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1

４ 避難場所

頁 新 旧 修正理由・備考

4 ４ 避難場所

（1）指定緊急避難場所

1 信州大学繊維学部 常田3-15-1 ○ ○ ○ ○ ○
2 上田東高等学校 常田3-5-68 ○ ○ ○ ○ ○
3 東小学校 材木町1-10-13 ○ ○ ○ ○ ○

4 第二中学校 大手1-1-45 ○ ○ ○ ○ ○

5
交流文化芸術センター
（サントミューゼ）

天神3-15-15 ○ × ○ ○ ○

6 中央公民館 材木町1-2-3 ○ ○ ○ ○ ○

7 清明小学校 大手2-4-41 ○ ○ ○ ○ ○

8 北小学校 中央北3-1-52 ○

×校庭

○中校舎、西
校舎、

体育館

○ ○ ○

9 第三中学校 中央北3-3-62
×西側市道

側

○その他
○ ○ ○ ○

10 西小学校 常磐城5-1-53 ○ ○ ○ ○ ○

11 西部公民館 常磐城5-4-34 ○ ○ ○ ○ ○

12
上田城跡公園体育館

（上田城跡公園含む）
常磐城1-1-30 ○

×公園

○体育館

×体育館

○公園
○ ○

13 城下小学校 諏訪形928-2 ○ × ○ ○ ○
14 第四中学校 諏訪形1200 ○ × ○ ○ ○
15 上田千曲高等学校 中之条626 ○ × ○ ○ ○
16 南小学校 中之条485 ○ × ○ ○ ○
17 塩尻小学校 上塩尻219 ○ × ○ ○ ○
18 塩尻地区公民館 上塩尻253-1 ○ × ○ ○ ○
19 上田西高等学校 下塩尻868 ○ × ○ ○ ○
20 川辺小学校 上田原367 ○ ○ ○ ○ ○

