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浸水想定区域内に所在する災害時に避難確保を要する要配慮者利用施設一覧表浸水想定区域内に所在する災害時に避難確保を要する要配慮者利用施設一覧表浸水想定区域内に所在する災害時に避難確保を要する要配慮者利用施設一覧表浸水想定区域内に所在する災害時に避難確保を要する要配慮者利用施設一覧表    

NO 水系 河川 施設名 所在地 分類 

1 厚狭川 厚狭川 植田救急クリニック 美祢市大嶺町東分 1210-1 医療関係施設 

2 厚狭川 厚狭川 野間クリニック 美祢市大嶺町東分 447-2 医療関係施設 

3 厚狭川 厚狭川 原田外科医院 美祢市大嶺町東分 322-1 医療関係施設 

4 厚狭川 厚狭川 藤村内科クリニック 美祢市大嶺町東分字前川 290-1 医療関係施設 

5 厚狭川 厚狭川 札場クリニック 美祢市大嶺町東分 3460-2 医療関係施設 

6 厚狭川 厚狭川 山本医院 美祢市大嶺町東分 3367-1 医療関係施設 

7 厚狭川 厚狭川 小林歯科医院 美祢市大嶺町東分 3423‐32 医療関係施設 

8 厚狭川 厚狭川 つじ歯科クリニック 美祢市大嶺町東分字前川 290-8 医療関係施設 

9 厚狭川 厚狭川 美祢歯科医院 美祢市大嶺町東分 375-1 医療関係施設 

10 厚狭川 厚狭川 デイケアサービスセンターさくら 美祢市大嶺町東分 3367-1 社会福祉施設 

11 厚狭川 厚狭川 福祉作業所さつき園 美祢市大嶺町東分 281-1 社会福祉施設 

12 厚狭川 厚狭川 デイケアセンターコアラハウス 美祢市大嶺町東分 281-1 社会福祉施設 

13 厚狭川 厚狭川 有料老人ホームはっぴーまうす 美祢市大嶺町東分 2916-1 社会福祉施設 

14 厚狭川 厚狭川 デイサービス幸せの時間 美祢市大嶺町東分 2916-1 社会福祉施設 

15 厚狭川 厚狭川 特別養護老人ホーム幸嶺園 美祢市伊佐町伊佐下田 5656-1 社会福祉施設 

16 厚狭川 厚狭川 幸嶺園デイサービスセンター 美祢市伊佐町伊佐下田 5656-1 社会福祉施設 

17 厚東川 大田川 吉崎内科医院 美祢市美東町大田字近光 5457-3 医療関係施設 

18 厚東川 大田川 大田歯科医院 美祢市美東町大田 5785-3 医療関係施設 

19 厚東川 大田川 デイサービス慈愛の里 美祢市美東町大田 5960-5 社会福祉施設 

20 厚東川 大田川 大田保育園 美祢市美東町大田 6225-1 児童福祉施設 

21 厚東川 大田川 大田小学校 美祢市美東町大田 6215 学校施設 
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土砂災害警戒区域内に所在する災害時に避難確保を要する要配慮者利用施設一覧表土砂災害警戒区域内に所在する災害時に避難確保を要する要配慮者利用施設一覧表土砂災害警戒区域内に所在する災害時に避難確保を要する要配慮者利用施設一覧表土砂災害警戒区域内に所在する災害時に避難確保を要する要配慮者利用施設一覧表    

