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３．避難対象地域内の要配慮者利用施設一覧

平成30年4月1日現在

No 名 称 所 在 地 種 別

1 スクラム 飯島字穀丁大谷地1-33 就労継続支援Ｂ型

2 ショートステイやまゆり 飯島川端一丁目2-5 短期入所生活介護（ショート
ステイ）

3 グループホームやまゆり 飯島川端一丁目2-5-2 認知症対応型共同生活介護（グ
ループホーム）

4 ショートステイ和楽 飯島川端一丁目3-6 短期入所生活介護（ショート
ステイ）
短期入所生活介護（ショート
ステイ）

5 飯島 飯島道東一丁目5-1
介護老人福祉施設（特別養護
老人ホーム）

6 土崎中学校 土崎港北一丁目3-1 中学校

7 こども園こうほく風の遊育舎 土崎港北六丁目1-33 認定こども園

8 ケアセンター港北 土崎港北七丁目1-17 認知症対応型通所介護

9 港北 土崎港北七丁目1-17 グループホーム

10 七彩（なないろ） 土崎港相染町字大谷地6-7 放課後等デイサービス

11 花つぼみ 土崎港相染町字大谷地33-10 グループホーム

12 ショートステイほほえみ館 土崎港相染町字大谷地35-1
短期入所生活介護（ショートス
テイ）

13
デイサービスきたえるーむ

土崎港相染町字大谷地36-118 地域密着型通所介護
秋田土崎

14 ツクイ秋田土崎 土崎港相染町字中谷地182-1 通所介護（デイサービス）

15 絆（きずな） 土崎港相染町字沖谷地151-2 グループホーム

16 特定非営利活動法人希望の家 土崎港相染町字浜ナシ山2-282 地域密着型通所介護

17 やわらぎ 土崎港中央一丁目21-36 就労継続支援Ｂ型

18 認知症対応型デイサービス 土崎港中央四丁目4-16 認知症対応型通所介護
ひなた

19 土崎病院 土崎港中央四丁目4-26 病院

20 シエルアンジュ園 土崎港中央五丁目4-8 小規模保育事業

21 学童保育あきた風の遊育舎 土崎港西三丁目7-18 放課後児童クラブ

22 秋田みなと園 土崎港西三丁目8-14 小規模保育事業

23 ちびっこランド秋田みなと園 土崎港西三丁目8-14 認可外保育施設

24 こども園あきた風の遊育舎 土崎港西三丁目8-28 認定こども園

介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）25 ひなた 土崎港西三丁目11-5
短期入所生活介護（ショートス
テイ）

