
（令和５年４月１日現在）

番号 区 名　　　　　　　　称 所　　　在　　　地
1 幸 夢見ヶ崎デイサービスセンター 幸区南加瀬１ー７ー１４
2 幸 川崎市立日吉小学校 幸区北加瀬１ー３７ー１
3 幸 和音 幸区北加瀬２丁目１１番５号
1 中原 中部地域生活支援センターはるかぜ 中原区井田３ー１６ー１
2 中原 川崎市中央療育センター 中原区井田３ー１６ー１
3 中原 障害ショートステイ桜の丘 中原区井田３ー１６ー１
4 中原 桜の丘 中原区井田３ー１６ー１
5 中原 陽光ホーム 中原区井田３ー１６ー１
6 中原 中部地域支援室 中原区井田３ー１６ー１
7 中原 桜の風（聖風） 中原区井田３ー１６ー１
8 中原 桜の風（育桜） 中原区井田３ー１６ー１
9 中原 中部日中活動センター 中原区井田３ー１６ー１

10 中原 中原老人福祉センター 中原区井田３ー１６ー２
1 高津 おだかの郷 高津区末長２ー２０ー２０
2 高津 SOMPOケア　ラヴィーレ溝の口　弍番館 高津区末長２ー９ー３１
3 高津 SOMPOケア　ラヴィーレ溝の口 高津区末長２ー９ー４５
4 高津 ともかわさき　ちとせ 高津区千年１３５５

5 高津 神奈川東部ﾔｸﾙﾄ販売 (株)新城保育ルーム
高津区千年５４３ー１ ルネスアボー
ト２F

6 高津 ひさすえ 高津区久末４５３
7 高津 万葉のさと保育園 高津区新作３ー１ー４
8 高津 梶ヶ谷保育園 高津区梶ヶ谷５ー８ー２
9 高津 たちばな幼稚園 高津区久末１８９２ー１

10 高津 高津幼稚園 高津区溝口２ー２９ー２
11 高津 ネクサスコート久地 高津区下作延６ー３１ー１７
12 高津 蟹ヶ谷 高津区蟹ヶ谷２７３
13 高津 川崎市立梶ヶ谷小学校 高津区梶ヶ谷４ー１２
14 高津 梶ヶ谷小学校わくわくプラザ 高津区梶ケ谷４ー１２
15 高津 梶ヶ谷老人いこいの家 高津区梶ヶ谷５ー８ー２７
16 高津 介護老人保健施設　樹の丘 高津区久地４ー１９ー１
17 高津 花物語たかつの丘 高津区久末１４９５ー１
18 高津 デイサービス　チャオ　久末店 高津区久末１５５３番地４
19 高津 グループホームふわふわ川崎高津Ｂ 高津区久末１５６９番地１
20 高津 グループホームふわふわ川崎高津Ａ 高津区久末１５６９番地１
21 高津 看護小規模多機能型居宅介護　よろこび久末 高津区久末１８００番地２６
22 高津 渡部産婦人科医院 高津区久末１９３３
23 高津 特別養護老人ホーム新緑の郷 高津区久末４７３ー１４
24 高津 川崎市立久末小学校 高津区久末６４７
25 高津 久末小学校わくわくプラザ 高津区久末６４７

26 高津
コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　溝の
口

高津区新作３ー１ー４

27 高津 介護老人保健施設　ゆい 高津区新作３ー７ー１
28 高津 川崎市立橘小学校 高津区千年１０２４
29 高津 橘小学校わくわくプラザ 高津区千年１０２４
30 高津 そらとわすくーる 高津区千年５４１ー８
31 高津 おだかの郷　デイサービスセンター 高津区末長２ー２０ー２０
32 高津 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ溝の口 高津区末長２丁目９番４５号
1 宮前 有料老人ホーム　サニーライフ川崎宮前 宮前区潮見台８ー２１
2 宮前 住宅型有料老人ホーム シニアヴィラ鷺沼 宮前区土橋３ー１ー６

3 宮前 ホームとのしたⅡ
宮前区神木本町３ー６ー２８トゥイン
クルＢ１０２

4 宮前 Eriii`s Cafe 宮前区菅生ケ丘２３ー６
5 宮前 土橋宝翠保育園 宮前区土橋１ー６ー７
6 宮前 富士見プラザ　フォンテーヌ鷺沼 宮前区土橋３ー１ー６

