
資料25 浸水想定区域内の災害時要配慮者関連施設一覧及び情報伝達方法 
 
１ 高齢者福祉施設                            （令和３年（2021年）12月1日現在） 

施設名称 所在地 電話番号 
洪水予報河川想定浸水深 

区分 
大和川 石川 

デイサービスステーション四葉 本郷5丁目927番地の3 070-5662-6080 0.5m～3.0m未満   

通所介護 

ハローデイサービスセンター本郷 本郷2丁目5番3号 072-973-0011 0.5m～3.0m未満   

つつみの里デイサービスセンター 河原町2番32号 072-971-0011 0.5m未満   

でいるーむ・かがやき 上市3丁目13番16号 072-973-5106 0.5m～3.0m未満   

デイサービスきょうこちゃんち 大正2丁目8番5号 072-970-3860 0.5m～3.0m未満   

デイサービスゆうちゃん 安堂町1番30号 072-973-2265 0.5m～3.0m未満   

ミック健康の森 柏原 
太平寺1丁目3番8号ア

ドヴァンス福力１F 
072-943-0184 0.5m～3.0m未満   

ハローデイサービスセンター 太平寺2丁目8番46号 072-970-0010 0.5m～3.0m未満   

らいおんデイサービスセンター柏原 大県4丁目10番4号 072-970-6220 0.5m～3.0m未満   

くまの手国分リハビリデイ 
国分本町2丁目3番23号

アメニティハイツ1F 
072-975-2123 0.5m～3.0m未満   

デイサービスあきやまじゅく 
法善寺4丁目336番地の

13 
072-973-3999 0.5m～3.0m未満   

リハビリデイサービスりんごの樹 古町2丁目9番5号 072-940-7045 0.5m～3.0m未満   

本郷の里 本郷1丁目3番6号 072-973-1540 0.5m～3.0m未満   

グループホームここから柏原 堂島町2番14号 072-970-2227 0.5m未満   

認知症対応型共同生活介

護 

グループホームかがやき 上市3丁目13番16号 072-973-5105 0.5m～3.0m未満   

グループホーム太寿 太平寺1丁目4番30号 072-970-6010 0.5m～3.0m未満   

グループホーム神田イン国分 片山町1番24号 072-975-1133 0.5m～3.0m未満   

うぃるグループホーム柏原 玉手町18番51号 072-976-1165 0.5m～3.0m未満 5.0m～10.0m未満 

グループホーム柏原 石川町4番2号 072-975-0070 3.0m～5.0m未満 5.0m～10.0m未満 

グループホームはくとう 大正3丁目2番33号 072-971-1111 0.5m～3.0m未満   

ショートステイ太寿 太平寺1丁目4番30号 072-970-6010 0.5m～3.0m未満   短期入所生活介護 

知恵の和苑 古町3丁目2番17号 072-973-4801 0.5m～3.0m未満   短期入所療養介護 

特別養護老人ホーム太寿 太平寺1丁目4番30号 072-970-6010 0.5m～3.0m未満   介護老人福祉施設 

知恵の和苑 古町3丁目2番17号 072-973-4801 0.5m～3.0m未満   介護老人保健施設 

オリーブ柏原 ＰＬＵＳ 大県1丁目5番36号 072-973-2700 0.5m～3.0m未満   

有料老人ホーム 

エイジ・ガーデン柏原 古町3丁目3番5号 072-943-1644 0.5m～3.0m未満   

スマイルホーム石川 石川町4番2号 072-975-0071 3.0m～5.0m未満 5.0m～10.0m未満 

愛の輪パレス清州 清州2丁目2番36号 072-970-2335 0.5m～3.0m未満   

グランホームハロー 太平寺1丁目8番３号 072-970-0010 0.5m～3.0m未満   

障害福祉サービスわくわく 本郷3丁目9番62号  072-971-2035 0.5m～3.0m未満   生活介護・就労継続支援 

高井田苑（高井田苑すてっぷ） 
国分本町1丁目3番33号 

エクシード国分204 
072-959-8810 3.0m～5.0m未満   

生活介護 

ぽかぽかＲ 
大県3-12-14ヒルサイド

スクエア101・102 
072-921-1634 0.5m～3.0m未満   
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２ 障害者福祉施設                            （令和３年（2021年）12月1日現在） 

