
浸水想定
(ｍ)

※土石流
急傾斜

竹原病院 ※土石流
（認可外保育施設恵宣会保育所） ※急傾斜

4 日谷眼科 中央二丁目7-7 医療 22-2049 1.0～2.0 ○

6 作業所ゆうあい 港町三丁目2-1 障害 22-2254 1.0～2.0 ○

7 多機能型事業所あさひ 下野町3356-1 障害 24-6012 0.5～1.0

土石流

※急傾斜

12
障害児通所支援事業所ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽひ
ろば

竹原町3567-1 障害 24-6557 1.0～2.0 ○

14 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあさぎり 本町四丁目13-20 障害 22-1567 1.0～2.0

15
中国芸南学園（第一，第二成人
部，児童部）

忠海東町二丁目10-1 障害 26-0310 土石流

土石流

急傾斜

19 かむらざき（ﾎｰﾑくろたき） 忠海中町二丁目12-10 障害 26-4512 ○

リブウェル聖恵 障害 土石流

（聖恵ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰほか） 高齢 急傾斜

特別養護老人ﾎｰﾑ宗越園

（ｹｱﾊｳｽ宗越苑）

0.5

未満

○要配慮者利用施設一覧
 （令和2年4月1日現在）

番号 施設の名称（併設） 所在地
施設
区分

電話
番号

土砂災害
警戒区域等

津波

1 馬場病院 下野町1744 医療 22-2071

2

安田病院
（介護老人保健施設まお，認可外
保育施設遊友童夢）

下野町3136

医療
高齢
児童

22-6121 1.0～2.0

3 下野町650 医療 22-0963 0.5～1.0

5 呉共済病院忠海分院 忠海中町二丁目2-45 医療 26-0250 ○

8 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 若竹 田ノ浦三丁目2-6 障害 22-4440 土石流

9 地域生活支援ｾﾝﾀｰ３６５ 下野町2402-1 障害 22-7655 急傾斜 0.5～1.0

10 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあゆみ・翼 下野町2402-1 障害 23-5388 1.0～2.0

11 就労継続支援B型事業所虹工房 下野町2402-1 障害 22-2227 ※急傾斜 1.0～2.0

13 竹原市在宅障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 中央三丁目14-1 障害 22-6598 1.0～2.0 ○

16 かむらざき（ﾎｰﾑうきしろ荘） 忠海東町三丁目12-29 障害 26-3891

17 かむらざき（ﾎｰﾑかぐや姫） 忠海中町二丁目1-27 障害 26-1248 ○

18 かむらざき（ﾎｰﾑただのうみ） 忠海東町二丁目7-36 障害 26-1138 ○

20 忠海中町三丁目16-1 26-1002

21 吉名町宗越793 高齢 25-1900 急傾斜

22 老人保健施設ゆさか 西野町184 高齢 29-2190 土石流



浸水想定
(ｍ)

番号 施設の名称（併設） 所在地
施設
区分

電話
番号

土砂災害
警戒区域等

津波

0.5

未満

24 特別養護老人ﾎｰﾑ瀬戸内園 港町四丁目5-1 高齢
24-6112

～6114
急傾斜 0.5～1.0 ○

軽費老人ﾎｰﾑｺｰﾎﾟまとば 港町四丁目5-1 高齢 22-8017 急傾斜 0.5～1.0 ○
ロータスインまとば

（ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅宝樹）

※土石流 0.5

※急傾斜 未満

28
ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅ｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞかもが
わ

竹原町2219 高齢 22-8330 3.0～4.0

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝたけの里

（太田整形外科）

33
ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅ここから塩
町

塩町四丁目1667－2 高齢 22-6527 1.0～2.0 ○

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽここから塩町 塩町四丁目1667－2 高齢 22-6527 1.0～2.0 ○
※土石流

急傾斜

1.0～
2

土石流

※急傾斜

1.0～
2

土石流

急傾斜

23 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑもみじ 西野町184 高齢 23-1260 土石流

25 竹原町3643 高齢 22-3655 1.0～2.0

26 竹原むつみ老人保健施設 下野町650 高齢 22-7623

27 特別養護老人ﾎｰﾑﾊｰﾄﾌﾙ竹原中央 中央三丁目10-14 高齢 23-5111 1.0～2.0 ○

29 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ中通ここから 下野町3379-2 高齢 22-7234 1.0～2.0

30 ｹｱｾﾝﾀｰわかば 竹原町3644 高齢 24-6328 0.5～1.0

31
認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰともの
家

竹原町3541-12 高齢 24-6222 1.0～2.0 ○

32 中央四丁目4-25 高齢 23-5101 1.0～2.0 ○

34 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ竹の子 下野町1656-2 高齢 22-1135

35 竹原市黒滝ﾎｰﾑ 忠海中町三丁目13-1 高齢 26-0928 土石流

36 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽゆかり（ゆかりの里） 福田町1300-1 高齢 24-1287 ○

37 竹原市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 中央三丁目13-5 高齢 22-5494 ○

38 賀茂川こども園 新庄町1486-4 児童 29-0371

39 東野保育所 東野町947 児童 29-0545 土石流

40 竹原こども園 田ノ浦二丁目5-2 児童 22-2644

41 吉名こども園 吉名町4819-24 児童 25-1114 ○

42 中央こども園 本町二丁目4-29 児童 22-3000 急傾斜



浸水想定
(ｍ)

番号 施設の名称（併設） 所在地
施設
区分

電話
番号

土砂災害
警戒区域等

津波

43 ふれあい館ひろしま 中央二丁目4-3 児童 22-9100 1.0～2.0 ○

病児保育室ﾎﾟﾋﾟｰ

（米田小児科医院）

48 忠海東部こども園 忠海東町四丁目2-７ 児童 26-0228 土石流

49 たけのここども園 竹原町3553-3 児童 23-5030 1.0～2.0 ○

土石流

※急傾斜

土石流

※急傾斜

土石流

※急傾斜

土石流

※急傾斜

55 大乗小学校 高崎町185-7 学校 24-1155 ○

荘野小学校 西野町2025 学校 29-0002  土石流
土石流

急傾斜

57 賀茂川中学校 東野町2051-1 学校 29-0200 土石流 0.5～1.0

※は特別警戒区域を示す。

44 竹原市中央児童館 中央五丁目5-17 児童 22-0420 1.0～2.0 ○

45 東野放課後児童ｸﾗﾌﾞ 東野町899 児童 29-1725 2.0～3.0

46 中央二丁目18-15 児童 22-1239 2.0～3.0 ○

47 明星こども園 忠海中町三丁目8-2 児童 26-2845 ※急傾斜

50 竹原小学校 田ノ浦二丁目5-1 学校 22-2105

51 竹原西小学校 竹原町2440 学校 22-0946 3.0～4.0 ○

52 中通小学校 下野町3496 学校 22-2606 1.0～2.0

53 東野小学校 東野町914 学校 29-0114 2.0～3.0

54 仁賀小学校 仁賀町1280 学校 29-0307 1.0～2.0

56 竹原中学校 下野町2230 学校 22-2045 1.0～2.0

58 忠海小中学校 忠海東町三丁目9-1 学校 26-0205 ※急傾斜

59 竹原高校 竹原町3444-1 学校 22-0745 1.0～2.0 ○

60 忠海高校 忠海床浦四丁目4-1 学校 26-0800 ○


