
要配慮者利用施設一覧

⑴浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧
№ 施設名 住所

1 デイサービスだんだん 津市一志町石橋239-1

2 グループホームレモンの里・認知症対応型通所介護事業所レモンの里 津市神納418-1

3 デイサービスセンター音色 津市観音寺町64-7

4 老人短期入所栗真みかんの里 津市栗真中山町79-2

5 フラワーロード栄 津市栄町4丁目185-1

6 老人短期入所施設渋見苑 津市渋見町42-1

7 デイサービスいちごくん 津市末広町1039-3

8 高齢者グループホームあじさいの家 津市高洲町17-17

9 高齢者グループホーム水仙の家 津市高洲町33-6

10 みどり津デイサービスセンター 津市高茶屋小森町132-6

11 デイサービスあさひ 津市藤方1231-1

12 ケアスイート藤方 津市藤方1660-1

13 北郊デイサービスセンター 津市栗真中山町84-2

14 グループホーム潮風 津市阿漕町津興214-2

15 安東苑 津市安東町2004

16 愛の家グループホーム一志 津市一志町井生220-1

17 介護老人保健施設万葉の里 津市一志町高野236-5

18 デイリハセンターナゴミ 津市一志町片野121-9

19 デイサービスセンターつくしんぼ・グループホームつくしんぼ一色 津市一色町240

20 レッツ倶楽部津南 津市雲出本郷町1805-25　シンリョービル１F

21 津老人保健施設アルカディア 津市乙部11-5

22 ニチイケアセンター津 津市下弁財町津興244

23 グループホームくつろぎの家 津市河芸町東千里13-2

24 医療法人緑の風介護老人保健施設いこいの森 津市河芸町東千里3-1

25 憩いの汀Ⅰ 津市海岸町14-20

26 ケアパートナー津 津市江戸橋2丁目109

27 あそかデイサービスセンター 津市寿町7-11

28 ニチイケアセンター八町 津市新町2丁目8-12

29 かいまデイサービスセンター 津市西古河町24-21

30 デイサービスなかよし 津市中河原613-1

31 グループホームたんぽぽ 津市津興140-6

32 グループホーム・小規模多機能ホームとのむら 津市殿村1553

33 ジョイリハ津東丸之内 津市東丸之内14-32

34 シルバータウン新町グループホーム・デイサービスセンター 津市南丸之内7-12

35 憩いの汀Ⅱ 津市末広町5-45

36 グループホームおたっしゃ長屋 津市野田165

37 グループホームなのはな 津市柳山津興3306

38 愛ケアデイアービス 津市柳山津興3306

39 なごやかデイサービスセンター 津市柳山津興3308

40 デイサービスあこぎ苑 津市柳山津興363-26

41 デイサービス幸の里 津市河辺町2692

42 デイサービスセンター渚園 津市津興369-4

43 通所介護津の家 津市長岡町233-7

44 白山小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園 津市白山町川口7778

45 特定非営利活動法人在宅支援サービス青空 津市半田212-1

46 みえ医療福祉生協デイサービスえがお 津市柳山津興1548

47 デイサービスらくらく 津市一身田大古曽974-3

48 レッツ倶楽部栗真 津市栗真小川町620

49
地域総合ケアセンター認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園
認知症対応型通所介護シルバーケア豊壽園

