
要配慮者利用施設一覧（土砂災害警戒区域内） 令和３年４月１日現在

土石流 急傾斜地 地すべり

金栄 高齢者福祉センター 川西高齢者福祉センター 滝の宮町３番３号 33-5685 電話 Ｒ

惣開 幼稚園 王子幼稚園 王子町２番２号 32-4815 32-4815 ＦＡＸ Ｙ

惣開 病院 医療法人住友別子病院 王子町３番１号 37-7111 37-7121 ＦＡＸ Ｒ

惣開 通所リハビリテーション 住友別子病院 王子町３番１号 37-7111 電話 Ｒ

惣開 短期入所療養介護 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 王子町３番１号 47-7533 電話 Ｒ

惣開 介護老人保健施設 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 王子町３番１号 47-7533 電話 Ｒ

惣開 障害者支援施設 障害者支援施設あゆみ苑 西の土居町二丁目８番１２号 33-4477 33-4400 電話 Ｙ Ｒ

惣開 生活介護事業所 障害者支援施設あゆみ苑 西の土居町二丁目８番１２号 33-4477 33-4400 電話 Ｙ Ｒ

惣開 短期入所事業所 短期入所事業所あゆみ苑 西の土居町二丁目８番１２号 33-4477 33-4400 電話 Ｙ Ｒ

惣開 相談支援事業所 新居浜市障害者生活支援センター　あゆみ苑 西の土居町二丁目８番１２号 33-4655 33-4400 電話 Ｙ Ｒ

惣開 日中短期入所事業所 短期入所事業所あゆみ苑 西の土居町二丁目８番１２号 33-4477 33-4400 電話 Ｙ Ｒ

惣開 介護老人福祉施設 きぼうの苑 西の土居町二丁目８番１２号 33-4477 電話（きぼうの苑） Ｙ Ｒ

惣開 通所介護 通所介護事業所きぼうの苑 西の土居町二丁目８番１２号 33-4477 電話（きぼうの苑） Ｙ Ｒ

惣開 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所きぼうの苑 西の土居町二丁目８番１２号 33-4477 電話（きぼうの苑） Ｙ Ｒ

惣開 軽費老人ホーム（ケアハウス） 夢テラス 西の土居町二丁目８番１２号 33-4477 電話（きぼうの苑） Ｙ Ｒ

惣開 認知症対応型共同生活介護 グループホーム上の茶屋 西の土居町二丁目８番１５号 35-3339 電話（事務所35-3900） Ｙ Ｙ

惣開 地域密着型通所介護 デイサービス中の茶屋 西の土居町二丁目８番２１号 31-3955 電話（事務所35-3900） Ｙ Ｙ

惣開 認知症対応型共同生活介護 グループホームはなれ茶屋 西の土居町二丁目８番２１号 32-4685 電話（事務所35-3900） Ｙ Ｙ

垣生 認知症対応型共同生活介護 グループホームあかがね 垣生五丁目８番４５号 31-9232 電話 Ｙ

垣生 地域密着型介護老人福祉施設 つばき 垣生五丁目８番４６号 45-5011 電話 Ｙ

神郷 生活介護事業所 多機能型事業所すいよう作業所（生活介護事業所陽だまり） 郷三丁目１６番４０号 46-5511 46-5510 電話 Ｙ

神郷 介護老人福祉施設 アソカ園 清住町１番３６号 46-5353 電話（アソカ園） Ｙ

神郷 短期入所生活介護 指定短期入所生活介護事業所アソカ園 清住町１番３６号 46-5353 電話（アソカ園） Ｙ

神郷 地域密着型通所介護 リハステージ郷 清住町１番３６号 46-5256 電話 Ｙ

神郷 軽費老人ホーム（ケアハウス） 白寿 清住町１番３７号 46-5252 電話 Ｙ

神郷 生活介護事業所 多機能型事業所すいよう作業所 郷甲６８７番地 46-0936 46-0955 電話 Ｙ Ｙ

神郷 就労継続支援事業所 多機能型事業所すいよう作業所 郷甲６８７番地 46-0936 46-0955 電話 Ｙ Ｙ

多喜浜 小学校 多喜浜小学校 多喜浜五丁目７番３４号 45-0142 45-0035 ＦＡＸ・E-mail Ｙ

多喜浜 軽費老人ホーム（Ａ型） 宝寿園 荷内町２番２１号 46-2080 電話 Ｙ Ｒ

多喜浜 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能施設　宝寿園 荷内町６番２１号 67-1012 電話（宝寿園） Ｙ Ｙ