21 上田創造館（長池公園含む） 上田原1640
×公園

○2階以上
○ ○ ○ ○

22 川辺・泉田地区防災センター 福田30-4 ○ ○ ○ ○ ○

23 【上田古戦場公園多目的グラウンド】 下之条351-1 ○ × ○ ○ ○

24 東京特殊電線㈱トウトク会館 大屋300 ○ ○ × ○ ○

25 神川地区公民館・神川保育園 蒼久保1212-1 ○ ○ ○ ○ ○

26 神川小学校 国分1386 ○ × ○ ○ ○

27 第一中学校 国分200 ○ ○ ○ ○ ○

28 【国分寺史跡公園】 国分1105 ○ × ○ ○ ○

29 神科小学校 住吉386-1 ○ ○ ○ ○ ○

30 第五中学校 上野441 ○ ○ ○ ○ ○

31 上野が丘公民館 住吉378-1 ○ ○ ○ ○ ○

32 【染屋台多目的グラウンド】 古里2033-1 ○ ○ ○ ○ ○

33 上田染谷丘高等学校 上田1710 ○ ○ ○ ○ ○

34 豊殿小学校 芳田968-1 ○ ○ ○ ○ ○

35 農村環境改善センター 芳田1261-2 ○ ○ ○ ○ ○

36 塩田構造改善センター 富士山3349-1 ○ × ○ ○ ○

37 東塩田小学校 古安曽1113 ○
×校庭

○2階以上
○ ○ ○

38 東塩田保育園 下之郷806-3 ○ × ○ ○ ○

39 中塩田小学校 中野93 ○
×校庭

○2階以上
○ ○ ○

40 塩田中学校 中野377 ○
×校庭

○2階以上
○ ○ ○

41 長野大学 下之郷658-1
×グラウンド

北側

○体育館
○ ○ ○ ○

42 上田女子短期大学 下之郷乙620 ○ ○ ○ ○ ○

43 塩田の里交流館（とっこ館） 手塚792 ○ ○ ○ ○ ○

44 塩田西小学校 山田476-1 ○
×校庭

○2階以上
○ ○ ○

自治会
（避難所を特定す

るものではない）
所在地

災害種別

地区
指定避難所

（指定緊急避難場所も兼ねる）
【　】は指定緊急避難場所のみ

土砂 地震
大規模

な火事

火山
現象

洪水

南部

南天神町、泉平、北天

神町、天神の杜、松尾
町、鷹匠町、本町、末

広町、大手町

中央

横町、海野町、原町、
袋町、馬場町、田町、

丸堀町、木町、北大手

町

北部

上川原柳町、下川原

柳町、愛宕町、上鍛冶

町、鍛冶町、上房山、
下房山、柳町、新田、

山口、上紺屋町

東部
踏入、泉町、上常田、

中常田、下常田、北常

田、材木町、常入

川辺
泉田

上田原、川辺町、倉
升、神畑、下之条、
築地、東築地、半
過、福田、吉田

西部

下紺屋町、鎌原、西

脇、新町、諏訪部、生

塚、常磐町、緑が丘、
新屋、緑が丘北、緑が

丘西、城北

城下

小牧、諏訪形、須
川、中村、朝日ケ
丘、三好町、御所、
中之条、千曲町

塩尻
秋和、上塩尻、下塩
尻

神科

畑山、伊勢山、富士見

台、神科新屋、野竹、
西野竹、笹井、川原、

染屋、蛇沢、金井、大
久保、長島、金剛寺、

住吉が丘

豊殿

森、大日木、長入、宮

之上、小井田、中吉

田、町吉田、ひかり、
桜台、下吉田、林之

郷、下郷、岩清水、矢

沢、赤坂、漆戸

中塩田

下本郷、東五加、五

加、上本郷、中野、上
小島、下小島、保野、

学海南、舞田、八木

沢、セレーノ八木沢、
八舞、学海北

