
資料第 78 浸水想定区域内要配慮者施設及び地下街等（地下駅含む）

一覧と土砂災害警戒区域内要配慮者利用施設一覧

１ 浸水想定区域内要配慮者施設及び地下街等（地下駅含む）一覧
施設区分 施設名 所在地（住居表示）

保育園

中野保育園 中野区弥生町 2-6-3

沼袋保育園 中野区沼袋 1-34-14

沼袋西保育園 中野区沼袋 3-14-11

にじいろ保育園松が丘 中野区松が丘 2-32-3

白鷺保育園 中野区白鷺 3-3-24

わらべ西鷺宮保育園 中野区鷺宮 5-22-14

あけぼの保育園 中野区上高田 2-58-21

徳田保育園 中野区江古田 3-15-2

七海保育園 中野区大和町 4-12-10

聖ピオ保育園 中野区白鷺 1-15-15

認証保育所グローバルキッズ中野新橋園 中野区弥生町 2-11-5

認証保育所ぽけっとランド中野坂上 中野区本町 2-1-8･1 階

ひまわり保育園 中野区中央 4-61-4

認証保育所ピノッキオ保育園 中野区中野 2-1-7

田中ナースリー大和保育園 中野区大和町 4-42-4

ぽけっとランドさぎのみや 中野区鷺宮 4-33-1

ヤクルト中野保育園 中野区中野 2-2-1

もしもしのほし中野保育園 中野区弥生町 1-57-4

太陽の子 中野中央保育園 中野区中央 1-13-8

カメリアキッズ東中野園 中野区東中野 1-1-2

タワーキッズルーム 中野区中央 3-13-11

マ・メール 中野区本町 3-1-9

保育ルームフェリーチェ中野新橋園 中野区本町 5-24-7

なかのまるのなか保育園 大きなおうち 中野区中野 2-18-4

あーす保育園中野新橋 中野区弥生町 1-56-3

アートチャイルドケア中野南台森の保育園 中野区南台 5-15-5

にじいろ保育園中野 中野区中央 5-48-2

中野りとるぱんぷきんず 中野区新井 4-10-10

木下の保育園野方 中野区野方 4-22-2

コンビプラザ中野保育園 中野区中野 4-6-20

とちの木保育園 中野区上鷺宮 3-8-8

かたつむり保育園野方 中野区野方 6-30-24

さくらさくみらい中野 中野区上高田 2-41-6

中野松が丘すきっぷ保育園 中野区松が丘 1-26-2

にじいろ保育園鷺ノ宮 中野区鷺宮 3-44-7

テンダーラビング保育園江古田 中野区江古田 1-43-5

幼稚園

ナザレン幼稚園 中野区弥生町 2-39-11

大和幼稚園 中野区野方 5-8-8

みやしろ幼稚園 中野区南台 4-40-9

宝仙学園 幼稚園 中野区中央 2-33-26

野方学院 幼稚部 中野区新井 3-22-6

ワカバ幼稚園 中野区鷺宮 3-37-22

こども園
やよいこども園 中野区弥生町 1-58-14

なかのこども園 中野区野方 1-10-2

キッズプラザ

キッズ・プラザ新山 中野区南台 4-4-1

キッズ・プラザ塔山（塔山小学校内） 中野区中央 1-49-1 塔山小学校内

キッズ・プラザ白桜（白桜小学校内） 中野区上高田 1-2-28 白桜小学校内

キッズ・プラザ谷戸（谷戸小学校内） 中野区中野 1-26-1 谷戸小学校内



施設区分 施設名 所在地（住居表示）

児童館

みなみ児童館 中野区南台 5-15-3

大和児童館 中野区大和町 2-8-12

大和西児童館 中野区大和町 4-14-9

若宮児童館 中野区若宮 3-54-7

学童クラブ

新山学童クラブ（南台小学校内） 中野区南台 4-4-1 南台小学校内

多田学童クラブ（みなみ児童館内） 中野区南台 5-15-3 みなみ児童館内

白桜学童クラブ（白桜小学校内） 中野区上高田 1-2-28 白桜小学校内

塔山学童クラブ（塔山小学校内） 中野区中央 1-49-1 塔山小学校内

谷戸学童クラブ（谷戸小学校内） 中野区中野 1-26-1 谷戸小学校内

啓明学童クラブ（大和児童館内） 中野区大和町 2-8-12 大和児童館内

大和学童クラブ（大和西児童館内） 中野区大和町 4-14-9 大和西児童館内

美鳩学童クラブ（美鳩小学校内） 中野区大和町 4-26-5 美鳩小学校内

にじいろのがた学童クラブ 中野区沼袋 3-13-2 旧沼袋小学校内

中野江原こどもクラブ
中野区江原町 2-19-5 エクセレンス逢夢
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トレジャーキッズクラブ中野新橋校 中野区弥生町2-10-1･2階