大島 診療所 新居浜市医師会大島診療所 大島甲１５４２番地 46-0134 ＦＡＸ Ｙ

船木 認知症対応型共同生活介護 グループホーム微笑の家 船木甲５８１番地の２ 41-1838 電話（グループホーム微笑の家） Ｙ

施設種類 施設名 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 伝達方法
想定される災害※

校区

※想定される災害：土砂は土砂災害警戒区域（Ｙは警戒区域、Ｒは特別警戒区域）、洪水は国領川浸水想定区域（数値は浸水深（ｍ））、津波は南海トラフ巨大地震津波破堤ケース（数値は浸
水深（ｍ）） 1/3
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船木 認知症対応型共同生活介護 グループホームLOHAS・KOTI 船木甲２２１６番地の３９ 41-5400 電話 Ｙ

船木 児童福祉施設 愛媛県立えひめ学園 船木甲２９７１番地の１ 41-7601 41-7602 ＴＥＬ・ＦＡＸ Ｙ Ｙ

船木 小学校 船木小学校わかば分教室 船木甲２９７１番地の１ 31-7645 31-7646 ＦＡＸ・E-mail Ｙ Ｙ

船木 中学校 船木中学校ひびき分校 船木甲２９７１番地の１ 31-7645 31-7646 ＦＡＸ・E-mail Ｙ Ｙ

船木 介護老人保健施設 ふなき久和園 船木甲３６５６番地の８ 41-2800 電話（介護老人保健施設） Ｙ

船木 短期入所療養介護 ふなき久和園 船木甲３６５６番地の８ 41-2800 電話（介護老人保健施設） Ｙ

船木 通所リハビリテーション 老人保健施設ふなき久和園 船木甲３６５６番地の８ 41-2800 電話（介護老人保健施設） Ｙ

船木 地域密着型通所介護 介護予防運動デイサービス　リハサロン船木 船木４０４７番地の４ 27-6050 電話 Ｙ

中萩 介護老人福祉施設 ハートランド三恵 萩生１７番地 40-0006 電話（介護老人福祉施設） Ｙ Ｒ

中萩 介護老人福祉施設 ハートランド三恵南館 萩生１７番地 40-0006 電話（介護老人福祉施設） Ｙ Ｒ

中萩 通所介護 通所介護事業所ハートランド三恵 萩生１７番地 40-0006 電話（介護老人福祉施設） Ｙ Ｒ

中萩 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所ハートランド三恵 萩生１７番地 40-0006 電話（介護老人福祉施設） Ｙ Ｒ

中萩 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所ハートランド三恵南館 萩生１７番地 40-0006 電話（介護老人福祉施設） Ｙ Ｒ