施設名称 所在地 電話番号 
洪水予報河川想定浸水深 

区分 
大和川 石川 

思いやり就労支援センター ネクス

ト 
大県2-7-17 072-971-5553 0.5m～3.0m未満   

就労移行支援 

たんぽぽ 法善寺3丁目786番地の6 072-973-0510 0.5m～3.0m未満   

たんぽぽ（ひまわり） 法善寺3丁目557番地の1 072-933-7771 0.5m～3.0m未満   

たんぽぽ（ポプラ） 国分本町3丁目4番1号 072-959-8854 3.0m～5.0m未満   

スクエアエス 本郷4丁目70番地の6 072-942-1949 3.0m～5.0m未満   

思いやり就労支援センター P-3 国分本町1丁目3番34号 072-977-6666 0.5m～3.0m未満   

タミサエ 大県3丁目13番8号 072-973-3232 0.5m～3.0m未満   

よつ葉 石川町4番6号 072-927-9084 0.5m～3.0m未満 5.0m～10.0m未満 

ホームなすび 
国分西2丁目1番31号 

スタンドアップ501～503 
072-959-2081 0.5m～3.0m未満   

共同生活援助 

ホームなすび（ホームわらび） 
旭ヶ丘3丁目1番78号 

502、503、505 
072-959-2657 0.5m未満   

グループホーム未来の夢 大県3丁目12番9号 072-951-4619 0.5m～3.0m未満   

グループホーム未来の夢柏原古町 古町3丁目5番3号 072-951-4620 0.5m～3.0m未満   

さくら 
国分西2丁目3番66号 

ハイツあかしど202号 
050-3188-8804 0.5m～3.0m未満   

ホーム・ウィルゴ 
国分本町1丁目3番33号 

エクシード国分502,705 
050-3000-8038 3.0m～5.0m未満   

あうる 今町1丁目1番6号 072-921-1930 0.5m～3.0m未満   

児童発達支援等 

いんくるーじょん 
大県1丁目1番1号 フ

ァミーユT＆M1F 
072-973-1192 0.5m～3.0m未満   

放課後デイサービスはつらつ柏原 大正2丁目5番5号 072-970-6669 0.5m～3.0m未満   

きっずサポートなにわ 田辺1丁目3番16号 072-978-2206 0.5m～3.0m未満   

Full-Smile～ふるすまいる～ 安堂町13番32号 072-972-3700 0.5m～3.0m未満   

放課後等デイサービス ノーサイド

柏原 

大正1丁目8番12号 マ

ンション明和1F 
072-970-6346 0.5m～3.0m未満   

放課後等デイサービス クローバー 大正3丁目2番33号 072-971-7888 0.5m～3.0m未満   

にしむら小児科児童発達支援 こと

り 
国分本町1丁目9番14号 072-976-6600 0.5m～3.0m未満   

TOMODACHI柏原 
玉手町23番5号 ドリー

ム松村101号 
072-976-2020 3.0m～5.0m未満 5.0m～10.0m未満 

 
３ 児童福祉施設                             （令和３年（2021年）12月1日現在） 

施設名称 所在地 電話番号 
洪水予報河川想定浸水深 

区分 
大和川 石川 

柏原西保育所 大正3丁目8番8号 072-973-0454 3.0m～5.0m未満   公立保育所 

かしわらこども園 大正1丁目9番54号 072-972-1413 0.5m～3.0m未満   

公立認定こども園 かたしもこども園 平野1丁目6番2号 072-972-3776 0.5m～3.0m未満   

たまてこども園 玉手町12番30号 072-978-6132 0.5m～3.0m未満 5.0m～10.0m未満 
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施設名称 所在地 電話番号 
洪水予報河川想定浸水深 