西塩田
十人、塩田新町、東

前山、西前山、手
塚、山田、野倉

東塩田

下組、富士山中組、
奈良尾、平井寺、鈴

子、石神、柳沢、下
之郷、桜

上
田
地
域

神川

大屋、岩下、下青

木、みすず台南、み
すず台北、上青木、
梅が丘、久保林、黒
坪、上沢、国分、下
堀、上堀、岩門

４ 避難場所

（1）指定緊急避難場所

洪水
(千曲川)

※2

1 信州大学繊維学部 常田3-15-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 上田東高等学校 常田3-5-68 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 東小学校 材木町1-10-13 ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 第二中学校 大手1-1-45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5
交流文化芸術センター

（サントミューゼ）
天神3-15-15 ○

×1階

○2階以上
× ○ ○ ○

6 中央公民館 材木町1-2-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 清明小学校 大手2-4-41 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 北小学校 中央北3-1-52 ○

×校庭

○中校舎、西
校舎、
体育館

○ ○ ○ ○

9 第三中学校 中央北3-3-62
×西側市道

側

○その他
○ ○ ○ ○ ○

10 西小学校 常磐城5-1-53 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11
上田城跡公園体育館

（上田城跡公園含む）
常磐城1-1-30 ○

×公園

○体育館
○

×体育館

○公園
○ ○

12 城下小学校 諏訪形928-2 ○ ○ × ○ ○ ○
13 第四中学校 諏訪形1200 ○ ○ × ○ ○ ○
14 上田千曲高等学校 中之条626 ○ ○ × ○ ○ ○
15 南小学校 中之条485 ○ ○ × ○ ○ ○
16 塩尻小学校 上塩尻219 ○ ○ × ○ ○ ○
17 塩尻地区公民館 上塩尻253-1 ○ ○ × ○ ○ ○

18 上田西高等学校 下塩尻868 ○
×校庭

○2階以上
× ○ ○ ○

19 川辺小学校 上田原367 ○ ○ ○ ○ ○

20 上田創造館（長池公園含む） 上田原1640
×公園

○2階以上
○ ○ ○ ○

21 川辺・泉田地区防災センター 福田30-4 ○ ○ ○ ○ ○

22 【上田古戦場公園多目的グラウンド】 下之条351-1 ○ × × ○ ○ ○

23 東京特殊電線㈱トウトク会館 大屋300 ○ ○ ○ × ○ ○

24 神川地区公民館・神川保育園 蒼久保1212-1 ○ ○ ○ ○ ○

25 神川小学校 国分1386 ○
×校庭

○2階以上
× ○ ○ ○

26 第一中学校 国分200 ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 【国分寺史跡公園】 国分1105 ○ ○ × ○ ○ ○