津市高茶屋小森町4159-1

50 実践第一夢窓苑 津市大倉11-4

51 八幡園デイサービスセンター・グループホーム 津市津興2947

52 介護センターレインボーデイサービス 津市白塚町2420-1

53 やさしさクラブはる子の家 津市白塚町3394

54 ショートステイはまかぜ・デイサービスはまかぜ 津市白塚町3568-4

55 白塚通所介護センター　シルバーケア豊壽園 津市白塚町58-14

56 グループホーム渚園 津市柳山津興382-4

57 デイサービスいちごさん 津市末広町919

58 デイサービスいやさか 津市大門29-18



№ 施設名 住所

59 デイサービスいちし 津市一志町井関132-9エレボールⅠ　１階

60 デイサービスうめだ 津市鳥居町51

61 レッツ倶楽部片田 津市片田志袋町223-1

62 デイサービス凪 津市白塚町4571

63 療養通所介護いちし 津市一志町日置46

64 だんらんの家　栗真 津市栗真町屋町608-7

65 幸和病院介護医療院 津市一身田町767

66 デイサービスセンターいつき津 津市一身田平野32-1

67 心楽デイサービス 津市一志町大仰58

68 デイサービスるあな 津市末広町991-7

69 安濃幼稚園 津市安濃町内多476

70 村主幼稚園 津市安濃町連部91-5

71 川合幼稚園 津市一志町八太1164-1

72 高田幼稚園 津市一身田町746

73 三重大学教育学部附属特別支援学校 津市観音寺町484 

74 聖ヤコブ幼稚園 津市丸之内34-16

75 南立誠幼稚園 津市桜橋2丁目39

76 桃園幼稚園 津市新家町873-1

77 敬和幼稚園 津市中河原445

78 藤水幼稚園 津市藤方1627

79 ふたば幼稚園 津市白塚町3647-1

80 特別養護老人ホーム津の街 津市一身田平野726-6

81 憩いの里　津ケアホーム 津市一身田平野726-3

82 高齢者介護ホームナゴミガーデン 津市一志町片野367-1

83 いちしの里 津市一志町日置46

84 有料老人ホーム　大ちゃん 津市一志町片野223-2

85 大園荘 津市大園町4-29

86 あけぼの荘 津市大園町4-32

87 特定施設入居者生活介護虹の夢津 津市観音寺町152

88 サービス付き高齢者向け住宅・デイサービス「安濃津ろまん」 津市神戸154-9

89 シルヴァオリヴ津・シルヴァオリブ津デイサービスセンター 津市雲出本郷町1523-4

90 有料老人ホーム　安心 津市下弁財町津興3032

91 サービス付き高齢者向け住宅カトレア下弁財 津市下弁財町津興816

92 住宅型有料老人ホーム虹 津市末広町1039-2

93 ヴィーゲ 津市白山町川口3141

94 有料老人ホーム　ゆりの里 津市柳山津興3307

95 高田ケアハウス 津市一身田町277

96
特別養護老人ホームみえ愛の里
特別養護老人ホームみえ愛の里デイサービス愛の里
特別養護老人ホームみえ愛の里ショートステイ愛の里

津市雲出本郷町2128

97

特別養護老人ホームフルハウス
フルハウスショートステイセンター
フルハウスデイサービスセンター
フルハウス　デイサービス笑
グループホーム　フルハウス

津市香良洲町1990

98 特別養護老人ホーム第二フルハウス・第二フルハウスショートステイセンター 津市香良洲町3952-1

99
特別養護老人ホーム笑美の里
笑美の里ショートステイセンター
笑美の里デイサービスセンター

津市美杉町八知729-1

100 わが家千里 津市河芸町上野3887-1

101
特別養護老人ホームシルバーケア豊壽園
地域総合ケアセンター第１通所介護センターシルバーケアー豊壽園
地域総合ケアセンター短期入所生活介護事業シルバーケア豊壽園

津市高茶屋小森町4152

102 陽だまりの丘片田 津市片田井戸町268

103 シニアハウスエミタス 津市高茶屋小森町5

104 金と銀 津市津興35

105 有料老人ホーム　優喜 津市藤方2255-3

106 サービス付高齢者向け住宅虹 津市末広町918

107 有料老人ホーム　グリーンヒル 津市緑が丘1丁目1-1

108 住宅型有料老人ホーム太陽・デイサービス太陽 津市白塚町2216

109 ハーモニーハウス津・大園 津市大園町5-45

110 有料老人ホーム　ここよ本店 津市垂水522-1

111 シニアハウスなないろ 津市末広町994

112 サービス付き高齢者向け住宅おおのき 津市一志町大仰58



№ 施設名 住所

113

ケアハウスシルバーケア豊壽園
地域総合ケアセンターケアハウスシルバーケア豊壽園
地域総合ケアセンター津通所リハビリセンターシルバーケア豊壽園
地域総合ケアセンター津介護老人保健施設シルバーケア豊壽園
地域総合ケアサービスセンター第２通所介護センターシルバーケア豊壽園

