
 

浸水想定区域の要配慮者利用施設 

 

№ 名称 所在地 

1 ウェルテクノスジョブトレーニングセンター 歩行町2丁目57番地1カーニ

ープレイス大垣ビル3階 

2 丸の内保育園 丸の内2丁目78番地 

3 マハナ大垣 宮町1丁目11番地 

4 いきいきデイサービスセンター 見取町3丁目8番地 

5 デイサービスセンターくつろぎ 馬場町80番地 

6 興文幼稚園 西外側町1丁目34番地 

7 みのり保育園 室本町4丁目14番地 

8 デイサービス よってこ 室村町4丁目156番地 

9 Ｎｏｔｏカレッジ モア 桐ケ崎町58番地 

10 らしかラボ大垣中 番組町1丁目12番地1 

11 えん大垣駅前 木戸町232番地1 

12 デイサービスぷらっと 室村町4丁目42番地23 

13 デイサービスセンター あおの里 新地町2番地1 

14 ニチイケアセンター 西濃 橘町2丁目9番地1 

15 あゆみホーム 三塚町362番地 

16 サンとまと藤江 藤江町2丁目175番地 

17 老人保健施設 西濃 藤江町6丁目3番地1 

18 Ｎｏｔｏカレッジ 高屋町1丁目51番地 

19 一般社団法人障害者福祉支援センター 藤江町7丁目14番地3 

20 へれんけらあ 旭町1丁目5番地 

21 大垣幼稚園 伝馬町11番地 

22 のとよーび 高屋町1丁目51番地 

23 Noto カレッジ ウィズ 高屋町1丁目51番地 

24 ゆりかご保育園 南切石町2丁目67番地 

25 大垣ケアセンターそよ風 久瀬川町6丁目128番地 

26 きど保育園 木戸町440番地 

27 愛の家グループホーム大垣木戸 木戸町306番地1 

28 西幼稚園 久瀬川町6丁目110番地 



№ 名称 所在地 

29 ロータス デイサービス大垣 禾森町5丁目8番地 

30 ロータス ショートステイ大垣 禾森町5丁目8番地 

31 あかつきリハトレくらぶ 世安町2丁目14番地 

32 南保育園 南頬町4丁目1番地 

33 はだしっこ保育園 大池町15番地5 

34 工房さんぽみち 寺内町3丁目55番地3 

35 ふれあいの家 あかつき よやす 世安町1丁目45番地１ 

36 マンマミーア 南頬町1丁目69番地2 

37 大垣市老人福祉センター 寺内町4丁目94番１ 

38 放課後等デイサービスラディアントステップ 禾森町6丁目70番地 

39 はだしっこつくし保育園 大池町 14-3 

40 グループホームＨＩＰＰＯ 室村町1丁目178番地 

41 老人保健施設 セイ・ウィンド大垣 宿地町1008番地４ 

42 北幼保園 室村町1丁目42番地8 

43 ハッピィーライフ大垣 南一色町593番地14 

44 ショートステイハッピィーライフ大垣 南一色町593番地14 

45 おおがき苑 笠木町518番地1 

46 愛の家グループホーム大垣 宝和町15番地 

47 有料老人ホーム「ベストライフ岐阜」 宝和町20番地 

48 住宅型有料老人ホームあおの郷林町 林町3丁目129番地 

49 放課後等デイサービス放課後スクール林町教室 林町7丁目652番地1 

50 新家サテライト 林町6丁目80番地55 

51 グループホームほたるの里大垣 林町3丁目177番地2 

52 特別養護老人ホーム静風苑 林町 7 丁目字恵比寿堂 618-1 

53 放課後等デイサービスピュアチャイルド 林町 7-896-1 

54 一般社団法人放課後等デイサービス Oasis 笠縫町 326-8 

55 パン工房ドリーム 本今5丁目47番地 

56 かなえ寮 本今5丁目47番地 

57 ふるさとホーム大垣 本今3丁目82番地 

58 かがやきネットワーク2 本今2丁目12番地 

59 ふくやホーム 本今町242番地5 

60 西保育園 南若森町665番地3 

61 サービス付高齢者向け住宅高齢者アパートみなみ 南若森5丁目110番地1 