28 神科小学校 住吉386-1 ○ ○ ○ ○ ○

29 第五中学校 上野441 ○ ○ ○ ○ ○

30 【染屋台多目的グラウンド】 古里2033-1 ○ ○ ○ ○ ○

31 神科児童センター 住吉551-1 ○ ○ ○ ○ ○

32 上田染谷丘高等学校 上田1710 ○ ○ ○ ○ ○

33 豊殿小学校 芳田968-1 ○ ○ ○ ○ ○

34 農村環境改善センター 芳田1261-2 ○ ○ ○ ○ ○

35 塩田構造改善センター 富士山3349-1 ○ ○ ○ ○ ○

36 東塩田小学校 古安曽1113 ○
×校庭

○低学年棟、
体育館

○ ○ ○

37 東塩田保育園 下之郷806-3 ○ × ○ ○ ○

38 中塩田小学校 中野93 ○ ○ ○ ○ ○

39 塩田中学校 中野377 ○ ○ ○ ○ ○

40 長野大学 下之郷658-1
×グラウンド

北側
○体育館

○ ○ ○ ○

41 上田女子短期大学 下之郷乙620 ○ ○ ○ ○ ○

42 塩田の里交流館（とっこ館） 手塚792 ○ ○ ○ ○ ○

43 塩田西小学校 山田476-1 ○
×校庭

○2階以上
○ ○ ○

東塩田

下組、富士山中組、

奈良尾、平井寺、鈴

子、石神、柳沢、下

之郷、桜

中塩田

下本郷、東五加、五

加、上本郷、中野、上
小島、下小島、保野、

学海南、舞田、八木
沢、セレーノ八木沢、

八舞、学海北

西塩田
十人、塩田新町、東

前山、西前山、手

塚、山田、野倉

神川

大屋、岩下、下青

木、みすず台南、み

すず台北、上青木、
梅が丘、久保林、黒

坪、上沢、国分、下

堀、上堀、岩門

神科

畑山、伊勢山、富士見

台、神科新屋、野竹、
西野竹、笹井、川原、

染屋、蛇沢、金井、大
久保、長島、金剛寺、

住吉が丘

豊殿

森、大日木、長入、宮

之上、小井田、中吉
田、町吉田、ひかり、

桜台、下吉田、林之
郷、下郷、岩清水、矢

沢、赤坂、漆戸

塩尻
秋和、上塩尻、下塩

尻

川辺
泉田

上田原、川辺町、倉
升、神畑、下之条、

築地、東築地、半

過、福田、吉田

上
田
地
域

東部
踏入、泉町、上常田、

中常田、下常田、北常
田、材木町、常入

南部

南天神町、泉平、北天
神町、天神の杜、松尾

町、鷹匠町、本町、末
広町、大手町

中央

横町、海野町、原町、
袋町、馬場町、田町、

丸堀町、木町、北大手
町

北部

上川原柳町、下川原
柳町、愛宕町、上鍛冶

町、鍛冶町、上房山、
下房山、柳町、新田、

山口、上紺屋町

西部

下紺屋町、鎌原、西
脇、新町、諏訪部、生

塚、常磐町、緑が丘、
新屋、緑が丘北、緑が
丘西、城北

城下

小牧、諏訪形、須

川、中村、朝日ケ

丘、三好町、御所、

中之条、千曲町

土砂
洪水
※１

地震
大規模

な火事

火山
現象

地区
自治会

（避難所を特定す
るものではない）

指定避難所
（指定緊急避難場所も兼ねる）
【　】は指定緊急避難場所のみ

所在地

災害種別 災害種別（洪水）

について、計画

降雨（概ね 100

年に 1 回程度）

と最大規模の降

雨の場合を統合

指定緊急避難場

所の見直しに伴

う修正

① 西部地区の

指定緊急避難

場所の追加

（西部公民館）

② 神科地区の

指定緊急避難

場所の変更

（神科児童セン

ターから上野

が丘公民館に

変更）
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４ 避難場所

頁 新 旧 修正理由・備考

5

別所

温泉
分去、大湯、院内、
上手

45 相染閣（あいそめの湯） 別所温泉58
×芝生広場

○駐車場、施

設
× ○ ○ ○

46 浦里小学校 浦野237 ○ × ○ ○ ○

47 川西小学校 仁古田508 ○ ○ ○ ○ ○

48 第六中学校 小泉21-1 ○ ○ ○ ○ ○
49 川西公民館 小泉863-1 ○ ○ ○ ○ ○

50
室賀基幹集落センター・室賀健康増進

センター
上室賀1432-1 × ○

×基幹集落ｾ

ﾝﾀｰ、○健康

増進ｾﾝﾀｰ
○ ○

51 下室賀コミュニティセンター 下室賀1877-1 ○ ○ ○ ○ ○

52 西内小学校 平井1704
×校舎

○体育館、
校庭（南側）

○ ○ ○ ○

53 鹿教湯温泉交流センター 鹿教湯温泉1434-2 × ○ ○ ○ ○

東内 荻窪、和子 54
東内保育園一帯

（東内グラウンド含む）
東内2570-1 ○ ○

×園舎

○園庭、グラ

ウンド
○ ○

55 丸子中学校 上丸子1878 ○ × ○ ○ ○

56 丸子中央小学校 上丸子824

×校舎（北

側）○校舎

（体育館側）、
校庭、体育館

○ ○ ○ ○

57 丸子修学館高等学校 中丸子810-2 × ○ ○ ○ ○
58 【丸子ベルパーク】 中丸子1821-2 ○ × ○ ○ ○
59 【丸子総合グラウンド】 御嶽堂1-1 ○ × ○ ○ ○
60 丸子北中学校 生田3298 ○ ○ ○ ○ ○

