
校区 施設名 所在地 警戒区域 特別警戒区域

別宮 生活介護事業所はぴふる 今治市高地町2-1878-5 土/押谷川/202-1036 区域外

近見 ベストケア・デイサービスセンターしまなみ 今治市近見町1-3-3 急/近見的場A/202-Ⅱ-154(1) 区域外

近見 ケアフィットしまなみ 今治市近見町1-3-4 急/近見的場A/202-Ⅱ-154(1) 区域外

近見 あおいそら保育園 今治市近見町1-3-8 急/近見的場A/202-Ⅱ-154(1) 区域外

近見 ナーサリースクール・ガジャ 今治市近見町1-3-8 急/近見的場A/202-Ⅱ-154(1) 区域外

近見 ちかみシーサイド 今治市近見町1-7-50 急/近見A/202-Ⅰ-219(1) 区域外

近見 りんぐ 今治市湊町1-1-21 急/大浜的場A/202-Ⅰ-218(1) 区域外

桜井 工房マインドDAN 今治市旦甲287-5 土/八ヶ谷川/202-1018 区域外

桜井 養護老人ホーム桜井荘 今治市旦甲472-1 土/旦蓮谷川/202-1016・急/旦/202-Ⅰ-2660(1) 区域外

桜井 特別養護老人ホーム唐子荘 今治市旦甲472-1、甲479-1 土/旦蓮谷川/202-1016 区域外

桜井 短期入所生活介護事業所唐子荘 今治市旦甲472-1、甲479-1 土/旦蓮谷川/202-1016 区域外

桜井 デイサービスセンター唐子荘 今治市旦甲472-1、甲479-1 土/旦蓮谷川/202-1016 区域外

日高 就労支援事業所つむぎ 今治市高橋甲1552-1 土/根元川/202-2002-2 区域外

乃万 イマバリ寺ス 今治市延喜甲600 急/延喜B/202-Ⅱ-118(1) 急/延喜B/202-Ⅱ-118(1)

乃万 障害者支援センターアクティブマインド 今治市神宮甲609-1 土/井戸ノ谷川/202-2009 区域外

波止浜 あゆみクリニック 今治市高部甲526-1 土/扇谷川/202-1043 区域外

波止浜 特別養護老人ホームほのか 今治市高部甲535-1 土/扇谷川/202-1043 区域外

朝倉 朝倉作業所 今治市朝倉南乙457 土/黒岩川-1/341-1054-1・土/黒岩川-2/341-1054-2 区域外

鴨部 日の出保育所 今治市玉川町小鴨部甲230-2 土/小寺谷川/342-2039-2・土/小寺谷川/342-2039-3 区域外

鴨部 デイサービスセンター元気玉川 今治市玉川町中村甲496-1 土/蒼社川/342-1082・土/蒼社川/342-1083 区域外

鴨部 鴨部小学校 今治市玉川町中村甲574-1 土/マトバ川/342-1083・急/原ノ谷/342-Ⅰ-294(1) 区域外

鴨部 玉川中学校 今治市玉川町高野甲21 土/メムギ川/342-2041-1・土/メムギ川/342-2041-2・急/高野/342-Ⅰ-297(1) 区域外

九和 九和小学校 今治市玉川町摺木甲71-1 急/摺木/342-Ⅰ-270(1) 区域外

波方 なみっこ交流館 今治市波方町波方甲2029 土/波方(1)/343-1194 区域外

波方 リハビリデイサービス和香 今治市波方町波方甲2620-1 急/港北A/343-Ⅰ-343(1) 区域外

波方 今治市社協デイサービスセンター波方 今治市波方町樋口甲264-1 土/多々良川/343-1235-1 区域外

波方 樋口児童館 今治市波方町樋口甲1755-1 土/樋口(1)/343-1208 区域外

波方 たんぽぽ幼稚園 今治市波方町養老甲764-1 土/岡本川/343-1210 区域外

波方 小規模保育所たんぽぽ 今治市波方町養老甲764-1 土/岡本川/343-1210 区域外

波方 波方小学校 今治市波方町養老甲803-1 土/東昭寺川/343-1209・土/養老川/343-1223 区域外

波方 特別養護老人ホーム寿山苑 今治市波方町養老甲1006 土/養老(11)/343-1224・土/樋口(1)/343-1208 区域外

波方 ケアハウス寿山荘 今治市波方町養老甲1006 土/養老(11)/343-1224・土/樋口(1)/343-1208 区域外

波方 指定短期入所生活介護事業所寿山苑 今治市波方町養老甲1006 土/養老(11)/343-1224・土/樋口(1)/343-1208 区域外

波方 樋口保育所 今治市波方町養老甲1024 土/樋口(1)/343-1208 区域外

菊間 菊間中学校 今治市菊間町浜2628-1 急/蔵ノ谷4/345-Ⅱ-30(1) 区域外

吉海 大島中学校 今治市吉海町幸新田250 土/八幡南川/346-1293 区域外

吉海 小規模多機能型居宅介護施設シーサイド 今治市吉海町臥間45-1、46-2 急/下田水/346-Ⅰ-422(1) 急/下田水/346-Ⅰ-422(1)