学童クラブピノキオハウス 中野区丸山 1-6-3

相談所

療育センターアポロ園 中野区江古田 4-43-25

鷺宮すこやか福祉センター 中野区若宮 3-58-10

中部すこやか福祉センター 中野区中央 3-19-1

小学校

白桜小学校 中野区上高田 1-2-28

塔山小学校 中野区中央 1-49-1

谷戸小学校 中野区中野 1-26-1

旧向台小学校 中野区弥生町 1-25-1

美鳩小学校 中野区大和町 4-26-5

中学校

南中野中学校 中野区南台 5-22-17

第二中学校 中野区本町 5-25-1

中野東中学校 中野区東中野 5-12-1

明和中学校 中野区若宮 1-1-18

第五中学校 中野区上高田 4-28-1

第七中学校 中野区江古田 2-9-11

高校
中野工業高等学校 中野区野方 3-5-5

武蔵丘高等学校 中野区上鷺宮 2-14-1

養護・専修
・各種学校

東京愛犬専門学校 中野区上高田 1-1-1

中野特別支援学校 中野区南台 3-46-20

中野健康医療専門学校 中野区中野 2-20-3

渋谷外国語専門学校 中野区中野 2-20-1

イーストウエスト日本語学校 中野区中央 2-36-9

福祉センター
中部すこやか福祉センター 中野区中央 3-19-1

鷺宮すこやか福祉センター 中野区若宮 3-58-10

高齢者会館

宮園高齢者会館 中野区中央 2-18-21 東部地域事務所 1階

昭和高齢者会館 中野区東中野 3-19-18

沼袋高齢者会館 中野区沼袋 1-34-14

南部高齢者会館 中野区南台 5-27-24

本一高齢者会館 中野区本町 1-7-6

若宮高齢者会館 中野区大和町 4-51-11

鷺宮高齢者会館 中野区若宮 3-58-10

地域包括
支援センター

本町地域包括支援センター 中野区本町 5-10-4 倶楽部千代田會館内

東中野地域包括支援センター 中野区東中野 1-5-1

中野地域包括支援センター
中野区中央 3-19-1 中部すこやか福祉セ
ンター内

鷺宮地域包括支援センター
中野区若宮 3-58-10 鷺宮高齢者福祉セン
ター内



施設区分 施設名 所在地（住居表示）

医療施設（有床）

新渡戸記念中野総合病院 中野区中央 4-59-16

武蔵野療園病院 中野区江古田 2-24-11

中野江古田病院 中野区江古田 4-19-9

総合東京病院 中野区江古田 3-15-2

特別養護老人ホー
ム・有床の病院

特別養護老人ホーム浄風園 中野区江古田 4-19-9

特別養護
老人ホーム

特別養護老人ホームやよいほうむ 中野区弥生町 2-42-2

特別養護老人ホーム小淀ホーム 中野区中央 1-18-3

特別養護老人ホーム中野友愛ホーム 中野区江古田 2-24-11

特別養護老人ホームしらさぎホーム 中野区白鷺 2-51-5

小規模多機能 miketa 中野弥生町 中野区弥生町 2-4-9

かがやきの季 中野区南台 3-46-5

さくらふじ 中野区中野 2-21-6

愛の家グループホーム中野弥生町 中野区弥生町 2-11-6

はぴね中野坂上 中野区中央 1-11-8

倶楽部千代田會館 中野区本町 5-10-4

グループホーム陽だまり 中野区中央 5-41-18

東中野キングス・ガーデン 中野区東中野 4-2-16

第２中野陽だまり 中野区東中野 1-4-10

特別養護老人ホームベタニアホーム 中野区江古田 3-15-2

シルバーシティ哲学堂 中野区沼袋 2-12-12

しまナ－シングホ－ム 中野区野方 2-10-2

ホームタウン友愛 中野区新井 4-29-2

しらさぎ桜苑 中野区白鷺 1-14-8

チャームスイート新井薬師さくらの森 中野区沼袋 1-15-1

チャームスイート新井薬師さくらの森
弐番館