26 ショートステイだんだん 土崎港西五丁目12-17
短期入所生活介護（ショートス
テイ）

医療法人正和会五十嵐記念病
短期入所生活介護（ショートス

27 院短期入所生活介護施設在宅 土崎港中央一丁目17-23
テイ）

総合ケアセンター
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No 名 称 所 在 地 種 別

28
医療法人正和会 五十嵐記念

土崎港中央一丁目17-23 病院
病院

29 あおぞら保育園 土崎港中央一丁目21-30 事業所内保育施設

30 土崎小学校 土崎港中央三丁目1-78 小学校

31 ショートステイひなた 土崎港中央三丁目4-39 短期入所生活介護（ショートス
テイ）

32 デイサービスセンターひなた 土崎港中央三丁目4-39 地域密着型通所介護

33 ケアハウス土崎 土崎港中央三丁目4-40 軽費老人ホーム ケアハウス

34 向島医院 土崎港中央三丁目5-10 診療所（病床あり）

35 土崎児童館 土崎港中央三丁目7-11 児童館・児童センター・児童室

36 あいしんホームみなと 土崎港中央四丁目3-7 グループホーム

37 グループホームひなた 土崎港中央四丁目4-16
認知症対応型共同生活介護（グ
ループホーム）
介護老人保健施設

38 なぎさ 土崎港中央四丁目4-23 短期入所生活介護（ショートス
テイ）

39 鶴 土崎港中央四丁目4-24 グループホーム

40 認定こども園土崎幼稚園 土崎港中央四丁目5-42 認定こども園

41
あきたレディースクリニック

土崎港中央五丁目3-37 診療所（病床あり）
安田

42 玉田眼科 土崎港中央五丁目6-29 診療所（病床あり）

43 やすらぎの家 土崎港中央五丁目9-3 地域活動支援センター

44 あいしんホーム 土崎港中央五丁目9-30 グループホーム

45 杉翠荘 土崎港中央六丁目3-3 グループホーム

46 ナーサリー土崎 土崎港中央六丁目10-6 認可保育所

47 土崎ハウス 土崎港中央七丁目2-15 生活訓練

48 トマト荘 土崎港中央七丁目2-15 グループホーム

49 デイサービスだまこ亭 土崎港南一丁目9-28 地域密着型通所介護

50 並木クリニック 寺内堂ノ沢一丁目7-28 診療所（病床あり）

51 寺内保育所 寺内油田二丁目5-1 認可保育所

52 こまどり 八橋字イサノ10 就労継続支援Ａ型

介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）

53 八橋 八橋イサノ一丁目2-4 短期入所生活介護（ショートス
テイ）

54 ショートステイとまと 八橋イサノ一丁目13-17 短期入所生活介護（ショートス
テイ）

55 八橋小学校 八橋大沼町7-1 小学校

56 八橋児童館 八橋大沼町7-2 児童館・児童センター・児童室

57 し～な保育園 八橋南一丁目1-3 事業所内保育事業

58 八橋デイサービスセンター 八橋南一丁目8-2 通所介護（デイサービス）
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59 秋田市老人福祉センター 八橋南一丁目8-2 老人福祉センター

60 秋田市のぞみ地域活動 八橋南一丁目8-2 地域活動支援センター
支援センター

61 レッツ倶楽部秋田八橋 八橋本町六丁目9-10 通所介護（デイサービス）

62 ケアポートかたりべ・くらぶ 山王沼田町2-41 通所介護（デイサービス）

63 あじさいの家 山王沼田町4-11 認知症対応型共同生活介護（グ
ループホーム）

64 さんさん倶楽部 山王中園町4-15 放課後児童クラブ

65 山王幼稚園・保育園 山王中園町4-15 認定こども園

66 かわしり保育園 山王臨海町4-15 認可保育所

67
デイサービスきたえるーむ 山王六丁目2-16 アバンテ山王

通所介護（デイサービス）
秋田山王 1F

68 わかこま第二保育園 山王六丁目7-26 認可保育所

69 若駒学童クラブ 山王六丁目8-2 放課後児童クラブ

70 ダイバーシティあきた 山王六丁目16-11 ﾏﾂｵｶﾋﾞﾙ2 2F 就労継続支援Ｂ型

71 川尻小学校 川尻みよし町8-31 小学校

72 ツクイ秋田川尻 川尻御休町5-12 通所介護（デイサービス）

73 アクール 川尻町字大川反170-26 就労継続支援Ａ型

74 秋田のうさん 川尻町字大川反170-69 就労継続支援Ｂ型

介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）

75 ぬくもり山王 川尻町字大川反233-59
短期入所生活介護（ショートス
テイ）

76 デイサービスぬくもり山王 川尻町字大川反233-59 地域密着型通所介護

77 バイタルケア秋田南 新屋松美ガ丘東町2-20 地域密着型通所介護

78 ニチイケアセンター秋田 卸町五丁目1-33 通所介護（デイサービス）

79 ショートステイもみの樹 茨島二丁目15-70 短期入所生活介護（ショートス
テイ）

80 デイサービスもみの樹 茨島二丁目15-70 地域密着型通所介護

81 ショートステイ色えんぴつ 茨島四丁目5-10
短期入所生活介護（ショートス
テイ）

82 デイサービス 茨島四丁目5-10 通所介護（デイサービス）
ひなたぼっこの家

83 青い鳥 茨島四丁目5-10 グループホーム

84 さくら荘 茨島四丁目6-68 グループホーム

85 リフレッシュコア茨島 茨島四丁目12-43 地域密着型通所介護

86
にこにこリハビリデイサービス

茨島七丁目4-26 地域密着型通所介護
茨島る～む

87 あおぞらデイサービス茨島 茨島七丁目10-6 地域密着型通所介護

88 かんば学童教室 牛島西三丁目1-10 放課後児童クラブ

89 みなみ風デイサービス 仁井田字新中島826-310 地域密着型通所介護
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90 大野保育園 仁井田字西潟敷11 認可保育所

91 大野学童クラブ 仁井田字西潟敷11 放課後児童クラブ

92 秋田南高等学校中等部 仁井田緑町4-1 中学校