津市高茶屋小森上野町737

114 ルミナスビレッジ曽根・ルミナスビレッジ曽根デイサービスセンター 津市安濃町曽根833-6

115
特別養護老人ホーム青松園
青松園デイサービスセンター通所介護事業所
青松園短期入所生活介護事業所

津市高洲町15-43

116 サービス付き高齢者向け住宅すまいるはうす藤方・すまいるはうす藤方デイサービスセンター 津市藤方1529

117 有料老人ホームレモンの里・通所介護事業所レモンの里 津市神納417

118 津こども園 津市南河路246

119 高田保育園 津市一身田町280

120 第二はなこま保育園 津市高茶屋小森上野町778

121 津市立津みどりの森こども園 津市神戸332-1

122 清泉愛育園 津市新町1丁目8-13

123 安濃保育園 津市安濃町曽根710-2

124 一志こども園 津市一志町高野1451

125 川合保育園 津市一志町八太1017-1

126 志登茂保育園 津市一身田平野361-1

127 雲出保育園 津市雲出本郷町1165

128 風の子藤水保育園 津市雲出島貫町1735-5

129 香良洲浜っ子幼児園 津市香良洲町5722

130 高洲保育園 津市高洲町12-31

131 乙部保育園 津市寿町12-5

132 上浜保育園 津市上浜町5丁目150

133 津カトリックこども園 津市西丸之内18-21

134 橋南保育園 津市船頭町津興1691

135 相愛保育園 津市相生町77

136 つまちなか保育園 津市大門7-15津センターパレス4F

137 中央保育園 津市中央8-8

138 藤水保育園 津市藤方1531

139 認定子供園清泉幼稚園 津市南丸之内9-12

140 ぼだいじこども園 津市南中央10-18

141 ひかり保育園 津市半田1442-1

142 八知保育園 津市美杉町八知5516-1

143 あひる保育所（みえ医療福祉生活協同組合） 津市柳山津興1535-15

144 公園西保育園 津市長岡町9-3

145 さくら保育園 津市河芸町影重1140-1

146 栗真保育園 津市栗真小川町274

147 はなこま保育園 津市高茶屋小森町4159

148 津愛児園 津市桜橋3丁目45-1

149 つ保育園 津市藤方2670

150 白塚愛児園 津市白塚町5334

151 三重保育院乳児保育所・三重保育院 津市柳山津興3310

152 津やる気保育園 津市一身田平野726-6

153 ニチイキッズさくらばし保育園 津市桜橋二丁目133　ポレスター桜橋1F

154 イオンゆめみらい保育園　津南 津市高茶屋小森町145　イオンモール津南1F

155 エトワール保育園 津市一志町日置46

156 たけいち　こどもの家（㈱厚生会） 津市上弁財町9-36

157 NPO法人バンビーニこども村保育園 津市安濃町太田1841-3

158 保育ルーム　エ～ル 津市藤方1042-1

159 Childroom　ぽっぽのおうち 津市渋見町15-10

160 保育所ここよ 津市垂水522-1

161 三重インターナショナルスクール 津市南中央4-16

162 国立大学法人三重大学さつき保育園 津市江戸橋2-174

163 三重ヤクルト販売㈱　一志センター 津市一志町田尻29-1

164 三重ヤクルト販売㈱　津北センター 津市白塚町3584-1

165 三重ヤクルト販売㈱　津南センター 津市藤方1854-1

166 ちーくたっく 津市西丸之内14-6

167 みのり苑 津市一身田平野362-1

168 みどり自由学園 津市乙部33-5

169 すばる児童館 津市一身田平野360-1

170 川合児童館 津市一志町八太1008-1



№ 施設名 住所

171 さくら児童館 津市中河原2075

172 津市まん中こども館 津市大門7-15

173 放課後等デイサービススプルース 津市一志町高野530-3

174 サンフラワーワークス 津市木造町1825-1

175 あしびな 津市一志町八太1671-2

176 ほたるハウス 津市小舟393-7

177 アザレア 津市上浜町1丁目254

178 ダルクホーム2 津市上浜町2丁目164上浜タウン１号

179 生活介護センターNEIRO 津市観音寺町64-2

180 就労継続支援多機能型事業所トモニス 津市観音寺町152

181 サンフラワー雲出 津市雲出本郷町1283

182 ことぶき学園 津市寿町11-28

183 まほろばⅠ・第二まほろば 津市高茶屋小森町134-8

184 夢工房こもれび 津市高茶屋小森町43-23

185 リアンサービス 津市八町1丁目2-28

186 生活介護とりぴー・放課後等デイサービスぴーす 津市久居相川町2371-2

187 一番ぼし・流れぼし 津市美杉町八知310

188 つばさ 津市南丸之内8-41倉田ビル

189 ピアサポートみえ 津市南丸之内7-28

190 ふらっと・つぅ 津市海岸町14-18

191 寺子屋オレンジキッズ 津市長岡町82-1

192 ジョブパークみえ 津市阿漕町津興205-2

193 障害者就労支援センター　トライアングル 津市安東町2682

194 特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ複合施設「つくしんぼの家一志」 津市一志町庄村491-2