区分 
大和川 石川 

かしわ保育園 
法善寺3丁目600番地の

2 
072-973-0521 0.5m～3.0m未満   

私立保育所 

みずほ保育園 大県1丁目3番22号 072-972-0822 0.5m～3.0m未満   

法善寺保育園 法善寺3丁目801番地 072-971-2612 0.5m～3.0m未満   

ニチイキッズ柏原保育園 
国分西1丁目1番17号 

幸喜ビル2階 
072-975-2225 3.0m～5.0m未満   

小規模保育所「つくし」 国分本町3丁目9番3号 070-5580-3369 0.5m～3.0m未満   

さくら保育園 法善寺3丁目754番地 072-971-0301 0.5m～3.0m未満   

認可外保育所 大阪東部ヤクルト販売株式会社 国分

保育所 
国分西2丁目7番3号 072-977-6897 0.5m～3.0m未満   

柏原小学校放課後児童会 大正1丁目9番53号 072-971-4667 0.5m～3.0m未満   

放課後児童会 
柏原東小学校放課後児童会 大県1丁目8番5号 072-971-5963 0.5m～3.0m未満   

堅下北小学校放課後児童会 
法善寺4丁目359番地の

5 
072-971-5746 0.5m～3.0m未満   

長谷川羽曳野学園 円明町3番30号 072-972-5723 0.5m～3.0m未満 5.0m～10.0m未満 児童心理治療施設 

 
４ その他施設                              （令和３年（2021年）12月1日現在） 

施設名称 所在地 電話番号 
洪水予報河川想定浸水深 

区分 
大和川 石川 

柏原小学校 大正1丁目9番53号 072-972-3621 0.5m～3.0m未満   

小学校 
柏原東小学校 大県1丁目8番5号 072-971-2111 0.5m～3.0m未満   

堅下北小学校 
法善寺4丁目359番地の

5 
072-971-6857 0.5m～3.0m未満   

柏原中学校 堂島町1番28号 072-972-1185 0.5m～3.0m未満   
中学校 

玉手中学校 玉手町20番17号 072-976-1501 3.0m～5.0m未満 5.0m～10.0m未満 

長谷川小・中学校 円明町3番15号 072-977-4133 0.5m～3.0m未満 5.0m～10.0m未満 小・中学校 

市立柏原病院 法善寺1丁目7番9号 072-972-0885 5.0m以上   

病院 
全南病院 

国分本町2丁目3番18

号 
072-976-2211 0.5m～3.0m未満   

吉原クリニック 上市3丁目10番13号 072-972-3551 0.5m～3.0m未満   診療所（透析設備） 

第二白鳩幼稚園 大県1丁目9番14号 072-971-0555 0.5m～3.0m未満   私立幼稚園 

 
 

５ 情報伝達方法 
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（広報車・防災行政無線・電話、ＦＡＸ・電子メール等） 

大和川、石川 洪水予報河川共通 
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資料26 土砂災害警戒区域内の災害時要配慮者関連施設一覧及び情報伝達方法 
 