中萩 介護老人保健施設 リハビリステーション三恵荘 萩生６７番地の６０ 40-3366 電話（介護老人保健施設） Ｙ Ｒ

中萩 短期入所療養介護 リハビリステーション三恵荘 萩生６７番地の６０ 40-3366 電話（介護老人保健施設） Ｙ Ｒ

中萩 通所リハビリテーション 老人保健施設リハビリステーション三恵荘 萩生６７番地の６０ 40-3366 電話（介護老人保健施設） Ｙ Ｒ

中萩 中学校 中萩中学校 中萩町１３番３１号 43-5131 43-5132 ＦＡＸ・E-mail Ｙ

中萩 共同生活援助事業所 青い鳥topa-S中萩 中萩町１５番１５号 66-9373 66-9373 電話 Ｙ

中萩 共同生活援助事業所 青い鳥topa-S上原 上原一丁目６番２０号 66-9373 65-3710 電話 Ｙ

中萩 診療所 皮フ科はらだクリニック 上原三丁目１番２９号 43-3210 43-3215 ＦＡＸ Ｙ

中萩 認知症対応型共同生活介護 グループホームうわばら 上原四丁目１番１５号 47-0900 電話 Ｙ

大生院 障害者支援施設 指定障害者支援施設まさき育成園 大生院１６８６番地 41-6191 41-6276 電話 Ｙ Ｙ

大生院 生活介護事業所 指定障害者支援施設まさき育成園 大生院１６８６番地 41-6191 41-6276 電話 Ｙ Ｙ

大生院 短期入所事業所 障害者短期入所事業所（まさき育成園） 大生院１６８６番地 41-6191 41-6276 電話 Ｙ Ｙ

大生院 相談支援事業所 指定特定・障害児相談支援事業所　まさき育成園 大生院１６８６番地 41-6191 41-6276 電話 Ｙ Ｙ

大生院 障がい者虐待防止センター 新居浜市障がい者虐待防止センター 大生院１６８６番地　まさき育成園内 41-6191 41-6276 電話 Ｙ Ｙ

大生院 タイムケア事業所 まさき育成園 大生院１６８６番地 41-6191 41-6276 電話 Ｙ Ｙ

大生院 日中短期入所事業所 障害者短期入所事業所（まさき育成園） 大生院１６８６番地 41-6191 41-6276 電話 Ｙ Ｙ

大生院 就労継続支援事業所 指定就労継続支援Ｂ型事業所　まさき 大生院１６９３番地の１ 41-6191 41-6276 電話 Ｙ Ｙ

角野 介護老人福祉施設 おくらの里 御蔵町１１番２３号 31-6113 電話（おくらの里） Ｙ

角野 通所介護 デイサービスセンターおくらの里 御蔵町１１番２３号 31-6113 電話（おくらの里） Ｙ

角野 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所おくらの里 御蔵町１１番２３号 31-6113 電話（おくらの里） Ｙ

※想定される災害：土砂は土砂災害警戒区域（Ｙは警戒区域、Ｒは特別警戒区域）、洪水は国領川浸水想定区域（数値は浸水深（ｍ））、津波は南海トラフ巨大地震津波破堤ケース（数値は浸
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角野 放課後等デイサービス事業所 放課後等デイサービス　にじいろぱんだ 篠場町１０番２５号 43-5634 47-5638 電話 Ｙ

角野 有料老人ホーム ももや壱号館 篠場町１０番２５号 40-0484 Ｙ

角野 有料老人ホーム ももや弐号館 篠場町１１番５２号 47-8210 Ｙ

角野 幼稚園（認定こども園・幼稚園型） ひかり幼稚園 山根町８番１０号 44-7512 44-7513 ＦＡＸ Ｙ

角野 共同生活援助事業所 共同生活援助いっぽ（いっぽ） 中西町１３番３１号 66-8200 66-8200 電話 Ｙ

角野 診療所 医療法人胃腸科・内科松村クリニック 中筋町二丁目１番１号 66-1555 31-8270 ＦＡＸ Ｙ

角野 通所介護 デイサービスセンターすみの 中筋町二丁目１番５号 40-7077 電話 Ｙ

角野 小学校 角野小学校 中筋町二丁目７番１０号 43-7141 43-7142 ＦＡＸ・E-mail Ｙ

別子 総合福祉センター 新居浜市総合福祉センター別子山分館 別子山乙２４１番地の６ 64-2350 64-2352 電話 Ｒ

別子 診療所 新居浜市医師会別子山診療所 別子山乙２４１番地の６ 64-2230 ＦＡＸ Ｒ

別子 小学校、中学校 別子小中学校 別子山甲３５８番地 64-2167 64-2321 ＦＡＸ・E-mail Ｙ

別子 保育所 別子保育園 別子山甲３６９番地 64-2110 ― 電話 Ｒ

※想定される災害：土砂は土砂災害警戒区域（Ｙは警戒区域、Ｒは特別警戒区域）、洪水は国領川浸水想定区域（数値は浸水深（ｍ））、津波は南海トラフ巨大地震津波破堤ケース（数値は浸
水深（ｍ）） 3/3


