
土石流危険渓流における災害時要援護者関連施設調書 

 調書―１                                                   令和４年９月 1日現在 

番

号 
管内名 渓流番号 渓流名 都市名 町村名 大字 

保全対象災害時要援護者関連施設 
渓流相互の重

複施設 

地すべ

りとの

重複施

設 

急傾斜

地との

重複施

設 
施設名称 施設区分 

48 いわき 80204A0672 天神川 いわき市 高倉町  いわき育成園  重要    

49 いわき 80204A0794 本町沢 いわき市 遠野町 上遠野 やしおみ荘  重要 80204A0795   

50 いわき 80204A0795 堀切沢 2 いわき市 遠野町 上遠野 やしおみ荘  重要 80204A0794   

51 いわき 80204A0328 好古沢 いわき市 小川町 上小川 児童養護施設いわき育英舎  重要 80204A0329  940 

52 いわき 80204A0329 根本沢 いわき市 小川町 上小川 児童養護施設いわき育英舎  重要 80204A0328  940 

 

地すべり危険箇所における災害時要援護者関連施設調書 

 調書―２                                                   令和４年９月１日現在 

番

号 
管内名 

整理

番号 
箇所名 水系名 河川名 渓流名 都市名 町村名 大字 

保全対象災害時要援護者関連施設 土石流

の重複

施設 
施設名称 施設区分 

5 いわき 131 小島 夏井川   いわき市 内郷 小島町 小島保育園 一般   

 

 

 

 

 

 



急傾斜地崩壊危険箇所における災害時要援護者関連施設調書 

 調書―３                                                   令和４年９月１日現在 

番

号 
管内名 

箇所

番号 
箇所名 市名 町名 大字 

保全対象災害時要援護者関連施設 保全対象として重

複する箇所 

土石流と重複

施設 
施設名称 施設区分 

60 いわき 1124 三函 いわき市 常磐  舟田歯科クリニック 一般    

61 いわき 1192 荻の作 いわき市 江名  江名幼稚園 一般    

62 いわき 1205 榎戸 いわき市 中之作  中山医院 一般    

63 いわき 1084 上代 いわき市 江名  江名幼稚園 一般    

66 いわき 175 桜台 いわき市 植田  ほうとく幼稚園 一般    

68 いわき 956 寿金沢 いわき市 平  いわき短期大学付属幼稚園 一般    

69 いわき 1085 入山 いわき市 内郷  白水のぞみ幼稚園 一般    

70 いわき 1126 別所 いわき市 常磐  藤原幼稚園 一般    

72 いわき 1004 勝膳向 いわき市 平  かべや保育所 一般    

76 いわき 120 西三丁目 いわき市 四倉町  四倉第一幼稚園 一般    

78 いわき 122 羽黒 いわき市 平 

 野の花ホーム  重要   

カナン村  重要   

平養護学校  重要   

81 いわき 1222 石田 いわき市 後田町  ほうとく幼稚園     

82 いわき 1124-1 三函 1号 いわき市 常磐 湯本町 まこと幼稚園     

83 いわき 155-1 永崎船付-1 いわき市 永崎  永崎保育所     

84 いわき 155-5 永崎船付-5 いわき市 永崎  永崎保育所     

85 いわき 940 堂付平 いわき市 小川町 上小川 児童養護施設いわき育英舎    80204A0328 

80204A0329 

86 いわき 195 湯台堂 2号 いわき市 常磐 松が台 ゆしまや保育園     



注意区域における災害時要援護者関連施設調書 

 調書―４                                                  令和４年９月１日現在 

番号 管内名 所在地 施設名 備考 

187 いわき いわき市小名浜字田ノ入 80-1 古湊保育所  

189 いわき いわき市内郷御厩町下宿 99 御厩保育所  

190 いわき いわき市永崎字川畑 217-1 永崎保育所  

191 いわき いわき市三和町中三坂字四座 48  三阪保育所  

192 いわき いわき市三和町渡戸字宿頭 118-6 三和保育所  

193 いわき いわき市常磐下船尾町村山 5-1 船尾保育園  

195 いわき いわき市小川町上小川字大坂 5 児童養護施設 いわき育英舎  

196 いわき いわき市平上平窪字古舘 1-2 肢体不自由児施設 福島整肢療護園  

197 いわき いわき市三和町下永井字横山 113 永井保育所  

200 いわき いわき市常磐上湯長谷町上ノ台 88-1 特別養護老人ホーム いわさき荘  

201 いわき いわき市遠野町上遠野字沢繫 6-17 特別養護老人ホーム 高砂荘  

202 いわき いわき市久之浜町末続字深谷 33-1 特別養護老人ホーム 翠祥園  

203 いわき いわき市平上片寄字上ノ内 193 特別養護老人ホーム ひまわり荘  

204 いわき いわき市常磐上矢田町頭田 43 軽費老人ホーム 悠々の里  

205 いわき いわき市平下荒川字大作 130-2 有料老人ホーム いわきふるさとの楽園  

206 いわき いわき市平中平窪字二堂田 2 知的障害者更正施設 はまなす荘  

207 いわき いわき市平下平窪字熊ケ平 6 知的障害者更正施設 はまぎく荘  

208 いわき いわき市遠野町上根本字白坂 384 知的障害者更正施設 ふじみ更正園  

209 いわき いわき市常磐下船尾町東作 51 知的障害者更正施設 いわき光成園  

210 いわき いわき市常磐下船尾町東作 51 知的障害者授産施設 いわき学園  

211 いわき いわき市平下平窪字熊ケ平 6 知的障害者通勤寮 はまゆう通勤寮  

212 いわき いわき市平中平窪字古舘 15-2 知的障害者福祉ホーム 古館福祉ホーム  

213 いわき いわき市平上片寄字上ノ内 193 医療センター片寄診療所  



番号 管内名 所在地 施設名 備考 

214 いわき いわき市常磐藤原町大畑 13-1 老人保健施設「サンライフゆもと」  

215 いわき いわき市小川町上小川字大坂 68 老人保健施設「二ッ箭荘」  

216 いわき いわき市金山町月見台 134-1 老人保健施設「佳勝園」  

217 いわき いわき市常磐長孫町大平 80 老人保健施設「うらら苑」  

218 いわき いわき市内郷御厩町久世原 16 いわき市医療センター  

219 いわき いわき市常磐上湯長谷町上ノ台 57 公益財団法人ときわ会常磐病院  

221 いわき いわき市錦町鈴鹿 103-1 社団医療法人至誠会こうじま慈愛病院  

223 いわき いわき市平字研町 5 吉田整形外科医院  

226 いわき いわき市内郷綴町大木下 3-2 いわき婦人科  

233 いわき いわき市内郷宮町竹之内 30 宮幼稚園  

234 いわき いわき市小浜町西ノ作 68 汐見が丘幼稚園  

235 いわき いわき市常磐関船町諏訪下 7 明徳館幼稚園  

236 いわき いわき市常磐湯本町宝海 133-7 まこと幼稚園  

238 いわき いわき市内郷御台境町前田 18-3 さかえ幼稚園  

239 いわき いわき市遠野町上遠野字風呂脇 21-1 入遠野町まこと幼稚園  

244 いわき いわき市鹿島町走熊字渡折 19-1 かしま幼稚園  

245 いわき いわき市平鎌田字石名坂 いわき短期大学附属幼稚園  

246 いわき いわき市常磐下船尾町東作 51 いわき学園内 知的障害者小規模授産施設希望クラブ  

 