NO 施設名 所在地 分類 

1 美東病院 美祢市美東町大田 3800 医療関係施設 

2 ともの園クリニック 美祢市於福町下 3360 医療関係施設 

3 中元医院 美祢市伊佐町伊佐 4847-1 医療関係施設 

4 野間クリニック 美祢市大嶺町東分 447-2 医療関係施設 

5 伊佐歯科診療所 美祢市伊佐町伊佐 4843 医療関係施設 

6 みのだ歯科医院 美祢市伊佐町伊佐 4808-11 医療関係施設 

7 養護老人ホーム美祢市共楽荘 美祢市大嶺町西分 645-6 社会福祉施設 

8 特別養護老人ホーム幸嶺園 美祢市伊佐町伊佐下田 5656-1 社会福祉施設 

9 幸嶺園デイサービスセンター 美祢市伊佐町伊佐下田 5656-1 社会福祉施設 

10 ケアハウス幸嶺園 美祢市伊佐町伊佐下田 5656-1 社会福祉施設 

11 障害者グループホーム幸嶺園 美祢市伊佐町伊佐字下田 5647-2 社会福祉施設 

12 グループホームあそかの園 そよかぜ 美祢市於福町上 4017-1 社会福祉施設 

13 ファミリーホームてつなぎ 美祢市於福町上 4017-2 社会福祉施設 

14 グループホームあそかの園 はばたき 美祢市於福町上 4017-1 社会福祉施設 

15 ケアハウスめぐみの園 美祢市於福町下 3267-1 社会福祉施設 

16 グループホームひかりの園 美祢市於福町下 3267－1 社会福祉施設 

17 あそかの園 美祢市於福町下 3365-1 社会福祉施設 

18 みんなの家あそう 美祢市豊田前町下 579 社会福祉施設 

19 特別養護老人ホーム青景園 美祢市秋芳町青景 1873 社会福祉施設 

20 青景園デイサービスセンター 美祢市秋芳町青景 1873 社会福祉施設 

21 天宿温泉デイ倶楽部 美祢市美東町真名 1071 社会福祉施設 

22 厚保保育園 美祢市西厚保町本郷 618 児童福祉施設 

23 真長田保育園 美祢市美東町真名 472-3 児童福祉施設 

24 光輪保育園 美祢市大嶺町北分 998-2 児童福祉施設 

25 麦川保育園 美祢市大嶺町奥分 2058-4 児童福祉施設 

26 南大嶺保育園 美祢市大嶺町西分 504-5 児童福祉施設 

27 児童センター美祢 美祢市大嶺町東分 2976 児童福祉施設 

28 伊佐児童クラブ 美祢市伊佐町伊佐 4478-2（伊佐小学校） 児童福祉施設 

29 厚保児童クラブ 美祢市西厚保町本郷 610（厚保小学校） 児童福祉施設 

30 麦川児童クラブ 美祢市大嶺町奥分 1960（麦川小学校） 児童福祉施設 

31 綾木児童クラブ 美祢市美東町綾木 2125（綾木小学校） 児童福祉施設 

32 真長田児童クラブ 美祢市美東町真名 529（真長田公民館） 児童福祉施設 

33 宇部総合支援学校美祢分教室児童クラブ 美祢市大嶺町奥分 2950-1 児童福祉施設 

34 大嶺中学校 美祢市大嶺町東分 3020 学校施設 

35 重安小学校 美祢市大嶺町北分 976 学校施設 

36 麦川小学校 美祢市大嶺町奥分 1960 学校施設 

37 伊佐小学校 美祢市伊佐町伊佐 4454   学校施設 

38 於福小学校 美祢市於福町上 4206 学校施設 

39 於福中学校 美祢市於福町上 4319 学校施設 
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40 厚保小学校 美祢市西厚保町本郷 610 学校施設 

41 美東中学校 美祢市美東町大田 6258 学校施設 

42 綾木小学校 美祢市美東町綾木 2125 学校施設 

43 淳美小学校 美祢市美東町真名 472-3 学校施設 

44 秋吉小学校 美祢市秋芳町秋吉 2388 学校施設 

45 秋芳中学校 秋芳町秋吉 5100 学校施設 

46 宇部総合支援学校美祢分教室 美祢市大嶺町奥分 2950-1 学校施設 

47 美祢青嶺高等学校 大嶺町東分２９９－１ 学校施設 

    


