
- 660 - 

６．水防法及び土砂災害防止法に基づき指定する要配慮者利用施設一覧 

要配慮者利用施設一覧は以下のとおりである。なお、平成30（2018）年3月現在において、

土砂災害防止法に基づく要配慮者利用施設の指定はない。 

平成30(2018)年3月現在 

●王子地区 

施設名称 施設所在地 

ポピンズナーサリースクール王子 王子 1-23-5 王子ドラゴンスクウェアビル 4F 

王子小学校 王子 2-7-1  

王子っ子クラブ第一 王子 2-7-1 王子小内 

王子っ子クラブ第二 王子 2-7-1 王子小内 

子ども家庭支援センター（育ち愛ほっと館） 王子 2-7-34  

白報会王子病院 王子 2-14-13  

王子授産場 王子 2-19-20  

王子福祉作業所 王子 2-19-20  

王子隣保館保育園 王子 2-19-21  

特別養護老人ホーム王子光照苑 王子 3-3-1  

王子北保育園 王子 3-23-7-113  

キッズパオ王子あおぞら園 王子 4-16-5-1F  

つみき第３ 王子 4-24-12-301  

にじいろ保育園王子 王子 5-1-40  

桜田保育園 王子 5-2-1-101  

桜田北保育園 王子 5-2-3-101  

第一さくらクラブ 王子 5-2-3-102  

第二さくらクラブ 王子 5-2-3-102  

さくらだこども園 王子 5-2-6-103 王子五丁目団地内 

桜田北保育園分園 王子 5-2-6-104  

桜田つぼみ保育園 王子 5-2-8  

王子第一小学校 王子 5-14-18  

アースサポート王子神谷 王子 5-17-22  

北児童相談所 王子 6-1-12  

王子保育園 王子 6-1-15  

王子東児童館 王子 6-2-60  

王子東育成室 王子 6-2-60 児童館内 

あすなろ福祉園 王子 6-4-6  

あすなろ福祉園 相談支援事業所 フレンズ 王子 6-4-6  

豊川保育園 王子 6-4-10  

リハビリホームまどか王子神谷 王子 6-7-7  

つみき第５ 豊島 1-17-4-100  

ゆうひが丘保育園豊島 豊島 1-34-1  

柳田小学校 豊島 2-11-20  

柳田みどりクラブ 豊島 2-11-20 柳田小内 

ふくし保育園 豊島 2-20-5  

グループホームあすか王子 豊島 3-1-13  

王子生協病院 豊島 3-4-15  

クラブ保育園 豊島 3-4-15  

豊島つぼみ保育園 豊島 3-10-23  

豊川小学校 豊島 3-10-23  
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施設名称 施設所在地 

豊島学童クラブ 豊島 3-10-23 豊川小内 

第二豊島学童クラブ 豊島 3-10-23 豊川小内 

第三豊島学童クラブ 豊島 3-10-23 豊川小内 

キッズガーデン北区豊島 豊島 4-12-1  

家族の家 ひまわり王子 豊島 4-16-28  

子ども発達支援センター（さくらんぼ園） 豊島 4-16-38  

としま若葉小学校 豊島 5-3-30  

なかよしクラブ 豊島 5-3-30 としま若葉小内 

たいよう 豊島 5-3-35  

あんしんケアホーム豊島 豊島 5-4-1-102  

豊島北保育園 豊島 5-4-3-101  

豊島団地産婦人科 豊島 5-5-5-106 号  

風の子クラブ 豊島 5-5-5-107  

豊島東保育園分園 豊島 5-5-9-101  

豊島東児童館 豊島 5-5-9-120  

豊島東保育園 豊島 5-6-12-101  

すずらん幼稚園 豊島 6-9-18  

豊島児童館 豊島 7-17-1  

豊島育成室 豊島 7-17-1 児童館内 

豊島保育園 豊島 7-17-8  

ケアハウスまぁむ北区豊島 豊島 7-30-5  

はあとふる 豊島 8-14-9  

東京成徳短期大学附属幼稚園 豊島 8-24-2  

ゆうひが丘保育園王子神谷 豊島 8-25-3  

グローバルキッズ王子園 堀船 1-1-2  

グランダ王子 堀船 1-6-6  

せらび王子 堀船 1-23-8  

桜輪幼稚園 堀船 1-34-12  

堀船つくしクラブ一 堀船 2-9-7  

堀船つくしクラブ二 堀船 2-9-7  

堀船小学校 堀船 2-11-9  

堀船南保育園 堀船 2-22-1-101  

まどか王子 堀船 2-31-1  

木の実保育園 堀船 3-23-6  

東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所 堀船 3-29-9  

ケアハウス堀船 堀船 3-30-6  

グループホームあすか東十条 東十条 2-10-12  

明理会中央総合病院 東十条 3-2-11  

東十条保育園 東十条 3-2-14  

東十条東児童館 東十条 3-10-1  

東十条東保育園 東十条 3-10-1  

東十条小学校 東十条 3-14-23  

東十条こどもクラブ第一 東十条 3-14-23 東十条小内 

東十条こどもクラブ第二 東十条 3-14-23 東十条小内 

あゆみ福祉センター 分室 東十条 3-14-25  

キッズタウン東十条保育園 東十条 3-18-40  

キッズタウンあとりえ 東十条 3-18-40  
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施設名称 施設所在地 