61
丸子北小学校

（丸子北部グラウンド含む）
生田3556 ○ × ○ ○ ○

62 長瀬市民センター 長瀬2476 ○ × ○ ○ ○

63
信州国際音楽村

(信州国際音楽村公園含む)
生田2937-1 ○ ○ ○ ○ ○

塩川
石井、坂井、狐塚、郷
仕川原、南方、藤原田

64 塩川小学校 塩川1400 ○ ○ ○ ○ ○

菅平 菅平 65 菅平高原アリーナ
菅平高原
1223-87

○ ○ ○ ○ ○

66 真田中学校 真田町長6326-1 ○ × ○ ○ ○

67 真田中央公民館・真田体育館 真田町長7199-1 ○ ○ × ○ ○

68 長小学校 真田町長4200-3 × ○ ○ ○ ○

69 【真田運動公園グラウンド】 真田町長7220-1 ○ × ○ ○ ○

傍陽

入軽井沢、岡保、傍
陽中組、大庭、曲
尾、萩、田中、下横

道、中横道、上横
道、穴沢、三島平

70 傍陽小学校
真田町傍陽

6035-1

×体育館、校

庭

○校舎
○ ○ ○ ○

本原

上原、下郷沢、小玉

上郷沢、赤井、下
塚、竹室、中原、表
木、大畑、下原、町

原、出早、荒井

71 本原小学校
真田町本原
2175-1

○ ○ ○ ○ ○

72 武石小学校 上武石20 ○ ○ ○ ○ ○

73 築地原トレーニングセンター
武石上本入
1710-1

○ ○ ○ ○ ○

74 【武石総合グラウンド】 上武石476-9 ○ × ○ ○ ○

小泉 小泉

室賀
下室賀、上室賀、ひ
ばりが丘

丸子

下和子、辰ノ口、腰
越、三反田、沢田、

海戸、八日町、中丸
子、下丸子、御嶽堂

依田
長瀬

御嶽堂、飯沼、北

原、上長瀬、長瀬中
央、下長瀬

長

戸沢、つくし、横尾、

四日市、大日向、角
間、横沢、真田、十
林寺、石舟

武石

鳥屋、沖、中島、藪

合、七ケ、片羽、堀
の内、市之瀬、小沢
根、余里、下本入、

権現、下小寺尾、上
小寺尾、唐沢小原、
築地原、大布施巣

栗、西武

武
石
地
域

浦里
仁古田、岡、浦野、
越戸、藤之木、浦野

南団地

丸
子
地
域

真
田
地
域

西内 西内、平井

上
田
地
域

洪水土砂 地震
大規模

な火事

火山
現象

地区
自治会

（避難所を特定す

るものではない）

指定避難所
（指定緊急避難場所も兼ねる）
【　】は指定緊急避難場所のみ

所在地

災害種別

記号の見方 ○：開設する、×：開設しない

（注）指定避難所のみの施設はありません。

洪水
(千曲川)

※2

別所

温泉
分去、大湯、院内、

上手
44 相染閣（あいそめの湯） 別所温泉58

×芝生広場

○駐車場、施

設
○ ○ ○ ○

45 浦里小学校 浦野237 ○
×校庭

○2階以上
○ ○ ○

46 川西小学校 仁古田508 ○
×体育館

○校舎
○ ○ ○

47 第六中学校 小泉21-1 ○ ○ ○ ○ ○
48 川西公民館 小泉863-1 ○ ○ ○ ○ ○

49
室賀基幹集落センター・室賀健康増進

センター
上室賀1432-1 × ○

×基幹集落ｾ

ﾝﾀｰ、○健康

増進ｾﾝﾀｰ
○ ○

50 下室賀コミュニティセンター 下室賀1877-1 ○ ○ ○ ○ ○

51 西内小学校 平井1704
×校舎

○体育館、
校庭（南側）

○ ○ ○ ○

52 鹿教湯温泉交流センター 鹿教湯温泉1434-2 × ○ ○ ○ ○

東内 荻窪、和子 53
東内保育園一帯

（東内グラウンド含む）
東内2570-1 ○ ○

×園舎

○園庭、グラ

ウンド
○ ○

54 丸子中学校 上丸子1878 ○ ○ ○ ○ ○

55 丸子中央小学校 上丸子824

×校舎（北

側）○校舎

（体育館側）、

校庭、体育館

○ ○ ○ ○

56 丸子修学館高等学校 中丸子810-2 × ○ ○ ○ ○
57 【丸子ベルパーク】 中丸子1821-2 ○ × ○ ○ ○
58 【丸子総合グラウンド】 御嶽堂1-1 ○ ○ ○ ○ ○
59 丸子北中学校 生田3298 ○ ○ ○ ○ ○