195 リカバリー 津市栄町3丁目130

196 ケアホームたんぽぽ・たんぽぽⅡ 津市乙部2154

197 津ファクトリー 津市河辺町44-1

198 まつぼっくり作業所 津市香良洲町5722

199 三重県視覚障害者支援センター 津市桜橋2丁目131

200 津市基幹障がい者相談支援センター 津市大門7-15津センターパレス3F

201 三重障害者職業センター 津市島崎町327-1

202 サンフラワーコテージ 津市木造町1803

203 サンフラワーガーデン 津市木造町1824

204 かけはし君 津市岩田7-25

205 絆津教室 津市乙部2210

206 特定非営利活動法人津学童保育総合センター　空（スカイ） 津市香良洲町3762-5

207 ダルクホーム3 津市川添町5-1

208 かりんとう 津市河辺町44-1

209 にじの家 津市北丸之内48

210 まほろばⅠサテライト1 津市雲出本郷町1700サンマンション2号室

211 HARVEST 津市栗真中山町101-1

212 サンフラワーTAGUCHI 津市木造町1828

213 放課後等デイサービスほし 津市木造町941

214 ダルクホーム4 津市寿町8-4

215 NPO法人　CORORO 津市下弁財町津興1267

216 NPO結 津市白塚町4588

217 チャイルドハート東海津北 津市白塚町5230-2

218 子LAB 津市新町1丁目1-161Ｆ

219 どんぐりわーく・spin 津市末広町2-5

220 オハナ 津市大門18-7

221 日中一時支援　みのり 津市高洲町23-25

222 桃太郎 津市小舟393-1

223 第二まほろばサテライト2 津市藤方1182-2第2メゾン山本103号室

224 こまつ作業所 津市藤方843-16

225 HARVEST GAT 津市本町18-8

226 きれいサポートステーション福祉葬祭津 津市港町18-12

227 津市児童発達支援センター「つぅぽっぽ」 津市分部1203

228 ダルクホーム1 津市乙部2007

229 コスモス作業所 津市一志町井関141

230 三重県身体障害者総合福祉センター 津市一身田大古曽670-2

231 障がい者サポートセンター　工房ゆう 津市大倉10-25

232 工房T&T 津市大倉1-11



№ 施設名 住所

233 ラ・ルーナ 津市島崎町315

234 ドリームズ・21ｓｔ　津セノパーク校 津市白塚町2801

235 ピュア 津市大門18-7

236 りぼんぶるー 津市一身田中野293-1

237 絆寿教室 津市寿町17-23

238 ＮＰＯ結Ⅱ 津市白塚町4996

239 Grabity Link 津市桜橋一丁目640

240 ことぶき楽園 津市寿町12-13

241 日中一時支援あいみ事業所 津市香良洲町6571-3

242 ＡＰホーム津 津市押加部町7-24

243 結いまぁーる 津市南新町4-37

244 しまかぜ１ 津市下弁財町津興3244-1

245 しまかぜ２ 津市下弁財町津興3244-2

246 なないろタイム 津市岩田10-7

247 シェアホームいちご 津市高茶屋小森町4031

248 わおんみえスマイルA 津市西丸之内22-17

249 わおんみえスマイルB・わおんみえスマイルC 津市上弁財町18-16

250 ネクスト　ステージ事業所 津市一身田平野767-30

251 Grabity Life 津市新町二丁目10-27ミヨシビル2F

252 寺子屋アップルキッズ 津市長岡町109-2

253 りんごの木 津市長岡町109-2

254 バンビーニ放課後等デイサービス・児童発達支援 津市丸之内17-11

255 なないろ楽団 津市本町18-1

256 ＭＡＲＣＨ 津市庄田町2812

257 ソレイユキッズ津Sol 津市一志町田尻543-1

258 クニクニハウス 津市一志町庄村268

