
小田原市地域防災計画 
資料編 

122 

 

資料 5-14  高潮浸水想定区域内要配慮者利用施設一覧 

令和 4年 4月 1日現在 

番号 施設名 所在地 施設分類 

1 小田原なぎさ作業所 南鴨宮 3-16-20 障がい者施設（通所） 

2 第３小田原アシスト 東町 1-32-20 障がい者施設（通所） 

3 小田原スプリングス 東町 4-1-11 障がい者施設（通所） 

4 小田原アシスト 東町 4-11-2 障がい者施設（通所） 

5 第２小田原アシスト 東町 4-4-5 障がい者施設（通所） 

6 ほうあんのぞみ 浜町 1-2-15 障がい者施設（通所） 

7 ありんこホーム 浜町 4-29-1 障がい者施設（通所） 

8 ありんこホームふじみ 南鴨宮 3-6-11 障がい者施設（通所） 

9 かもめホーム 酒匂 3-1-15 グループホーム（障がい者） 

10 織音 酒匂 5-5-20 グループホーム（障がい者） 

11 ありんこホームすまいる 南鴨宮 1-14-27 グループホーム（障がい者） 

12 介護サービス「銀の鈴」デイサービスセンター 浜町 3-12-2 老人福祉施設等 

13 「銀の鈴」一休 
浜町 1-3-22グランシャ

トレ小田原 105号室 
老人福祉施設等 

14 小田原市鴨宮ケアセンター 南鴨宮 2-27-19 老人福祉施設等 

15 デイサービスセンター元気 栄町 4-8-5 老人福祉施設等 

16 あいわ さくら館 西酒匂 1-3-11 老人福祉施設等 

17 ニコニコハウス東町 東町 5-2-8 老人福祉施設等 

18 デイサービスセンター翔 東町 1-29-22 老人福祉施設等 

19 潤生園やすらぎの家南鴨宮 南鴨宮 1-11-19 老人福祉施設等 

20 活粋楽笑ＦＵＫＵＭＯＴＯ 南鴨宮 3-12-8 老人福祉施設等 

21 奏（かなで） 東町 1-18-9 老人福祉施設等 

22 ロコモ予防型デイサービスあしすと 酒匂 5-4-18-13 老人福祉施設等 

23 エール リハビリステーション 南鴨宮 3-19-13 老人福祉施設等 

24 こすもす 酒匂 5-4-18-13 老人福祉施設等 

25 だんらんの家浜町 浜町 1-4-9 老人福祉施設等 

26 山近記念総合病院介護老人保健施設わかば 小八幡 3-6-22 老人福祉施設等 

27 あんず通所リハビリセンター 酒匂 3-9-12 老人福祉施設等 

28 はなことば小田原 酒匂 3-9-12 老人福祉施設等 

29 はなことば小田原２号館 酒匂 3-9-12 老人福祉施設等 

30 イリーゼグループホーム小田原鴨宮 南鴨宮 2-9-29 老人福祉施設等 

31 グループホームうめの木園 南町 2-3-34 老人福祉施設等 

32 ホームステーション らいふ小田原 東町 5-13-44 老人福祉施設等 

33 SOMPOケア ラヴィーレ小田原 南鴨宮 2-20-1 老人福祉施設等 

34 SOMPOケア ラヴィーレ小田原弐番館 南鴨宮 3-20-2 老人福祉施設等 

35 小規模多機能型居宅介護 こやわた 小八幡 3-2-15 老人福祉施設等 

36 小規模多機能型事業所 ふじの花 南町 2-3-34 老人福祉施設等 

37 小規模多機能型居宅介護施設 はまちょう 浜町 1-10-42 老人福祉施設等 

38 
看護小規模多機能型居宅介護施設  

たんぽぽ 
南鴨宮 3-40-1 老人福祉施設等 



５．避難、要配慮者関係 
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番号 施設名 所在地 施設分類 

39 
社会福祉法人ゆりかご園 

グループホームようらん 
酒匂 2-41-39 児童養護施設 

40 国府津保育園 国府津 3-11-25 児童福祉施設 

41 桃重保育園 小八幡 4-1-13 児童福祉施設 

42 さくら保育園 酒匂 6-6-30 児童福祉施設 

43 お花畑保育園 南鴨宮 3-23-24 児童福祉施設 

44 山王保育園 東町 1-30-30 児童福祉施設 

45 中島保育園 中町 2-13-48 児童福祉施設 

46 小田原愛児園 浜町 1-3-8 児童福祉施設 

47 小田原乳児園 浜町 1-2-15 児童福祉施設 

48 みゆき愛児園 本町 4-6-18 児童福祉施設 

49 国府津小学校 国府津 2485 学校施設等 

50 国府津中学校 国府津 2372 学校施設等 

51 酒匂小学校 酒匂 5-15-3 学校施設等 

52 酒匂幼稚園 酒匂 6-8-26 学校施設等 

53 酒匂中学校 酒匂 3-4-1 学校施設等 

54 富士見小学校 南鴨宮 3-25-1 学校施設等 

55 白鷗中学校 東町 4-13-1 学校施設等 

56 山王小学校 東町 2-9-1 学校施設等 

57 町田小学校 寿町 2-7-25 学校施設等 

58 新玉小学校 浜町 2-1-20 学校施設等 

59 小田原東高等学校 東町 4-12-1 学校施設等 

60 れんげ幼稚園 東町 3-12-23 学校施設等 

61 新玉幼稚園 栄町 4-6-5 学校施設等 

62 医療法人尽誠会 山近記念総合病院 小八幡 3-19-14 病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


