
洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設 
■障害者関連施設                                                   R3.11.1 時点 
（川越市地域防災計画・資料編２．３２抜粋） 

区分 
【避難確保計画届出部署】 

名称 設置主体 

障害者支援施設 
【障害者福祉課】 

初雁の家 社会福祉法人けやきの郷 
みなのさと 社会福祉法人皆の郷 
にじの家 社会福祉法人川越にじの会 
にじの家 第２作業場 社会福祉法人川越にじの会 

障害福祉サービス事業

所 
【障害者福祉課】 

あゆみ工房 特定非営利活動法人あゆみ 
デイケアくすの樹 特定非営利活動法人むつみ会 
やまびこ製作所 社会福祉法人けやきの郷 
live ステーション  上野田町 株式会社アスタス 
デイサービス Lino こまち 株式会社こまち 
まごころケア川越 NS コーポレーション合同会社 
オークタウン 株式会社アライズ 
川越市職業センター 川越市 
砂久保ファクトリー 特定非営利活動法人プラウド 
ワークステーションくるみの

木 
特定非営利活動法人くるみの

木 
ワークセンターけやき 社会福祉法人 けやきの郷 
第２川越いもの子作業所 社会福祉法人 皆の郷 
じゅぴたー 株式会社日本クリード 
川越ワークいちばん星 特定非営利活動法人ほうき星 
多機能型事業所まごころファ

ーム川越 
一般社団法人 福祉環境ソリ

ューションズ 
リンクス川越事業所 特定非営利活動法人山正 

就労支援Ｊａｓｔ 
特定非営利活動法人 
エヌピーオー事業協議会 

川越いもの子作業所 社会福祉法人皆の郷 
ゆめの園アクト初雁多機能型

事業所 
社会福祉法人ハッピーネット 

第４川越いもの子作業所 社会福祉法人皆の郷 
サルース 株式会社アモル 
カルガモの家 社会福祉法人埼玉医大福祉会 



スリーハート 
特定非営利活動法人みのり共

生会 
クリード川越ショートステイ 株式会社日本クリード 
潮寮 社会福祉法人けやきの郷 
障害者相談・地域支援センタ

ーけやき 
社会福祉法人けやきの郷 

今福らしいく 医療法人社団ゆうしん 

短期入所川越木野目 
ソーシャルインクルー株式会

社 
ゆめの園初雁ショートステイ

事業所 
社会福祉法人ハッピーネット 

グループホームふわふわ川越 株式会社恵 
まごころケア川越 NS コーポレーション合同会社 

グループホーム 
【障害者福祉課】 

第２潮寮 社会福祉法人けやきの郷 
潮寮 社会福祉法人けやきの郷 
しらこばとの家 社会福祉法人けやきの郷 
七草の家 社会福祉法人けやきの郷 
あかつき寮 社会福祉法人けやきの郷 
すまいる 社会福祉法人親愛会 
ふれんず 社会福祉法人親愛会 
第３ほくほくハウス 社会福祉法人皆の郷 
第６ほくほくハウス B 棟 社会福祉法人皆の郷 
第６ほくほくハウス A 棟 社会福祉法人皆の郷 

スリーハート 
特定非営利活動法人みのり共

生会 
クリード川越ユニット 1 株式会社日本クリード 
クリード川越ユニット 2 株式会社日本クリード 
クリード川越ユニット 3 株式会社日本クリード 
クリード川越ユニット 4 株式会社日本クリード 
グループホーム 
にじいろ壱番館 

社会福祉法人川越にじの会 

サンステイ中台元町グループ

ホーム 
サンステイ共生福祉株式会社 

サンステイ今福グループホー

ム 
サンステイ共生福祉株式会社 



グループホームポラリス川越

2 号館 
株式会社ホープスター 

ラテ 株式会社楓 
ちぐら➄ 幸せラボ株式会社 
クローバーホーム川越清水町 株式会社フォーユー 
みらいのたね岸町 株式会社黒たまごジャパン 
グループホームといろ 合同会社アンブレラ 
今福らしいく 医療法人社団ゆうしん 
ソーシャルインクルーホーム

川越木野目Ⅰ 
ソーシャルインクルー株式会

社 
ソーシャルインクルーホーム

川越木野目Ⅱ 
ソーシャルインクルー株式会

社 
グループホームふわふわ川越

A 
株式会社恵 

グループホームふわふわ川越

B 
株式会社恵 

地域活動支援センター 
【障害者福祉課】 

地域活動支援センター 
社会福祉法人 
川越市社会福祉協議会 

フラミンゴカンパニー 
特定非営利活動法人 
フラミンゴ 

 
■児童福祉施設 

区分 名称 設置主体 

児童発達支援センター 
【療育支援課】 

川越市児童発達支援センター 川越市 

障害児 通所支援事業

所 
【療育支援課】 

こどもデイサービス あおむ

しくらぶ 
特定非営利活動法人ほっとサ

ポートてんとうむし 
びさい川越教室 株式会社美菜 
こどもデイサービス あおむ

しぷちくらぶ 
特定非営利活動法人ほっとサ

ポートてんとうむし 
トイス メディホーム株式会社 
びさい川越教室Ａ 株式会社美菜 
こどもサポート教室 「きら

り」新河岸校 
株式会社クラ・ゼミ 



こどもプラス川越 新河岸教

室 
株式会社トラストファースト 

そらいろ 株式会社ほしのいろ 
つみき 株式会社ほしのいろ 
こぱんはうすさくら  川越

岸町教室 
株式会社チャイルドサポート

神尾 
児童発達支援事業 
【療育支援課】 

コペルプラス南古谷教室 株式会社コペル 

学童保育 
【教育財務課・こども育

成課】 
※芳野キッズ、学童クラ

ブ山手ジュニアのみこ

ども育成課所管。 

泉学童保育室 川越市 
月越学童保育室 川越市 
今成学童保育室 川越市 
芳野学童保育室 川越市 
古谷学童保育室 川越市 
南古谷学童保育室 川越市 
牛子学童保育室 川越市 
高階学童保育室 川越市 
高階北学童保育室 川越市 
寺尾学童保育室 川越市 
福原学童保育室 川越市 
大東東学童保育室 川越市 
大東西学童保育室 川越市 
霞ケ関東学童保育室 川越市 
霞ケ関西学童保育室 川越市 
名細学童保育室 川越市 
上戸学童保育室 川越市 
山田学童保育室 川越市 

芳野キッズ 社会福祉法人和会 

学童クラブ山手ジュニア（南古

谷校） 
株式会社山手学院 

放課後等デイサービス 
【療育支援課】 

放課後等デイサービス なな

いろｃｌｕｂ 
社会福祉法人川越にじの会 

ＤＥＫＩＴＡ川越高階 株式会社ラフィング 

児童デイサービス びたみん 合同会社葡萄の実 

こどもデイ ふわふわ 
特定非営利活動法人ワーカー

ズコープ 



放課後等デイサービス 
【療育支援課】 

児童デイサービスびたみん B 合同会社葡萄の実 
ゆめの園みらいず初雁 放課

後等デイサービス 
社会福祉法人ハッピーネット 

※「洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設」は埼玉県が公表している水害リスク情報図内に立地する施
設も含む。 
 
  



土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 
■障害者関連施設                                            令和 3 年 11 月 1 日時点 

区分 
【避難確保計画届出部署】 

名称 設置主体 

グループホーム 
【障害者福祉課】 ひびきの森ハウスⅣ 合同会社エコーフォレスト 

 
■学校                               

区分 名称 設置主体 
小学校・中学校（公立） 城南中学校 川越市 

 