60
丸子北小学校

（丸子北部グラウンド含む）
生田3556 ○

×校庭

○2階以上
○ ○ ○

61 長瀬市民センター 長瀬2476 ○ ○ ○ ○ ○

62
信州国際音楽村

(信州国際音楽村公園含む)
生田2937-1 ○ ○ ○ ○ ○

塩川
石井、坂井、狐塚、郷

仕川原、南方、藤原田
63 塩川小学校 塩川1400 ○ ○ ○ ○ ○

菅平 菅平 64 菅平高原アリーナ
菅平高原

1223-87
○ ○ ○ ○ ○

65 真田中学校 真田町長6326-1 ○ ○ ○ ○ ○

66 長小学校 真田町長4200-3 × ○ ○ ○ ○

67 【真田運動公園グラウンド】 真田町長7220-1 ○ ○ ○ ○ ○

傍陽

入軽井沢、岡保、傍
陽中組、大庭、曲
尾、萩、田中、下横

道、中横道、上横
道、穴沢、三島平

68 傍陽小学校
真田町傍陽

6035-1

×体育館、校

庭

○校舎
○ ○ ○ ○

本原

上原、下郷沢、小玉
上郷沢、赤井、下

塚、竹室、中原、表
木、大畑、下原、町
原、出早、荒井

69 本原小学校
真田町本原
2175-1

○ ○ ○ ○ ○

70 武石小学校 上武石20 ○ ○ ○ ○ ○

71 築地原トレーニングセンター
武石上本入

1710-1
○ ○ ○ ○ ○

72 【武石総合グラウンド】 上武石476-9 ○ × ○ ○ ○

真

田
地
域

長

戸沢、つくし、横尾、
四日市、大日向、角

間、横沢、真田、十
林寺、石舟

武
石
地
域

武石

鳥屋、沖、中島、藪

合、七ケ、片羽、堀
の内、市之瀬、小沢

根、余里、下本入、
権現、下小寺尾、上

小寺尾、唐沢小原、
築地原、大布施巣
栗、西武

丸子

下和子、辰ノ口、腰
越、三反田、沢田、
海戸、八日町、中丸

子、下丸子、御嶽堂

依田

長瀬

御嶽堂、飯沼、北

原、上長瀬、長瀬中
央、下長瀬

小泉 小泉

室賀
下室賀、上室賀、ひ

ばりが丘

丸
子
地
域

西内 西内、平井

上
田
地
域

土砂
洪水
※１

地震
大規模

な火事

火山
現象

地区
自治会

（避難所を特定す

るものではない）

指定避難所
（指定緊急避難場所も兼ねる）
【　】は指定緊急避難場所のみ

所在地

災害種別

浦里
仁古田、岡、浦野、
越戸、藤之木、浦野

南団地

記号の見方 ○：開設する、×：開設しない

※1 計画降雨：概ね 100年に 1回程度発生する降雨

※2 千曲川流域で起こりうる最大規模の降雨(千曲川流域の 2日間の総雨量 396 ㎜)