ベベ・ア・パリ保育園 東十条 東十条 4-5-18 アーバンフラット青雲 1F 

八木病院 東十条 4-14-8  

うぃず東十条保育園 東十条 5-8-16  

松村  庸子 家庭福祉員 東十条 5-17-13  

アイムス赤羽 東十条 6-5-15  

あゆみ福祉センター 東十条 6-5-19  

成立学園幼稚園 東十条 6-17-10  

アルファ王子 岸町 1-2-11 東亜ビル 2階 

ショートステイぶりっく 岸町 1-2-11 東亜ビル 3階 

ニチイホーム王子 岸町 1-5-8  

いなり幼稚園 岸町 1-12-25  

名主の滝老人いこいの家 岸町 1-15-25 名主の滝公園内 

グローバルキッズ コトニア赤羽園 中十条 4-17-1  

●赤羽地区 

施設名称 施設所在地 

ハビリス・リ・トキ 神谷 1-22-8  

神谷病院 神谷 1-27-14  

加賀寮 神谷 1-28-22  

神谷ホーム  神谷 2-3-8  

ワークハウスペガサス 神谷 2-17-2  

スキップランド 神谷 神谷 2-23-15  

神谷小学校 神谷 2-30-5  

神小あおぞらクラブ 神谷 2-30-5 神谷小内 

神小つばさクラブ 神谷 2-30-5 神谷小内 

神谷保育園 神谷 2-36-8  

ファミーレららら 神谷 2-37-13  

ファミーレららら１ 神谷 2-37-13-1F  

ファミーレららら２ 神谷 2-37-13-2F  

北区社会事業協会授産所 神谷 2-38-5  

神谷北つぼみ保育園 神谷 2-42-4  

神谷育成室 神谷 3-10-8-122  

神谷子どもセンター 神谷 3-35-17 区民センター内 

富士見幼稚園 神谷 3-52-3  

赤羽小学校 赤羽 1-24-6  

赤羽こどもクラブ 赤羽 1-24-6 赤羽小内 

ヤクルト赤羽保育園 赤羽 1-36-1  

赤羽東口病院 赤羽 1-38-5  

特定非営利活動法人クレセール心の相談室 赤羽 1-41-5 ＡＴエミネンス 2階 201 号室 

聖母の騎士幼稚園 赤羽 2-1-12  

赤羽病院 赤羽 2-2-1  

ぬくもりのおうち保育 赤羽園 赤羽 2-10-2-2F  

赤羽レディースクリニック 赤羽 2-13-1-201 号 花川ビル 

Melk 赤羽 Office 赤羽 2-21-2 SD.Building3 階 

ぽけっとランド赤羽保育園 赤羽 2-57-9  

赤羽岩渕病院 赤羽 2-64-13  

グループホームわくわくかん 赤羽 2-68-3 大洋ハイツ 301 号室 
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施設名称 施設所在地 