7 宮前 グループホーム　クローバー
宮前区南平台１１ー１　ビューラー風
久保１０４号室

8 宮前 川崎市立野川中学校 宮前区西野川２ー２ー１
9 宮前 グループホームコモド 宮前区野川本町１丁目３１番９号

10 宮前 川崎市立有馬小学校 宮前区東有馬５ー１２ー１

２８　土砂災害警戒区域内の災害時要配慮者利用施設等一覧表【危機管理本部、健康
福祉局庶務課、こども未来局庶務課、教育委員会事務局庶務課】



番号 区 名　　　　　　　　称 所　　　在　　　地
11 宮前 グループホーム　えとわる＋ 宮前区水沢３ー６ー４１
12 宮前 川崎市立稗原小学校 宮前区水沢３ー７ー１
13 宮前 富士見プラザ 宮前区南野川１ー８ー１１
14 宮前 富士見プラザデイサービスセンター 宮前区南野川１ー８ー１１
15 宮前 利家庵別邸“みかんの丘” 宮前区南野川３ー２ー１６
16 宮前 介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ宮前 宮前区南野川３ー２３ー１
17 宮前 みやまえの杜保育園 宮前区宮前平３ー９ー１
18 宮前 聖マリアンナ会東横惠愛病院保育室 宮前区有馬４ー１７ー２３

19 宮前 ＲＵＭＡＨ・フローラ
宮前区有馬４ー１７ー５　コーポウチ
ダ１０３・１０５・２０３・２０５

20 宮前 ホームとのしたⅠ 宮前区神木本町３ー６ー２７

21 宮前 ハッピーキッズ・プチ園
宮前区鷺沼３ー１ー１２ 伏見ビル２
０１

22 宮前 かわさき記念病院　プスプス保育室 宮前区潮見台２０ー１
23 宮前 医療法人三星会　かわさき記念病院 宮前区潮見台２０ー１
24 宮前 ひばり幼稚園 宮前区神木２ー１０
25 宮前 フレンド神木 宮前区神木本町５ー１２ー１５
26 宮前 フレンド神木保育園 宮前区神木本町５ー１２ー１５
27 宮前 こどもの丘保育園 宮前区菅生２ー１７ー１６
28 宮前 菅生こども文化センター 宮前区菅生ヶ丘１３ー２

29 宮前 地域生活支援センターオリオン
宮前区土橋３ー１ー６富士見プラザ
フォンテーヌ鷺沼１階

30 宮前 ミモザ宮前 宮前区西野川３ー４ー１
31 宮前 初山幼稚園 宮前区初山１ー２ー１
32 宮前 はなまるホーム有馬 宮前区東有馬５ー２１ー２４
33 宮前 川崎市立南野川小学校 宮前区南野川２ー１２ー１
34 宮前 ベストライフ宮前平 宮前区宮前平２ー１５ー８
35 宮前 宮前平こども文化センター 宮前区宮崎６ー２
36 宮前 川崎市立犬蔵中学校 宮前区犬蔵１ー１０ー１
37 宮前 ホームステーションらいふたまプラーザ 宮前区犬蔵２丁目１２ー２５
38 宮前 鷺沼なかよし保育園 宮前区鷺沼 ３ー５ー１８
39 宮前 鷺沼小学校わくわくプラザ 宮前区鷺沼２ー１
40 宮前 川崎市立鷺沼小学校 宮前区鷺沼２ー１
41 宮前 鷺沼産婦人科医院 宮前区鷺沼３ー５ー１７
42 宮前 一織庵　初山一丁目 宮前区初山１丁目２１番１３号
43 宮前 さぎぬま幼稚園 宮前区小台１ー１２ー１６

44 宮前 グリーンヒルズ
宮前区神木本町２ー１８ー６ フルー
ル三神１０１

45 宮前 グリーンヒルズ２
宮前区神木本町２ー１８ー６フルール
三神１０３号室

46 宮前 グリーンヒルズ３
宮前区神木本町２ー１８ー６フルール
三神２０３号室

47 宮前 パオ 宮前区神木本町二丁目１０番２号
48 宮前 障がい者支援施設　みずさわ 宮前区水沢３ー６ー５０
49 宮前 稗原小学校わくわくプラザ 宮前区水沢３ー７ー１
50 宮前 菅生小学校わくわくプラザ 宮前区菅生１ー５ー１
51 宮前 川崎市立菅生小学校 宮前区菅生１ー５ー１
52 宮前 川崎市立菅生中学校 宮前区菅生２ー１０ー１

