
資料６ 

要配慮者利用施設の避難体制の強化 

 

「水防法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 31号）」の施行により、要配慮者利用

施設の避難体制の強化を図るため水防法が平成 29年 6月 19日に改正され、浸水想定区域内

の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となった。 

 

 

○避難確保計画策定等の義務化 

 避難確保計画の策定 避難訓練の実施 自衛水防組織の設置 

改正前の水防法 努力義務 努力義務 努力義務 

現行の水防法 義務 義務 努力義務 

 

  



○水防法における要配慮者施設の種類（例） 

種別 対象 

社会福祉

施設 

老人福祉関係施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に

供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援セン

ター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福

祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、自動自立生活援助事業の用に供

する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用

に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子健康包括支

援センター 

学校 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校、高等専門学校、専修学校等 

医療機関 病院、診療所、助産所等 

 

○市内の浸水想定区域内の要配慮者施設 

種別 施設名 住所 

保育所(公立) 八条保育所 八條 1567 
伊草保育所 伊草 372 
南川崎保育所 南川崎 207-1 
古新田保育所 古新田 10 
大曽根保育所 大曽根 1518 
中馬場保育所 中央 3-29-17 

保育園(私立) 八潮ひまわり保育園 中央 1-15-5 
やしお花桃保育園 大字 2-1067-1 
けやきの森保育園やしお 垳 161-1 
八潮かえで保育園 大瀬 2-1-8 
やしおエンゼル保育園 八潮 4-4-6 
しおどめ保育園八潮駅北 木曽根 438-1 
八潮なないろ保育園 大字 2-948-1 
コビープリスクール やしおステーション 大瀬 1-1-1 

認定こども園(私立) 認定こども園しおどめの森 木曽根 1041-2 

小規模保育施設

(私立) 

しおどめ保育園小規模認可 木曽根 1097-2 
みひかり保育園 大瀬 4-1-5 
ふぇありぃ保育園八潮駅南口園 大瀬 4-1-7 
ふぇありぃ保育園八潮中央園 中央 4-19-6 
もりまさ保育園 大瀬 1-4-1 
おひさま保育園 八潮 8-1-17 

学童保育所(公立) わかくさ学童保育所 南川崎 826-3 
おおそね学童保育所 垳 527 
やわた学童保育所 中央 4-21-25 
やなぎのみや学童保育所 柳之宮 140 
だいばら学童保育所 八潮 7-42-1 
はちじょう学童保育所 鶴ヶ曽根 1 

学童保育所(公設

民営) 

どんぐり学童クラブ 緑町 4-1-1 
ひまわり学童クラブ 古新田 904-3 
はちじょうきた学童保育所 八條 1150 
おおぜ学童保育所 大瀬 3-9-1 

   



種別 施設名 住所 

障害福祉サービス

事業者・障害児通

所支援事業者 

障がい者福祉施設やまびこ 鶴ヶ曽根 403-1 
やすらぎ 鶴ヶ曽根 414-1 
グループホームのぞみ 鶴ケ曽根 560‐4 
精神障害者地域活動支援センターあけぼの 鶴ヶ曽根 1130 

障がい者福祉施設虹の家 鶴ヶ曽根 1686-2 

八潮ジョブトレーニングセンター 木曽根 1285‐1 
遊♡びっく 南川崎 293-11 
障がい者福祉施設わかくさ 南川崎 826-3 
ひまわり荘 古新田 223-1 
すずらん荘 古新田 223-1 
しらゆり荘 古新田 223-1 
ひだまり工房 大曽根 531-4 
ライフベースやしお 大曽根 2056-5 
ショートステイ スマイル 中央 1-5-21 

スマートキッズプラス八潮 
中央 1-29-7 マルサンビルⅠ
4F 

みんなのいえ八潮 中央 3-11-15 
放課後等デイサービスひまわり 中央 3-13-11-103 
いちご 中央 3-22-16 
スマートキッズジュニア八潮 中央 4-1-15  1階 
放課後等デイサービスふぉーきっずやしお 八潮 1-19-13-101 
ComeRain ComeShine 八潮 6-1-1 
工房森のこかげ 緑町 2-13-13 
放課後等デイサービス ｍｉｒａｉ 緑町 2-17-4  
みんなのいえ緑町 緑町 4-25-3 

障害福祉サービス事

業者・障害児通所支援

事業者 

fairy tale いちご 緑町 5-5-27 アサイコーポ１階 

あじさい荘 大瀬 3-2-20 

高齢者福祉事業者 ぽっかぽか 八條 50 
シルバータウンやしお 八條 90-1 
やしお寿苑 八條 294-4 
ヴィレクール 八條 2627 
あずみ苑八潮 八條 3636-1 
杜の家やしお 鶴ヶ曽根 567-1 
ケアセンター八潮 鶴ヶ曽根 1184-4 
もいもい八潮 伊草 87-8 
ふるさとホーム八潮 南川崎 132-2 
やしお苑 南川崎 210-1 
愛・グループホーム潮止 
愛・小規模多機能潮止 

南川崎 455‐２ 

おおぜの郷 大瀬 1658‐1 
エスケアリビング八潮 大瀬 5‐10‐9 
フォセット八潮駅前 垳 135‐1 
埼玉回生病院 大原 455 
愛の家グループホーム八潮 大曽根 1273-1 
おふろ＆カフェデイサービスとまと 中央 2‐22‐3 
八潮ケアセンターそよ風 中央 3-1-１2 
ベストケア・デイサービスセンター八潮 中央 3‐12‐13 
レコードブック八潮中央 中央 3‐23‐1 
イリーゼ八潮 八潮 1‐27‐6 
SOMPOケア  ラヴィーレ八潮 八潮 3‐30‐8 
デイサービス思ひ出 八潮４‐27‐2 



 

 

 

種別 施設名 住所 

高齢者福祉事業者 だんらんの家八潮 八潮 7‐31‐6 
ケアプラン LOCO 緑町 1-5-2 
グループホーム八潮 緑町 1-23-8 
ツクイ八潮緑町 緑町 3‐1‐1 

医療機関 八潮中央総合病院 南川崎 845 
広瀬病院 八條 2840-1 
埼玉回生病院 大原 455 
後谷診療所 南後谷 751 
八潮病院 鶴ヶ曽根 1089 

幼稚園 みひかり幼稚園 八條 1760 
八潮幼稚園 西袋 1218－2 
小倉あさひ幼稚園 大曽根 538 
青和幼稚園 八潮 4-4-3 
八潮ちくみ幼稚園 鶴ヶ曽根 124 
しおどめの森 幼稚園部 木曽根 1063 


