
１　浸水想定区域内の要配慮者利用施設 地区 施設区分 施設名称 施設所在地

大成 高齢者施設 グループホーム　プランタンⅢ 9条通16丁目24番地

地区 施設区分 施設名称 施設所在地 大成 高齢者施設 有料老人ホーム自由未来 10条通15丁目24番地の218

西 保育所 旭川頌栄保育園 2条西3丁目1番6号 大成 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　シルバーハウス　テンダネス 10条通15丁目24番地の205

西 保育所 風の子保育園 7条西1丁目1番3号 大成 障害児・者 なでしこ2 7条通16丁目77番地の25

西 保育所 幼保連携型認定こども園旭川隣保会第一こども園 6条通3丁目左3号 東 保育所 旭川啓明保育園 南6条通24丁目1976番地

西 保育所 旭川赤十字保育園 曙1条1丁目 東 保育所 みどり保育園 旭神2条2丁目5番32号

西 幼稚園 旭川別院附属　大谷さくら幼稚園 宮下通2丁目1463番地 東 保育所 旭川あゆみ幼稚園附属保育園 旭神町22番地の71

西 高齢者施設 グループホームハッピーヴィラ　しんまち 6条西1丁目1番2号 東 保育所 小規模保育室あゆみ 旭神町22番地の54

西 高齢者施設 グループホーム　あけぼのⅡ 曙2条6丁目1番1号 東 保育所 旭川脳神経外科病院　アイケー保育園 9条通21丁目

西 高齢者施設 グループホーム　あけぼのⅣ 曙3条6丁目1番14号 東 保育所 うれしば保育園宮下 宮下通19丁目1110番地

西 高齢者施設 グループホームあけぼの 亀吉1条1丁目2番1号 東 幼稚園 旭川あゆみ幼稚園 旭神町22番地の65

西 高齢者施設 グループホーム　こころ 亀吉2条2丁目3番5号 東 高齢者施設 旭光園 7条通17丁目83番地の12

西 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　結心 6条西3丁目2番7号 東 高齢者施設 グループホームそよかぜ 旭神2条3丁目1番5号

西 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　結心7条 7条西4丁目2番21号 東 高齢者施設 グループホーム　ユニティー旭神 旭神2条4丁目10番4号

西 高齢者施設 住宅型有料老人ホームもうひとつの家族 7条西7丁目1番7号 東 高齢者施設 グループホーム  太陽と緑 旭神町19番地の36

西 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　さくらんぼ西 6条西8丁目1番10号 東 高齢者施設 ケアハウス　リバーサイド 旭神町22番地

西 高齢者施設 メディケアホーム曙2条5丁目 曙2条5丁目2番15号 東 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　ナーシングリビング　ゆあん 7条通19丁目120番地の42

西 高齢者施設 メディケアホームあけぼの 亀吉3条1丁目1番6号 東 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　ナーシングリビング　エイム 7条通19丁目120番地の47

西 高齢者施設 メディケアホームあけぼのⅡ 亀吉3条1丁目1番12号 東 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム共済 11条通21丁目1番地の7

西 高齢者施設 メディケアホームあけぼのⅢ 亀吉3条1丁目1番10号 東 高齢者施設 有料老人ホーム　ひなた 旭神2条1丁目1番4号

西 高齢者施設 サービス付き高齢者向け住宅旭川　透析タウン　夢みらい 曙北2条5丁目1番2号 東 高齢者施設 介護老人保健施設　フェニックス 豊岡13条1丁目1番17号