53 宮前 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設鷲ヶ峯 宮前区菅生ケ丘１３ー１

54 宮前 Ｅｒｉｉｉ’ｓ　Ｃａｆｅ 宮前区菅生ケ丘２３ー６
55 宮前 さつき参番館 宮前区菅生ヶ丘６ー１０
56 宮前 マロニエ荘 宮前区菅生ヶ丘６ー１０
57 宮前 みかど荘 宮前区西野川３ー３９ー１８

58 宮前 保育所どんぐり山潮見台園
宮前区潮見台７ー４３ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ
宮前区潮見台２０２

59 宮前
小規模多機能ホーム　富士見プラザ　フォンテー
ヌ鷺沼

宮前区土橋３ー１ー６

60 宮前 有馬小学校わくわくプラザ 宮前区東有馬５ー１２ー１
61 宮前 リ・ケア東有馬　さくらの木 宮前区東有馬５ー２２ー３

62 宮前 リ・ケア東有馬　もみの木 宮前区東有馬５ー２２ー３　１階Ｂ

63 宮前 れいんぼう川崎 宮前区東有馬５ー８ー１０
64 宮前 白幡台小学校わくわくプラザ 宮前区南平台１３ー１



番号 区 名　　　　　　　　称 所　　　在　　　地
65 宮前 川崎市立白幡台小学校 宮前区南平台１３ー１
66 宮前 宮崎小学校わくわくプラザ 宮前区馬絹１ー３０ー９
67 宮前 川崎市立宮崎小学校 宮前区馬絹１ー３０ー９
68 宮前 向丘小学校わくわくプラザ 宮前区平１ー６ー１
69 宮前 川崎市立向丘小学校 宮前区平１ー６ー１
70 宮前 川崎市立平中学校 宮前区平３ー１５ー１
71 宮前 平小学校わくわくプラザ 宮前区平６ー５ー１
72 宮前 川崎市立平小学校 宮前区平６ー５ー１
73 宮前 南野川小学校わくわくプラザ 宮前区野川２６０４
74 宮前 西野川小学校わくわくプラザ 宮前区野川３１４２ー２
75 宮前 川崎市立西野川小学校 宮前区野川台３ー１０ー１
76 宮前 一般財団法人聖マリアンナ会　東横惠愛病院 宮前区有馬４ー１７ー２３
1 多摩 アルパ 多摩区生田６ー４ー７
2 多摩 花ハウス　すみれ館 多摩区菅馬場３ー２１ー１
3 多摩 小学館アカデミー西いくた保育園 多摩区西生田３ー１３ー７
4 多摩 にじ 多摩区東生田２ー７ー９
5 多摩 生田ルミナス保育園 多摩区三田１ー７ー７

6 多摩 ぱすてる８ 多摩区南生田５ー４ー１２ みどり荘

7 多摩 ぱすてる１０
多摩区南生田７ー６ー１生田ガーデニ
ア１０３

8 多摩 北部児童相談所 多摩区生田７ー１６ー２
9 多摩 生田うりぼう愛児園 多摩区生田７ー１６ー３

10 多摩 遊・悠くらぶ・生田 多摩区栗谷４ー１ー１５
11 多摩 ベストライフ百合ヶ丘 多摩区長沢４ー４１ー１９
12 多摩 えみのき保育園 多摩区西生田２ー１ー６
13 多摩 ニチイホーム 読売ランド前 多摩区西生田４ー１２ー９
14 多摩 生田広場 多摩区西生田５ー２４ー２
15 多摩 三田かしのみ保育園 多摩区三田１ー１８ー３

