要配慮者利用施設(浸水避難確保計画作成施設)

平成３１年４月現在

No. 施設の名称

施設の種別

施設所在地

1 常総市立玉幼稚園

幼稚園

常総市若宮戸794

2 常総市立豊田幼稚園

幼稚園

常総市豊田2303-2

3 常総市立御城幼稚園

幼稚園

常総市本石下4610

4 常総市立岡田小学校

小学校

常総市向石下1020

5 常総市立玉小学校

小学校

常総市若宮戸794

6 常総市立五箇小学校

小学校

常総市上蛇町1508

7 常総市立石下小学校

小学校

常総市新石下1907-1

8 常総市立大花羽小学校

小学校

常総市大輪町386-1

9 常総市立三妻小学校

小学校

常総市中妻町4146

10 常総市立大生小学校

小学校

常総市平町415-1

11 常総市立豊田小学校

小学校

常総市豊田2246

12 常総市立水海道中学校

中学校

常総市小山戸町61

13 常総市立石下西中学校

中学校

常総市杉山910－1

14 常総市立鬼怒中学校

中学校

常総市中妻町4180

15 常総市立水海道西中学校

中学校

常総市豊岡町乙1005-1

16 常総市立石下中学校

中学校

常総市本石下1000-1

17 ぐーちょきパンパン保育園

家庭的保育事業

常総市三坂町1029-1

18 三坂児童館

児童厚生施設

常総市三坂町402-1

19 水海道児童センター

児童厚生施設

常総市水海道天満町4678

20 タイヨー・エドュカーレ

認可外保育施設

常総市豊岡町乙299－１

21 はじめのいっぽ保育園

認可外保育施設

常総市水海道橋本町3571-1

認可外保育施設
事業所内保育施設

常総市新石下3894-1

認可外保育施設
事業所内保育施設

常総市水海道橋本町3181-1

認可外保育施設
事業所内保育施設

常総市水海道山田町4551

認可外保育施設
事業所内保育施設

常総市水海道森下町4447

22

古河ヤクルト販売(株)
石下センター託児所

23 きぬ医師会病院託児所
24

古河ヤクルト販売(株)
水海道センター託児所

25 水海道さくら病院保育所
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No. 施設の名称
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26 東さくら保育園

保育所

常総市本石下3762-1

27 さくら保育園

保育所

常総市岡田339

28 絹西保育園

保育所

常総市坂手町986

29 小貝保育園

保育所

常総市上蛇町2188-4

30 石下保育園

保育所

常総市新石下1031

31 水海道第二保育所

保育所

常総市中妻町3977

32 水海道第三保育所

保育所

常総市水海道高野町2081

33 水海道第六保育所

保育所

常総市小山戸町186

34 東さくら児童ｸﾗﾌﾞ

放課後児童クラブ

常総市本石下3762-1

35 さくら児童ｸﾗﾌﾞ

放課後児童クラブ

常総市岡田339

36 石下児童ｸﾗﾌﾞ

放課後児童クラブ

常総市新石下1034

37 岡田小児童ｸﾗﾌﾞ

放課後児童クラブ

常総市向石下1020

38 玉小児童クラブ

放課後児童クラブ

常総市若宮戸794

39 石下小児童クラブ

放課後児童クラブ

常総市新石下1907-1

40 大花羽小児童ｸﾗﾌﾞ

放課後児童クラブ

常総市大輪町386-1

41 三妻児童ｸﾗﾌﾞ

放課後児童クラブ

常総市中妻町2641-2

42 豊田小児童ｸﾗﾌﾞ

放課後児童クラブ

常総市豊田2246

43 石下幼稚園

幼稚園（旧制度）

常総市新石下1034

44 認定こども園 きぬ学園

幼保連携型認定こども園

常総市羽生町946

45 認定こども園みつかいどう

幼保連携型認定こども園

常総市水海道橋本町3346

46 認定こども園二葉こども園

幼保連携型認定こども園

常総市水海道天満町1712-7

2

要配慮者利用施設(浸水避難確保計画作成施設)