西 高齢者施設 エバーグリーン宮下 宮下通5丁目2番11号 東 障害児・者 タンブリングセカンド 8条通17丁目85番地の7

西 高齢者施設 老人保健施設　さくら館 4条西4丁目2番1号 東 障害児・者 多機能型事業所きずな 8条通18丁目93番地の34

西 障害児・者 旭川多機能型事業所あーる 1条通5丁目77番地 東 障害児・者 就労継続支援事業所きずな2 7条通18丁目92番地の2

西 障害児・者 ワークサポート　ぽけっと 2条通3丁目260番地の2 東 障害児・者 バリアフリー 8条通18丁目93番地の8

西 障害児・者 かがやき工房 5条通5丁目1690番地の1 東 障害児・者 音の森あさひかわ 10条通20丁目3番地の9

西 障害児・者 オアシス２・７ 曙1条7丁目 東 病院 旭川十条病院 9条通21丁目2番地の8

西 障害児・者 ともに 曙1条7丁目1番1号 東 病院 旭川脳神経外科循環器内科病院 10条通21丁目2番地の11

西 障害児・者 デイサービス　めぐみ 亀吉2条2丁目3番5号 東 診療所 医療法人社団　みどり野クリニック 旭神2条5丁目8番9号

西 病院 医療法人社団慶友会　吉田病院 4条西4丁目1番2号 東旭川 保育所 旭川市立日の出倉沼保育所 東旭川町日ノ出612

西 病院 旭川赤十字病院 曙1条1丁目1番1号 東旭川 保育所 認定こども園ののはな保育園 東旭川南1条4丁目4番11号

西 病院 医療法人健康会　くにもと病院 曙1条7丁目2番1号 東旭川 保育所 幼保連携型認定こども園東旭川こども園 東旭川南1条6丁目8番5号

西 病院 医療法人順真会　メイプル病院 曙1条8丁目2番29号 東旭川 保育所 さくらんぼ保育園 東旭川北3条5丁目1番36号

西 診療所 旭川レディースクリニック 3条通2丁目429，683 十字屋ビル2階 東旭川 幼稚園 旭川幼稚園 東旭川町下兵村424番地

西 診療所 医療法人社団腎愛会　だてクリニック 曙1条5丁目1番2号 東旭川 高齢者施設 ショートステイ緑苑 東旭川町上兵村229番地の8

西 障害児・者 いころ 宮下通１丁目３９１番地１ポルト 東旭川 高齢者施設 特別養護老人ホーム宏生苑ショートステイ 東旭川町上兵村556番地の4

中央 保育所 ホテルルートインGrand旭川駅前 宮下通8丁目1962-1 東旭川 高齢者施設 特別養護老人ホーム　旭川緑苑 東旭川町上兵村229番地の8

中央 高齢者施設 グループホーム　陽（ひざし）　 9条通8丁目2486番地の25 東旭川 高齢者施設 ユニット型特別養護老人ホーム　旭川緑苑 東旭川町上兵村229番地の8

中央 高齢者施設 ９条ひだまり 9条通10丁目2191番地 東旭川 高齢者施設 特別養護老人ホーム　 宏生苑 東旭川町上兵村556番地の4

中央 障害児・者 光風 6条通6丁目28番地の3 東旭川 高齢者施設 グループホーム　プランタンⅡ 東旭川北1条4丁目15番26号

中央 障害児・者 株式会社HSS　A型事業所 6条通6丁目27番地の10 東旭川 高齢者施設 グループホーム　やすらぎ 東旭川町上兵村32番地の2

中央 障害児・者 株式会社HSS B型事業所 7条通7丁目33番地の15 東旭川 高齢者施設 グループホーム　プランタン 東旭川町上兵村464番地の1

中央 障害児・者 うらら 7条通8丁目38番地の52 東旭川 高齢者施設 ケアハウス　フォルテ 東旭川町上兵村557番地の32

中央 障害児・者 ひだまり 7条通8丁目38番地の4 東旭川 高齢者施設 グループホーム　やすらぎⅡ 東旭川町下兵村254番地の3

中央 障害児・者 ピーシーズ 8条通8丁目41番地の9 東旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　希望のつぼみ豊岡 豊岡14条5丁目2番2号

東旭川 高齢者施設 高齢者向け共同住宅　グランデⅢ本館 東旭川北1条4丁目15番26号

東旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　里日和 東旭川北1条5丁目9番13号

中央 障害児・者 グループホーム　結 中常盤町3丁目1977番地の127 東旭川 高齢者施設 グループハウス　リポーゾⅡ 東旭川北1条5丁目6番5号

中央 病院 医療法人社団功和会　佐久間病院 5条通7丁目左7号 東旭川 高齢者施設 グループハウス　リポーゾⅢ 東旭川北2条5丁目8番16号

中央 病院 医療法人社団弘和会　森産科婦人科病院 7条通7丁目左2号 東旭川 高齢者施設 グループハウス　リポーゾⅤ 東旭川北2条5丁目8番16号

中央 病院 社会医療法人　元生会　森山病院 8条通6丁目左10号 東旭川 高齢者施設 グループハウス　リポーゾⅥ 東旭川北3条5丁目1番30号

中央 病院 医療法人修彰会　沼崎病院 8条通8丁目43番地 東旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　えがおの花 東旭川南1条7丁目10番10号

中央 診療所 産婦人科内科　あべクリニック 1条通8丁目右7号　西武パーキングビル5階 東旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　あすか 東旭川南2条3丁目1番16号

中央 高齢者施設 リビングケア・シーズン憩 11条通20丁目1-6 東旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　まごころ館 東旭川南2条3丁目2番19号

大成 高齢者施設 グループホーム　プランタンⅤ 9条通15丁目24番地 東旭川 高齢者施設 有料老人ホーム　プランタン 東旭川町上兵村464番地の1

中央 障害児・者 希望の杜の会　就労継続支援B型事業所　なつみかん
10条通9丁目975番地の82
ダイアナ常盤ヒルズ
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