中野区沼袋 1-30-21

安心ケアセンター・悠遊えごた 中野区江古田 3-3-22

ホームホスピス里の家 中野区松が丘 2-9-4

グループホーム レモン 中野区松が丘 2-9-9

グループホームくるみのいえ 中野区野方 6-44-2

グループホーム ふぁいん鷺宮 中野区白鷺 2-48-9

老人デイサービス

センター等

リハビリデイ パライソ中央 中野区中央 3-50-9

デイサービスセンターカレア中野弥生町 中野区弥生町 2-4-9

デイホームゆりの木中野 中野区中央 1-13-8

デイサービスゴールド 中野区中央 1-52-7

グリーンデイ東中野 中野区東中野 4-27-39

健遊館 銭湯 松本湯 中野区東中野 5-29-12

あずみ苑デイサービス中野 中野区本町 1-12-8

リハビリデイサービス nagomi 弥生町店 中野区弥生町 1-7-7

ソンポケア新中野デイサービス 中野区中央 3-27-15

リハビリデイセンター日々爽快 中野区弥生町 2-6-10

フィットネスディ Lispo 中野宮園橋店 中野区中野 3-9-6

デイサービス土屋 中野中央 中野区中野 3-1-6

桜フローラル 中野区中央 3-27-19

ヒュ－マンライフケア薬師の湯 中野区松が丘 1-33-15

リハビリデイサービス nagomi 野方店 中野区野方 2-56-10

松が丘高齢者在宅サービスセンター 中野区松が丘 1-32-10

さくらデイハウス江古田 中野区江古田 2-13-19

ボディ－ナビデイサ－ビス 中野区江古田 1-26-2

あいである中野鷺宮２号館 中野区鷺宮 3-19-13

セカンドライフ中野北 中野区沼袋 3-8-8

介護予防センターきららジム中野 中野区新井 4-21-1

デイサービス土屋 若宮 中野区若宮 3-50-14



２ 土砂災害警戒区域内要配慮者利用施設

施設区分 施設名 所在地（住居表示）

デイサービスファミリア中野 中野区新井 4-11-12

デイサービス中野若宮の家 中野区若宮 3-52-14

デイサービスファミリア 中野区野方 6-29-6

障がいのある方の
ための施設

中部すこやか福祉センター 中野区中央 3-19-1

中部すこやか障害者相談支援事業所 中野区中央 3-19-1

鷺宮すこやか障害者相談支援事業所 中野区若宮 3-58-10

東部福祉作業センター 中野区中央2-22-10-101

コロニー中野 中野区江原町 2-6-7

ふらっとなかの 中野区本町 5-40-14

盲人自立センター陽光園 中野区中野 2-29-15-208

杉の子弥生 中野区弥生町 2-5-11

杉の子城山 中野区中野 1-6-12

中野区仲町就労支援事業所 中野区中央 3-19-1

就労支援センターステッツ中野 中野区中野 4-7-1 野口ビル 3階

やよい荘 中野区弥生町 2-5-11

しらさぎホーム 中野区白鷺 2-51-5

ショートステイやまゆり 中野区江原町 2-8-2

スタジオそら東中野 中野区東中野 4-27-33

発達支援ルームにこっと中野教室 中野区弥生町 2-40-11

さくらそうキッズ 中野区沼袋 1-2-7

uooh！療育ラボ 中野区新井 1-23-21

グループホーム レモン 中野区松が丘 2-9-9

グループホームくるみのいえ 中野区野方 6-44-2

地下駅

新中野駅 中野区中央 4-2-15

中野坂上駅 中野区中央 2-48-2

中野新橋駅 中野区弥生町 2-26-8

中野富士見町駅 中野区弥生町 5-24-4

東中野駅 中野区東中野 3-8-16

新江古田駅 中野区江原町 2-29-13

施設区分 施設名 所在地（住居表示）

特別養護
老人ホーム

特別養護老人ホーム小淀ホーム 中野区中央 1-18-3