259 おてだま 津市分部260-1

260 こまつの里　グループホーム 津市津興3-1

261 カニハウス 津市柳山津興1518-11

262 日中一時支援　ＨＥＲＯ 津市島崎町9-１

263 日和（ひまり）日中一時支援事業所 津市納所町1011-2

264 ふわり 津市大里窪田町797-5

265 医療法人愛誠会若葉病院・若葉デイケア 津市南中央28-13

266 ゆり形成内科整形・ゆり形成内科整形デイケア 津市柳山津興3306

267 医療法人思源会岩崎病院 津市一身田町333

268 倉本内科病院・医療法人倉本病院倉本内科病院・倉本病院デイサービスセンター津デイ 津市下弁財町津興3040

269 医療法人社団壽康会吉田クリニック 津市栗真中山町79-5

270 国立大学法人三重大学医学部附属病院 津市江戸橋2丁目174

271 医療法人永井病院・永井病院デイケアセンター 津市西丸之内29-29

272 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院 津市船頭町津興1721

273 津生協病院付属診療所 津市船頭町津興3453

274 医療法人社団雄飛会大門病院 津市大門1-3

275 加藤医院 津市藤方1590-1

276 医療法人同心会遠山病院 津市南新町17-22

277 医療法人愛誠会若葉病院 津市南中央28-13

278 医療法人暲純会武内病院 津市北丸之内82

279 新町整形外科診療所 津市大園町4-29

280 ヤナセクリニック 津市乙部5-3

281 セントローズクリニック 津市新町1丁目5-16

282 第二岩崎病院・第二岩崎病院通所リハビリ 津市一身田町387

283 医療法人緑の風　千里クリニック 津市河芸町東千里6-1

284 みえ医療福祉生活協同組合　白塚診療所 津市白塚町3568-4

285 津市ふれあい会館 津市本町35-3



⑵土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧
№ 施設名 住所

1 美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園 津市美杉町八知5540-6

2 せせらぎシルバーサービス有限会社 津市榊原町10844-1

3 愛の家グループホーム一志 津市一志町井生220-1

4 老人保健施設さくら苑 津市榊原町5630

5 デイサービス　だんだん 津市一志町石橋239-1

6 介護老人保健施設第二さくら苑 津市榊原町5599

7 通所介護　四天王庵 津市栄町一丁目892

8
特別養護老人ホーム笑美の里
笑美の里ショートステイセンター
笑美の里デイサービスセンター

津市美杉町八知729-1

9 特別養護老人ホーム慈宗院・老人デイサービスセンターはせやま 津市片田長谷町167-1

10
特別養護老人ホーム美里ヒルズ
デイサービスセンター美里ヒルズ
ショートステイサービスセンター美里ヒルズ

津市美里町三郷430

11 陽だまりの丘片田 津市片田井戸町268

12 特別養護老人ホーム報徳園・デイサービスセンター報徳園 津市河辺町1317-1

13 一番ぼし・流れぼし 津市美杉町八知310

14 笠取の里 津市榊原町4621

15 稲初クラブ 津市稲葉町776

16 えんぴつはうす 津市榊原町4576-4

17 長谷山寮・長谷山寮短期入所事業所 津市片田長谷町140-16

18 津長谷山学園・津長谷山学園短期入所事業所 津市片田長谷町226

19 おんせんびょういん保育園（医療法人暲純会） 津市榊原町1033-4

20 独立行政法人国立病院機構榊原病院しらゆり保育所 津市榊原町777

21 特定医療法人暲純会榊原温泉病院 津市榊原町1033-4

22 医療法人凰林会榊原白鳳病院 津市榊原町5630

23 独立行政法人国立病院機構榊原病院 津市榊原町777