16 多摩 ゆうの森
多摩区三田１ー２８ー６　ノイエス三
田８ー１０１

17 多摩 ライフコミューン生田 多摩区三田４ー５５５５ー１
18 多摩 グッドタイムホーム・生田 多摩区三田５ー２ー１６
19 多摩 Luxemデイサービス縁尽 多摩区栗谷３ー８ー１２
20 多摩 川崎市三田福祉ホーム 多摩区三田２ー３２５６
21 多摩 なしの実 多摩区三田２ー３２５６
22 多摩 川崎市立生田中学校 多摩区三田２ー５４２０ー２
23 多摩 特別養護老人ホームよみうりランド花ハウス 多摩区菅仙谷４ー１ー４
24 多摩 川崎市立東菅小学校 多摩区菅馬場２ー１９ー１
25 多摩 東菅小学校わくわくプラザ 多摩区菅馬場２ー１９ー１
26 多摩 川崎市立南菅小学校 多摩区菅馬場３ー２５ー１
27 多摩 南菅小学校わくわくプラザ 多摩区菅馬場３ー２５ー１
28 多摩 南菅老人いこいの家 多摩区菅馬場３ー２６ー１
29 多摩 南菅こども文化センター 多摩区菅馬場３ー２６ー１
30 多摩 川崎市立南菅中学校 多摩区菅馬場４ー１ー１
31 多摩 神奈川県立菅高等学校 多摩区菅馬場４ー２ー１
32 多摩 川崎市立西菅小学校 多摩区菅北浦４ー２ー１
33 多摩 西菅小学校わくわくプラザ 多摩区菅北浦４ー２ー１
34 多摩 神奈川県立生田東高等学校 多摩区生田４ー３２ー１
35 多摩 川崎市立生田小学校 多摩区生田７ー２２ー１
36 多摩 生田小学校わくわくプラザ 多摩区生田７ー２２ー１
37 多摩 日本女子大学付属中学校・高等学校 多摩区西生田１ー１ー１
38 多摩 デイサービス　ウィズ・ユー生田 多摩区西生田２ー１ー４
39 多摩 生田保育園 多摩区西生田３ー１５ー１０
40 多摩 医療法人新光会　生田病院 多摩区西生田５ー２４ー１
41 多摩 デイサービス　生田広場 多摩区西生田５ー２４ー２

42 多摩
医療法人社団　三医会　ナーシングケアホーム長
沢ひまわり

多摩区長沢１ー２７ー７

43 多摩 神奈川県立生田高等学校 多摩区長沢３ー１７ー１
44 多摩 川崎市立長尾小学校 多摩区長尾７ー２８ー１
45 多摩 長尾小学校わくわくプラザ 多摩区長尾７ー２８ー１
46 多摩 川崎市立南生田中学校 多摩区南生田３ー４ー１
47 多摩 神奈川県立百合丘高等学校 多摩区南生田４ー２ー１
48 多摩 あまぐり 多摩区南生田５ー４ー１２
49 多摩 川崎市立枡形中学校 多摩区枡形１ー２２ー１



番号 区 名　　　　　　　　称 所　　　在　　　地
50 多摩 リハビリデイサービスnagomi向ヶ丘店 多摩区枡形４ー１ー１３
51 多摩 枡形老人いこいの家 多摩区枡形６ー３ー１
52 多摩 枡形こども文化センター 多摩区枡形６ー３ー１
53 多摩 デイサービス　横山さん家 多摩区枡形６ー３ー３
1 麻生 ルピナス王禅寺 麻生区王禅寺東３ー２ー３６
2 麻生 王禅寺しらゆり保育園 麻生区王禅寺東５ー３ー５３
3 麻生 ネクサスコート麻生栗木台 麻生区栗木台２丁目１４ー７
4 麻生 黒川青少年野外活動センター 麻生区黒川３１３ー９
5 麻生 アクアピア新百合・パンダ保育園 麻生区黒川３１８
6 麻生 ぶれすと白鳥ほいくえん 麻生区白鳥３ー５ー１
7 麻生 AIAI　NURSERY　百合ヶ丘 麻生区万福寺４ー１ー３
8 麻生 小学館アカデミー新ゆり山手保育園 麻生区万福寺４ー１９
9 麻生 ソレイユ川崎 麻生区細山１２０３

10 麻生 川崎田園都市病院 麻生区片平１７８２
11 麻生 「結」ケアセンターあさお 麻生区片平２ー２２ー１ー１０３
12 麻生 片平こども文化センター 麻生区片平５ー２５ー１