１ 高齢者福祉施設                     （令和３年（2021年）12月1日現在） 

施設名称 所在地 電話番号 災害の種類 区分 

はくとうデイサービスセンター 大字青谷2104番地の1 072-979-0260 急傾斜 通所介護 

デイサービスセンターすずらん 大県4丁目18番17号 072-972-5735 土石流 通所介護 

特別養護老人ホームはくとう 青谷2104番地の1 072-979-0260 急傾斜 短期入所生活介護 

ローズウッド国分 旭ヶ丘4丁目672番地 072-977-8980 土石流 短期入所療養介護 

特別養護老人ホームはくとう 青谷2104番地の1 072-979-0260 急傾斜 介護老人福祉施設 

ローズウッド国分 旭ヶ丘4丁目672番地 072-977-8980 土石流 介護老人保健施設 

ショートステイ えくぼ 国分東条町3番3号 072-921-6240 急傾斜 短期入所 

 
２ 児童福祉施設                                            （令和３年（2021年）12月1日現在） 

施設名称 所在地 電話番号 災害の種類 区分 

まどか保育園 大県4丁目631番地 072-971-4520 土石流 私立保育所 

堅下小学校放課後児童会 平野2丁目1番5号 072-971-4798 土石流 放課後児童会 

国分小学校放課後児童会 国分本町6丁目11番4号 072-977-5026 急傾斜 放課後児童会 

堅上小学校放課後児童会 雁多尾畑5955番地 072-979-0364 急傾斜 放課後児童会 

修徳学院 高井田809番地の1 072-978-6083 急傾斜 児童自立支援施設 

長谷川羽曳野学園 円明町3番30号 072-972-5723 急傾斜 児童心理治療施設 

 
３ その他施設                                            （令和３年（2021年）12月1日現在） 

施設名称 所在地 電話番号 災害の種類 区分 

堅下幼稚園 平野2丁目2番9号 072-972-0241 土石流 公立幼稚園 

堅上幼稚園 雁多尾畑5967番地 072-979-0604 急傾斜 公立幼稚園 

堅下小学校 平野2丁目1番5号 072-971-2816 土石流 小学校 

堅上小学校 雁多尾畑5955番地 072-979-0009 急傾斜 小学校 

国分小学校 国分本町6丁目11番４号 072-977-1205 急傾斜 小学校 

堅上中学校 雁多尾畑5905番地 072-979-0019 土石流 中学校 

国分中学校 国分本町7丁目1番20号 072-977-1555 急傾斜 中学校 

堅下北中学校 平野2丁目403番地の1 072-973-0065 急傾斜 中学校 

堅下南中学校 安堂町878番地 072-973-2715 急傾斜 中学校 

国分病院 旭ヶ丘4丁目672番地 072-978-6072 土石流 病院 

白岩内科医院 法善寺4丁目10番24号 072-971-1221 土石流 診療所（透析設備） 

 
４ 情報伝達方法 

 

 
 柏 

原 

市 

災
害
時
要
配
慮
者
関
連
施
設 

（広報車・防災行政無線・電話、ＦＡＸ・電子メール等） 

資料－43


	0_【20220330修正】表紙
	00_目次_220317_09_0207
	01_地すべり危険箇所、防止区域_220317_10_0106_210922
	02_急傾斜地崩壊防止区域・災害危険区域_220317_10_0106
	03_土砂災害警戒区域等一覧_220317_10_0114_06
	04-05_山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区・地すべり危険地区・崩壊土砂流失危険地区）・宅地造成工事規制区域指定_220317_0114_06
	06_土砂災害警戒区域等位置図_加工
	07_1_差し替え大和川洪水浸水想定区域yamatosinsui01-2(A3)_220317
	07_2_差し替え大和川水系石川洪水浸水想定区域図（A3）_220317
	07_3_差し替え大和川水系原川洪水浸水想定区域図harakawa(A3)_220317
	08_避難指示等の発令対象人口等_220401_0317_0207
	09_柏原市防災会議条例
	10_柏原市防災会議運営要綱_220317_0114
	11_柏原市防災会議委員一覧(修正確定分)_220315
	12_柏原市災害対策本部条例
	13_柏原市災害対策本部運営要綱_220317_211111
	14_河川・水路・水防ため池一覧_220317_0106_202109
	15_重要水門及びこう門一覧_20220317_2109
	16_排水施設_220317_15
	17-18_汚水排水施設(マンホールポンプ場)・貯留施設_220317_15_0106
	19_水防倉庫及び資機材一覧_220317_0106
	20_水道施設の概況_220317_0106
	21-24_廃棄物処理施設、清掃事業者一覧_(環境対策課回答　修正版)_220317_09_0106
	25_【20220207修正】浸水想定区域内の災害時要配慮者関連施設一覧及び情報伝達方法_220401_0317_0106
	26_【20220207修正】土砂災害警戒区域内の災害時要配慮者施設一覧及び情報伝達方法_220317_0106
	27_【20220207修正】防災備蓄拠点等一覧_220317
	28_【20220207修正】防災用備蓄物資・資機材一覧(修正確定分)_220317
	29_消防水利の状況_210921
	30_柏原市消防団の現況_220317_0131
	31_市内災害医療機関_220317_210921
	32_緊急交通路一覧_220317
	33_緊急交通路選定図_220316
	34_災害時用臨時ヘリポート一覧_220317_15_211111
	35_指定緊急避難場所及び指定避難所一覧_211111
	36-37_広域避難場所・避難路一覧_220317_15_0114
	38_避難路_220316
	39_避難所担当課一覧(修正確定分)_220401_0114
	40_応急仮設住宅建設候補地一覧_220317_15_0106
	41_市所有車両一覧_220317_0106
	42-43_緊急通行車両確認証明書・緊急通行車両標章_220317
	44_大阪府地震被害想定に基づく備蓄等の考え方について_220317
	45_柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例_220317_15_210921
	46_柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則_220317_210921
	47_災害時応援協定一覧_220329_17_15_09_0207
	48_1_【修正】避難情報等の発令基準_220317_15_0114-2
	48_2_【修正】避難勧告等の発令基準（土砂災害）_220114
	49-62_20220401_0317_15_09
	63_災害時の広報文例集
	99_裏表紙
	空白ページ
	空白ページ