吉海 グループホームシーサイド 今治市吉海町臥間45-1、46-2 急/下田水/346-Ⅰ-422(1) 急/下田水/346-Ⅰ-422(1)

吉海 有料老人ホーム大島シーサイド 今治市吉海町臥間45-1、46-2 急/下田水/346-Ⅰ-422(1) 急/下田水/346-Ⅰ-422(1)

吉海 デイサービストリトン 今治市吉海町名4680 土/中田川/346-1306 区域外

吉海 吉海認定こども園 今治市吉海町八幡56 土/八幡北川/346-1292 区域外

宮窪 宮窪認定こども園 今治市宮窪町宮窪2901 土/数原下川/347-1347-1・土/数原下川/347-1347-2・土/数原上川/347-1348 区域外

宮窪 しまなみテラス 今治市宮窪町宮窪甲2993-1 土/数原下川/347-1347-1・土/数原下川/347-1347-2・土/数原上川/347-1348 区域外

宮窪 宮窪小学校 今治市宮窪町宮窪4765 土/イモホリ川/347-1340 区域外

伯方 伯方児童館 今治市伯方町有津甲3-1 土/若宮川/348-1372 区域外

伯方 デイサービスセンター元気伯方 今治市伯方町叶浦甲1666-4 土/西側川東川/348-1414 区域外

伯方 伯方小学校 今治市伯方町木浦甲3599-2 土/橘ノ口川/348-1381 区域外

伯方 今治市社協デイサービスセンター伯方 今治市伯方町木浦甲3930-1 土/古江川/348-1382・急/福浦/348-Ⅰ-470(1) 区域外

土砂災害（特別）警戒区域内における要配慮者利用施設一覧表



校区 施設名 所在地 警戒区域 特別警戒区域

土砂災害（特別）警戒区域内における要配慮者利用施設一覧表

伯方 特別養護老人ホームはかた寿園 今治市伯方町木浦甲3930-3 土/古江川/348-1382・急/福浦/348-Ⅰ-470(1) 区域外

伯方 短期入所生活介護事業所はかた寿園 今治市伯方町木浦甲3930-3 土/古江川/348-1382・急/福浦/348-Ⅰ-470(1) 区域外

伯方 伯方中学校 今治市伯方町木浦甲4134-1 急/古江北2/348-Ⅱ-83(1) 急/古江北2/348-Ⅱ-83(1)

上浦 上浦小学校 今治市上浦町井口4497-1 急/井口H/353-Ⅱ-11(1) 急/井口H/353-Ⅱ-11(1)

大三島 養護老人ホーム楠風園 今治市大三島町浦戸2 土/東浦戸川/354-1539 区域外

大三島 大三島小学校 今治市大三島町宮浦5145 土/捨入通川/354-1512・土/宮浦本川/354-1510 区域外

岡村 岡村保育所 今治市関前岡村甲415 土/郷内川/355-1553 区域外

岡村 岡村小学校 今治市関前岡村甲415 土/郷内川/355-1553 区域外

岡村 関前中学校 今治市関前岡村甲415 土/郷内川/355-1553 区域外

岡村 今治市社協介護サービスセンター関前 今治市関前岡村甲2525-1 土/東城ノ谷川/355-1560 区域外

岡村 今治市高齢者生活支援ハウス 今治市関前岡村甲2525-1 土/東城ノ谷川/355-1560 区域外

岡村 グループホーム関前 今治市関前岡村甲2574-3 土/城ノ谷川/355-1559 区域外

　【用語の説明】

※1 土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）

　→土砂災害が発生した場合に、住民の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、

　　愛媛県が指定します。

※2 土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）

　→土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが

　　あると認められる区域で愛媛県が指定します。

※3 現象の種別

　→土＝土石流

　　急＝急傾斜地の崩壊

詳しくはえひめ土砂災害情報マップ（URL:http://www.sabomap.pref.ehime.jp/）をご覧ください。