№ 名称 所在地 

62 小規模多機能ホームわかもり 南若森5丁目110番地1 

63 青柳ホーム 青柳町3丁目235番地 

64 ケアステーションあさひ大垣 本今3丁目82番地 

65 グランスター 青柳町3丁目447番地 

66 ウィーワークス 本今4丁目33番地 

67 デイサービス本今なの花 本今 4 丁目 13 番地 

68 大垣市くすのき苑 多芸島4丁目64番地1 

69 ハーモニー大垣 多芸島4丁目51番地1 

70 友和苑 入方3丁目70番地1 

71 ケアハウス友和苑 入方3丁目70番地1 

72 友和苑デイサービスセンター 入方3丁目70番地1 

73 グループホームともがき 入方3丁目70番地1 

74 日新幼保園 入方1丁目38番地 

75 介護老人保健施設 サットヴァの園 多芸島1丁目127番地1 

76 みるきぃうぇい 長井町15番地1 

77 大垣市立ひまわり学園 禾森町5丁目1463番地1 

78 かわなみホーム 犬ヶ渕町170番地1 

79 老人保健施設 大樹 築捨町1丁目14番地1 

80 放課後等デイサービスふぇあねす 築捨町4丁目7番地1 

81 特別養護老人ホームゴールドライフ大東 東前1丁目79番地 

82 大東ショートステイホーム 東前1丁目79番地 

83 大東デイサービスセンター 東前1丁目79番地 

84 大東グループホーム 東前1丁目86番地1 

85 安井保育園 大井1丁目1番地2 

86 セラヴィくつろぎデイサービス 東前3丁目18番地 

87 安井幼稚園 禾森1丁目46番地1 

88 ながさわこども園 長沢町3丁目63番地 

89 ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 大垣大井 大井1丁目39番地 

90 あずみ苑大垣 大井3丁目101番地2 

91 ゆかりの郷デイサービスセンター二葉 二葉町6丁目1番地1 

92 おひさま園 築捨町3丁目82番地2 

93 きょうあい 禾森町2丁目104番地 

94 あみーご倶楽部 大垣 長沢町4丁目15番地 



№ 名称 所在地 

95 四季彩 大垣 禾森町6丁目1473番地1 

96 おおがきの憩 築捨町3丁目67番地 

97 ひだまりライフ大東 東前1丁目78番地 

98 スケッチブック 禾森町6丁目25番地 

99 スケッチ 禾森町6丁目25番地 

100 スケッチハウス 禾森町6丁目25番地 

101 放課後等デイサービスラディアントスキップ 熊野町2丁目150番地 

102 あおいこども園 中曽根町685番地 

103 リハプライド 大垣ヒノキ 桧町798番地 

104 静里幼稚園 久徳町423番地 

105 カラーズ 静里町304番地2 

106 就労支援施設静里作業所 静里町1253番地 

107 小規模多機能ホームにこにこ日なた 静里町1171番地 

108 心牧園ココペリ 久徳町137番地2 

109 デイサービスひのき 桧町706番地 

110 株式会社新生メディカル大垣営業所デイサービス

センターみーの・みーの 

久徳町127番地1 

111 しずさとデイサービスセンター 桧町1450番地 

112 しずさとショートステイ 桧町1452番地 

113 グループホームわくわく 荒川町367番地1 

114 小規模多機能型居宅介護わくわくホーム 荒川町367番地1 

115 シュシュ 中曽根町2番地2 

116 放課後等デイサービスラディアントスマイル 荒川町466番地2 

117 認知症デイサービスあらかわ 荒川町字森元466番地1 

118 綾里幼保園 綾野5丁目87番地 

119 ぐっどらんど 綾野5丁目47番地2 

120 デイサービス綾郷 綾野1丁目2627番地 

121 綾野ホーム 綾野3丁目105番地8 

