～3m未満
日高 プリズム（一般財団法人Ｓｉｇｎ） 今治市別名１８０－１ － 0.5～1m未満
日高 機能訓練特化型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　まいか 今治市別名１９４番地１ － 0.5～1m未満
日高 特別養護老人ホーム 今治なごみ苑 今治市別名２５１番地 － 1～3m未満
日高 デイサービス なごみ 今治市別名２５１番地 － 1～3m未満
日高 介護老人保健施設　シルビウス・ケアセンター 今治市別名２６１番地 － 0.5～1m未満
日高 片木脳神経外科 今治市別名２７４番地 － 1～3m未満
日高 日高保育所 今治市別名５４９番地１ － 0.3～0.5m未満

乃万 サン・ファミリア今治 今治市山路町１丁目３－２１ － 0.5～1m未満
鴨部 日の出保育所 今治市玉川町小鴨部甲２３０番地２ － 0.1～0.3m未満

鴨部 ステップ 今治市玉川町別所甲３２番地１ 0.5～1m未満 1～3m未満
鴨部 おかげさん 今治市玉川町別所甲９３番地３ － 0.1～0.3m未満

　【用語の説明】

　※1 計画降雨浸水深とは

→ 　概ね50年に1回程度の大雨が降ったことにより蒼社川が氾濫した場合に想定される浸水深です。

　※2 想定最大規模降雨浸水深とは

→

　 　詳しくはHP上に記載されている洪水ハザードマップ【平成28年度作成】をご覧ください。

　計画降雨以上の、想定し得る最大規模の降雨に伴い蒼社川が氾濫した場合に想定される浸水
深です。