第２特定非営利活動法人クレセール心の相談室 赤羽 2-69-4 ヴェルメゾン赤羽 1階 

メリーポピンズ赤羽ルーム 赤羽 3-22-6-1F  

岩淵保育園 赤羽 3-23-7  

第四岩淵小学校 赤羽 3-24-23  

四岩小いちょうクラブ 赤羽 3-24-23 四岩小内 

日生赤羽駅前保育園 ひびき 赤羽西 1-7-1 パルロード 3 2 階 

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス赤羽 赤羽西 1-7-1 パルロード 3 8 階 

りんりんりん 赤羽西 2-3-20  

志茂老人いこいの家 志茂 1-2-22 元気ぷらざ 1階 

志茂南保育園 志茂 1-4-4  

なでしこ小学校 志茂 1-19-14  

ふたばクラブ 志茂 1-19-14 なでしこ小内 

志茂寮 志茂 1-27-10  

第二志茂寮 志茂 1-27-10  

第三志茂寮 志茂 1-30-4  

トイトイトイ 志茂 2-17-2-1F  

ひまわり赤羽 志茂 2-40-8 中川ビル 1F 

特別養護老人ホームみずべの苑 志茂 3-6-5  

つちっこ保育園 志茂 3-11-6  

志茂保育園 志茂 3-41-5  

グループホームここら 志茂 3-45-17  

志茂つくし保育園 志茂 5-5-4-1F  

渡辺 まり子 家庭福祉員 志茂 5-15-12  

志茂子ども交流館 志茂 5-18-3  

志茂北保育園 志茂 5-21-2-101  

明照幼稚園 岩淵町 2-8  

岩淵小学校 岩淵町 6-6  

岩小白梅クラブ 岩淵町 6-6 岩淵小内 

赤羽児童館 赤羽南 1-16-1-101  

赤羽育成室 赤羽南 1-16-1-101 児童館内 

赤羽保育園 赤羽南 1-16-2-101  

相談支援事業所ケアネットワーク 赤羽南 1-17-6 石垣ビル 1F 

赤羽中央総合病院 赤羽南 2-5-12  

来夢 赤羽南 2-6-6 スカイブリッジ 21 

わくわく配食サービス 赤羽南 2-6-6 スカイブリッジビル 1 階､地下 1 階

ヘルパーステーションわくわくかん 赤羽南 2-6-6 スカイブリッジビル地下 1階 

相談事業所わくわくかん 赤羽南 2-6-6 スカイブリッジビル地下 1階 

稲田小学校 赤羽南 2-23-24  

稲田こどもクラブ 赤羽南 2-23-24 稲田小内 

ニチイケアセンター赤羽 赤羽北 1-4-22  

赤羽北児童館 赤羽北 1-5-5  

赤羽北保育園 赤羽北 1-5-5  

重度身体障害者グループホーム やじろべえ 赤羽北 1-7-23  

第二ワークハウスペガサス 赤羽北 1-20-2  

ぽけっとランド北赤羽 赤羽北 2-1-15-2F  

ふくろ幼稚園 赤羽北 2-15-1-114 赤羽北二丁目団地内 

赤北ひばりクラブ 赤羽北 2-15-1-116  
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施設名称 施設所在地 

袋保育園 赤羽北 2-15-2-101  

袋小学校 赤羽北 2-15-3  

浮間さくら草保育園 浮間 1-1-2  

浮間子ども・ティーンズセンター 浮間 1-8-2-101  

浮間保育園 浮間 1-9-3-101  

介護老人保健施設 太陽の都 浮間 2-1-13  

グループホーム希望・新赤羽 浮間 2-5-20  

西浮間小学校 浮間 2-7-1  

西浮間クラブ第一 浮間 2-7-1 西浮間小内 

西浮間クラブ第二 浮間 2-7-1 西浮間小内 

特別養護老人ホーム浮間こひつじ園 浮間 2-12-22  

うきまさくらさくほいくえん 浮間 2-23-17  

浮間小学校 浮間 3-4-27  

浮間桜草クラブ第一 浮間 3-4-27 浮間小内 

浮間桜草クラブ第二 浮間 3-4-27 浮間小内 

北幼稚園 浮間 3-10-15  

セントケアホーム浮間 浮間 3-11-4  

ケアハウス浮間 浮間 3-25-2  

浮間東保育園 浮間 3-34-1-101  

明日香保育園 浮間 4-1-3  

明日香幼稚園 浮間 4-2-1  

つみき第４ 浮間 4-5-5-101  

愛の家都市型軽費老人ホーム浮間舟渡 浮間 4-7-17  

アスクうきま保育園 浮間 4-14-9  

浮間さくら保育園 浮間 4-32-20 松岡ビル 2F 

児童デイサービス まぁる 浮間 4-32-20 松岡ビル 2階 

キッズタウンうきま保育園 浮間 5-13-1  

キッズタウンうきま夜間保育園 浮間 5-13-1  

特別養護老人ホームうきま幸朋苑 浮間 5-13-1  

うきま幸朋苑ブレッド＆バター 浮間 5-13-1  

●滝野川地区 

施設名称 施設所在地 

栄町子どもセンタ－ 栄町 33-3  

栄町保育園 栄町 33-3  

放課後等デイサービス あんプラス 栄町 50-3  

上中里幼稚園 上中里 2-2-3  

まごころ会保育園 上中里 2-37-2  

特別養護老人ホーム上中里つつじ荘 上中里 2-45-2  

城北ひまわり幼稚園 昭和町 1-8-10  

滝野川第五小学校 昭和町 3-3-12  

滝五若葉クラブ 昭和町 3-3-12 滝五小内 

たばた絆保育園 田端新町 1-8-15-101  

特別養護老人ホーム新町光陽苑 田端新町 2-27-16  

MIRATZ 田端新町保育園 田端新町 3-7-9-1F  

こどもプラス１ 田端新町 3-34-1  

あいアイ工房 田端新町 3-36-6 四季ビル 1階 
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施設名称 施設所在地 

東田端児童室 東田端 1-12-14  

滝野川第四小学校 東田端 2-5-23  

滝四もみじクラブ 東田端 2-5-23 滝四小内 

田端さくら幼稚園 東田端 2-7-10  

さくら保育園 東田端 2-7-13  

さくらキッズ 東田端 2-8-12  

東田端保育園 東田端 2-13-2-101  

●その他 

施設名称 施設所在地 

浮間ハイマート 非公開 

まつぼっくり ／ あゆみホーム 非公開 