122 ケアハウス コスモ 外渕2丁目78番地1 

123 すもと保育園 外渕4丁目67番地 

124 デイサービスなの花 外渕4丁目20番地 

125 グループホーム第二江並「福寿苑」 外渕4丁目101番地 

126 グループホーム江並「福寿苑」 外渕4丁目97番地１ 



№ 名称 所在地 

127 ショートステイ アイフォーシーズンズ 内原1丁目10番地 

128 ショートステイ・柚子 外渕2丁目79番地 

129 グループホーム・柚子 外渕2丁目79番地 

130 デイサービス・柚子 外渕2丁目79番地 

131 キートスガーデン幼稚園 外渕2丁目92番地 

132 グループホームハッピー桜 外渕2丁目81番地 

133 デイサービスハッピー桜 外渕2丁目81番地 

134 すてっぷ 内原3丁目15番地3 

135 ＮＰＯ法人はびりす 内原1丁目168番地 

136 じゃんぷ 内原1丁目41番地2 

137 介護付有料老人ホームロイヤルステージ大垣 外渕2丁目82番地 

138 ほっと大垣デイサービスセンター 浅中2丁目130番地1 

139 有料老人ホームマグノリア大垣 浅草3丁目37番地 

140 デイサービスセンターマグノリア大垣 浅草3丁目37番地 

141 浅草ひかりにこにこ園 浅草3丁目48番地 

142 デイサービスセンター寄す処 浅草3丁目121番地1 

143 住宅型有料老人ホームよすが浅草 浅草3丁目121番地1 

144 小規模多機能ホームパークロイヤル 浅草1丁目382番地 

145 あいあいデイサービスセンター 浅中2丁目116番地2 

146 あいあいショートステイ 浅草3丁目91番地 

147 オモイダマ 米野町1丁目115番地 

148 大垣市柿の木荘 古宮町397番地1 

149 川並幼稚園 馬の瀬町1524番地 

150 大垣市立かわなみ作業所 古宮町1537番地 

151 デイサービスセンター いっぽ 小泉町337番地1 

152 はすの湯 小泉 小泉町342番地2 

153 住宅型有料老人ホームライフアート大垣 小泉町342番地2 

154 林町デイセンター 林町7丁目142番地1 

155 ショートステイ太陽 北方町2丁目79番地1 

156 せせらぎ 中野町1丁目10番地 

157 宝林保育園 貝曽根町166番地 

158 さくらの家 中野町1丁目10番地 

159 ツクイ大垣中野町 中野町3丁目35番地 



№ 名称 所在地 

160 グループホームあおぞら 林町8丁目69番地 

161 特別養護老人ホームサンビレッジ大垣 北方町5丁目35番地 

162 デイサービスセンターサンビレッジ大垣 北方町5丁目35番地 

163 グループホームさくら・さくら 北方町5丁目35番地 

164 いぶき作業所 中野町5丁目131番地1 

165 大垣ひかり保育園 中川町3丁目96番地 

166 中川幼稚園 中川町2丁目460番地 

167 有料老人ホーム「憩いの里」大垣 林町7丁目982番地1 

168 わかたけ保育園 西之川1丁目110番地 

169 ゆたかデイサービスセンター中川 中川町2丁目1053番地3 

170 特別養護老人ホームすいと大垣 北方町5丁目25番地1 

171 デイサービスセンターすいと大垣 北方町5丁目25番地1 

172 ワークステーション大垣 坂下町136番地 

173 大垣市中川ふれあいホーム 中川町4丁目668番地1 

174 ハートサービス中川 中川町2丁目1088番地10 

175 アップタウンおおがき 三津屋町1丁目64番地 

176 クルール大垣 中野町2丁目65番 

177 あかつきリハトレくらぶ大垣北 楽田町2丁目10番地1 
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178 レコードブック大垣中川 中川町1丁目706番地1 