13 麻生 天才キッズクラブ新百合ヶ丘駅園
麻生区上麻生１ー３ー９  新百合ヶ丘
KIﾋﾞﾙ

14 麻生 天才キッズクラブ楽学館保育園
麻生区上麻生１ー３ー９ 新百合ヶ丘
KIビル２階

15 麻生 たま日吉台病院保育室 麻生区王禅寺１１２７
16 麻生 ヒューマンライフケア王禅寺グループホーム 麻生区王禅寺東３ー１ー２４
17 麻生 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ王禅寺 麻生区王禅寺東３ー２ー２０
18 麻生 ベストライフ新百合ヶ丘 麻生区片平１ー５ー４５
19 麻生 芥川バースクリニック 麻生区上麻生５ー４７ー１
20 麻生 栗木台小学校わくわくプラザ 麻生区栗木台５ー１５ー１
21 麻生 くりの丘 麻生区栗木台５ー１７ー１９
22 麻生 ベストライフ麻生Ⅱ 麻生区栗平１ー１２ー１２
23 麻生 社会福祉法人横浜悠久会白鳥保育園 麻生区白鳥１ー１７ー２
24 麻生 医療法人社団三成会　新百合ヶ丘総合病院 麻生区古沢都古２５５
25 麻生 医療法人社団晃進会　たま日吉台病院 麻生区王禅寺１１０５
26 麻生 医療法人社団晃進会　みどりの病院 麻生区王禅寺１１４２
27 麻生 神奈川県立麻生養護学校 麻生区王禅寺３０３ー１
28 麻生 川崎市立南百合丘小学校 麻生区王禅寺西１ー２６ー１
29 麻生 南百合丘小学校わくわくプラザ 麻生区王禅寺西１ー２６ー２
30 麻生 ヒューマンライフケア王禅寺の宿 麻生区王禅寺東３ー１ー２４
31 麻生 川崎市立岡上小学校 麻生区岡上６７５ー１
32 麻生 岡上小学校わくわくプラザ 麻生区岡上６７５ー１
33 麻生 川崎市立栗木台小学校 麻生区栗木台５ー１５ー１
34 麻生 柿生学園 麻生区五力田２ー２０ー１０
35 麻生 川崎市立西生田中学校 麻生区高石３ー２５ー１
36 麻生 ゆりがおか療養デイサービスセンター 麻生区高石５ー１ー３９
37 麻生 介護老人保健施設　アクアピア新百合 麻生区黒川３１８
38 麻生 それいゆ保育園 麻生区細山１２０３
39 麻生 川崎市立西生田小学校 麻生区細山２ー２ー１
40 麻生 西生田小学校わくわくプラザ 麻生区細山２ー２ー１
41 麻生 新百合ケ丘介護老人保健施設　つくしの里 麻生区上麻生３ー１４ー２０
42 麻生 川崎市立麻生小学校 麻生区上麻生３ー２４ー１
43 麻生 麻生小学校わくわくプラザ 麻生区上麻生３ー２４ー１
44 麻生 川崎市立麻生中学校 麻生区上麻生４ー３９ー１
45 麻生 医療法人社団総生会　麻生総合病院 麻生区上麻生６ー２５ー１
46 麻生 川崎市立柿生中学校 麻生区上麻生６ー４０ー１
47 麻生 川崎市立長沢中学校 麻生区東百合丘４ー１２ー１
48 麻生 川崎市立真福寺小学校 麻生区白山５ー３ー１
49 麻生 真福寺小学校わくわくプラザ 麻生区白山５ー３ー１
50 麻生 川崎市立白鳥中学校 麻生区白鳥１ー５ー１
51 麻生 川崎市立百合丘小学校 麻生区百合丘２ー１ー２
52 麻生 百合丘小学校わくわくプラザ 麻生区百合丘２ー１ー２

53 麻生 元気サポート　にこにこ５
麻生区片平２ー２２ー１　住真マン
ション１０２

54 麻生 しらかし園 麻生区片平５ー２４ー１



番号 区 名　　　　　　　　称 所　　　在　　　地
55 麻生 片平老人いこいの家 麻生区片平５ー２５ー１
56 麻生 有料老人ホーム　サニーライフ川崎麻生 麻生区片平５丁目３３番１号
57 麻生 オアシスらんど柿生 麻生区片平６ー６ー６

58 麻生 ツクイ新百合ヶ丘駅前
麻生区万福寺１ー１５ー１０  レオー
ダ新百合ヶ丘２階

59 麻生
小田急のサービス付き高齢者向け住宅　レオーダ
新百合ヶ丘

麻生区万福寺１丁目１５番１０号

60 麻生 はみんぐばーど
麻生区万福寺２ー１０ー３　JCハイム
１０２

61 麻生 医療法人社団健伸会　さくらクリニック 麻生区万福寺３ー２ー１