平成３１年４月現在

No. 施設の名称

施設の種別

施設所在地

地域密着型通所介護

常総市花島町146‐1

47 デイサービスふなもと

48 ラポール常総デイサービスセンター 地域密着型通所介護

常総市舘方1038

49 デイサービスらくらく

地域密着型通所介護

常総市上蛇町8419

50 デイサロン彩葉

地域密着型通所介護

常総市新石下81‐1

51 ケアガーデン笑和

地域密着型通所介護

常総市豊岡町乙1160-68

52 愛音デイハウス豊岡

地域密着型通所介護

常総市豊岡町乙877-6

53

デイサービス華
グループホーム香

54 デイサービスひまわり

地域密着型通所介護
常総市中妻町1023-2
認知症対応型共同生活介護
通所介護

常総市小山戸町28-1

通所介護

常総市新石下4365

56 ツクイ常総水海道

通所介護

常総市水海道諏訪町3366-1

57 あいデイサービス常総豊岡

通所介護

常総市豊岡町乙1228-2

58 水海道ケアセンターそよ風

通所介護
常総市水海道天満町1785-1
認知症対応型共同生活介護

59 グループホーム 遙遙

認知症対応型共同生活介護 常総市羽生町1026‐2

60 グループホーム めぐる

認知症対応型共同生活介護 常総市花島町29‐4

55

ＪＡ常総ひかりデイサービスセン
ターひまわり

61 つくば長寿の郷
62 里の音
63 Ｌ・ハーモニー石下
64 筑水苑
65 よしの荘
66 常総千楽苑
67 きぬ医師会病院
68 水海道西部病院

認知症対応型共同生活介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
診療所
特別養護老人ホーム
診療所・通所介護
短期入所生活介護
特別養護老人ホーム
診療所・通所介護
短期入所生活介護
軽費老人ホーム
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
通所介護・診療所
有料老人ホーム
病院
通所リハビリテーション
病院
通所リハビリテーション
介護療養型医療施設
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常総市大沢1994-6
常総市豊岡町丙3080-1
常総市原宿1155
常総市水海道高野町671-1
常総市上蛇町1888-1
常総市水海道山田町1543-3
常総市新井木町13-3
常総市豊岡町丙685
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69 ういんぐ・ありす

グループホーム

常総市羽生町206-4

70 グループホーム柏木寮

グループホーム

常総市坂手町1263-2

71 すてーしょん

グループホーム

常総市水海道宝町2720-1ア
ムール・ド・ソレイユ

72 愛音キッズクラブ

障害児通所施設

常総市三坂町1487

障害児通所施設

常総市新石下1600-1

障害児通所施設

常総市水海道山田町1521

75 常総市児童デイサービスセンター

障害児通所施設

常総市水海道森下町4434-2

76 こどもプラス水海道教室

障害児通所施設

常総市水海道宝町1561-1

77 アクティビティーセンター れら

障害者通所施設

常総市向石下899-8

78 インクル・ベース

障害者通所施設

常総市水海道森下町4346-3

79 ひまわり学園 水海道

障害者通所施設

常総市水海道森下町4529-1

80 工房 あおい空

障害者通所施設

常総市杉山637-1

81 福祉事業所 てくてく

障害者通所施設

常総市大輪町567

82 常総市心身障害者福祉センター

障害者通所施設

常総市中妻町2643-1

83 訓練サポートセンター ライフ

障害者通所施設

常総市豊岡町丙2894-28

地域活動支援センター

常総市水海道森下町4434-2

地域活動支援センター

常総市本石下4373-1

病院

常総市水海道森下町4447

放課後等デイサービス ココン石下
教室
こぱんはうすさくら 水海道山田教
74
室
73

常総市地域活動支援センター
「さぼてん」
下妻地方地域活動支援センター
85
「菜の花」
84

86 水海道さくら病院
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施設所在地

1 和耕学園

障害者通所施設

常総市坂手町1231-1

2 障害者支援施設 かしわ学園

障害者通所施設
障害者入所施設
ショートステイ

常総市坂手町1231-3
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