179 みそぎ保育園 北方町 1 丁目 1591 

180 わかたけ小規模保育園 西之川町 1 丁目 131-4 

181 デイサービスセンター喜多方 北方町 2 丁目 70 番 1 

182 デイサービス暖らん 三津屋町 5-22-2 

183 パサーダイースト 北方町 1 丁目 1147 番 1 

184 特別養護老人ホームパサーダ 北方町 2 丁目 70 番 1 

185 グループホーム ダンデ・ライオン 赤花町 1 丁目 68 番地 1 

186 パーラミター 和合新町2丁目18番地 

187 木の花保育園 開発町5丁目658番地1 

188 ニチイケアセンター和合 和合本町1丁目893番地 

189 特別養護老人ホーム優・悠・邑 和合 和合本町2丁目114番地1 

190 もやいの家 津村 津村町1丁目81番地 

191 あみーご倶楽部 大垣弐番館 小野1丁目117番地4 



№ 名称 所在地 

192 あみーご倶楽部 大垣別邸 小野1丁目129番地 

193 ベジファームおおがき 小野4丁目57番地 

194 まこと幼稚園 三塚町350番地 

195 東幼稚園 三塚町1180番地 

196 オアシスホーム 東町1丁目25番地3 

197 はやかわクリニック デイ・リハビリセンター 東町2丁目2番地1 

198 グループホームてんじゅ 万石3丁目14番地1 

199 ライフサーブ 和合新町2丁目18番地 

200 かがやきネットワーク 東町1丁目351番地２ 

201 グループホーム三城 東町4丁目44番地1 

202 デイサービスセンターゆうゆう 波須2丁目72番地 

203 株式会社三城ケアサービスデイサービス歩み 中ノ江2丁目2番地2 

204 三城幼保園 東町3丁目27番地1 

205 グループホームサンヴェール大垣 東町4丁目43番地2 

206 デイサービスセンターサンヴェール大垣 東町4丁目43番地2 

207 特別養護老人ホームサンヴェール大垣 東町4丁目43番地2 

208 ショートステイサンヴェール大垣 東町4丁目43番地2 

209 ショートステイゆうゆう 波須2丁目45番地１ 

210 みつづかこども園 三塚町1018番地 

211 ショートステイ花水木 東町4丁目60番地1 

212 デイサービス花水木 東町4丁目60番地1 

213 かがやき学園 三本木2丁目13番地1 

214 ＧＣＣ大垣校 上面4丁目62番地 

215 デイサービス・リハビリセンターわおん 加賀野5丁目24番地1 

216 デイサービス三城 東町4丁目45番地 

217 ショートステイ三城 東町4丁目45番地 

218 有料老人ホーム三城 東町4丁目45番地 

219 有料老人ホームけやき小野 小野3丁目13番地1 

220 デイサービスリゾートアロハ大垣 波須2丁目72番地 

221 ネバーランド 緑園 123-1 

222 NPO 法人はびりす ANNEX 緑園 57 

223 株式会社ネクステージ 荒川町627番地 

224 サービス付高齢者向け住宅ハートサービス長松 長松町867番地 



№ 名称 所在地 

225 荒崎幼保園 長松町771番地1 

226 ケアサービスセンターいずみ 長松町844番地1 

227 事業所ＳＯＲＡ 長松町1298番地2 

228 サービス付高齢者向け住宅フローラ島 島町字北浦384番地1 

229 えびす長松 長松町字杉ノ本1145番地1 

230 とうげんどうり花音 赤坂新町1丁目2222番地１ 

231 花音デイサービスセンター 赤坂新町1丁目2222番地１ 

232 赤坂幼保園 赤坂新町1丁目49番地 

233 らしかラボ 青木町116番地 

234 特別養護老人ホーム清心苑 矢道町1丁目303番地 

235 清心苑ショートステイ 矢道町1丁目303番地 

236 和の郷 矢道町2丁目175番地2 

237 青墓幼保園 青墓町 2-228 

238 よい館墨俣 墨俣町墨俣東殿町302番地 

239 源庵 墨俣 墨俣町墨俣東殿町302番地 

240 愛の家グループホームすのまた 墨俣町上宿571番地1 

241 墨俣保育園 墨俣町上宿483番地1 

242 墨俣めばえルーム 墨俣町上宿483番地1 

243 墨俣児童館 墨俣町上宿483番地1 

244 墨俣デイサービスセンター 墨俣町墨俣1141番地1 

245 大垣市墨俣老人福祉センター 墨俣町上宿451番地1 

246 ニチイケアセンター大垣墨俣 墨俣町墨俣452番地 

247 愛の家デイサービスすのまた 墨俣町上宿571番地1 

 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 

 

№ 名称 所在地 

1 一之瀬保育園 上石津町一之瀬 524 番地 4 

2 上石津中学校 上石津町一之瀬 100 

 

 

 



 

浸水想定区域の地下街等 

 

№ 名称 所在地r 

1 ソフトピアジャパンセンタービル地下駐車場 加賀野4丁目1番地7 

 