（注）指定避難所のみの施設はありません。

③ 長地区の指定

緊急避難場所

の追加

（真田中央公民

館、真田体育

館）
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４ 避難場所

頁 新 旧 修正理由・備考

8 （2）第一次避難場所

【丸子地域】

自治会名 第一次避難場所 所在地

27 藤原田 藤原田公民館、松山㈱駐車場 藤原田 272・塩川 5155

（2）第一次避難場所

【丸子地域】

自治会名 第一次避難場所 所在地

27 藤原田 藤原田公民館 藤原田 272

自治会からの申

し出に伴う第一

次避難場所の変

更

（避難場所の追

加）
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６ Ｗｉ－Ｆｉ整備状況

頁 新 旧 修正理由・備考

18

（新設） 情報システム課

が避難所に指定

されている小中

学校体育館等に

無線 LAN環境を

整備したことか

ら追加

19

（新設） 同上

（1）Ｗｉ－Ｆｉ設置場所

番号 整備箇所 住所 整備箇所の種別
アクセスポイント

の台数

1 東小学校 長野県上田市材木町 1-10-13 避難場所・避難所 1

2 第二中学校 長野県上田市大手 1-1-45 避難場所・避難所 1

3 清明小学校 長野県上田市大手 2-4-41 避難場所・避難所 1

4 北小学校 長野県上田市中央北 3-1-52 避難場所・避難所 1

5 第三中学校 長野県上田市中央北 3-3-62 避難場所・避難所 1

6 西小学校 長野県上田市常磐城 5-1-53 避難場所・避難所 1

7 城下小学校 長野県上田市諏訪形 928-2 避難場所・避難所 1

8 第四中学校 長野県上田市諏訪形 1200 避難場所・避難所 1

9 南小学校 長野県上田市中之条 485 避難場所・避難所 1

10 塩尻小学校 長野県上田市上塩尻 219 避難場所・避難所 1

11 川辺小学校 長野県上田市上田原 367 避難場所・避難所 1

12 神川小学校 長野県上田市国分 1386 避難場所・避難所 1

13 第一中学校 長野県上田市国分 200 避難場所・避難所 1

14 神科小学校 長野県上田市住吉 386-1 避難場所・避難所 1

15 第五中学校 長野県上田市上野 441 避難場所・避難所 1

16 豊殿小学校 長野県上田市芳田 968-1 避難場所・避難所 1

17 東塩田小学校 長野県上田市古安曽 1113 避難場所・避難所 1

18 中塩田小学校 長野県上田市中野 93 避難場所・避難所 1

19 塩田中学校 長野県上田市中野 377 避難場所・避難所 1

20 塩田西小学校 長野県上田市山田 476-1 避難場所・避難所 1

21 浦里小学校 長野県上田市浦野 237 避難場所・避難所 1

22 川西小学校 長野県上田市仁古田 508 避難場所・避難所 1

23 第六中学校 長野県上田市小泉 21-1 避難場所・避難所 1

24 西内小学校 長野県上田市平井 1704 避難場所・避難所 1

25 丸子中学校 長野県上田市上丸子 1878 避難場所・避難所 1

26 丸子中央小学校 長野県上田市上丸子 824 避難場所・避難所 1

27 丸子北中学校 長野県上田市生田 3298 避難場所・避難所 1

28 丸子北小学校 長野県上田市生田 3556 避難場所・避難所 1

29 塩川小学校 長野県上田市塩川 1400 避難場所・避難所 1

30 真田中学校 長野県上田市真田町長 6326-1 避難場所・避難所 1

31 長小学校 長野県上田市真田町長 4200-3 避難場所・避難所 1

32 傍陽小学校 長野県上田市真田町傍陽 6035-1 避難場所・避難所 1

33 本原小学校 長野県上田市真田町本原 2175-1 避難場所・避難所 1

34 武石小学校 長野県上田市上武石 20 避難場所・避難所 1

35 中央公民館 長野県上田市材木町 1-2-3 避難場所・避難所 1

36 川西公民館 長野県上田市小泉 863-1 避難場所・避難所 1

37 交流文化芸術センター 長野県上田市天神 3-15-15 避難場所・避難所 1

38 塩田地域自治センター 長野県上田市中野 20 官公署 1

39 真田地域自治センター 長野県上田市真田町長 7178-1 官公署 1

（2）Ｗｉ－Ｆｉの開放条件・開放対象（情報システム課が操作を行う）

開放条件 開放対象

公衆無線 LAN（Wi-Fi）整備済の施設に避難所の開設が決定された場合 当該施設

本市において震度 5強以上を観測する地震が発生した場合 全ての Wi-Fi

気象庁から本市の区域に特別警報が発表された場合 全ての Wi-Fi

無線 LANビジネス推進連絡会または大手通信各社が、本市の区域において

「00000JAPAN」の提供について報道発表がなされた場合

全ての Wi-Fi

その他災害対策本部が必要と判断した場合 必要な Wi-Fi
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第 1章 総 則

頁 新 旧 修正理由・備考

21 １ 過去に発生した災害状況

（1）著名大地震記録

地震名
発生

年月日

マグニ

チュー

ド

被害状況

山形県沖を震源とす

る地震
R 元. 6.18 ６.７ 負傷者 43人､家屋半壊 35棟､一部破損 1,619棟

福島県沖を震源とす

る地震
R 元. 8. 4 ６.４ 負傷者 1人､住家被害なし

北海道宗谷地方北部

を震源とする地震
R 元.12.12 ４.２ 人的・住家被害なし

青森県東方沖を震源

とする地震
R 元.12.19 ５.５ 人的・住家被害なし

（追加）

追加修正

（以下同じ）

26 （3）過去の風水害

【上田市】

発生年月日 原因 災害箇所 被害地域 被害状況

R元.7.24 水害（集中豪雨）

上田地域

丸子地域

武石地域

神畑、東内、上武石ほか
床下浸水 2、公共土木施設被害 4、農業施設被

害 4

R元.7.27

～7.29
水害（集中豪雨）

上田地域

丸子地域

真田地域

殿城、東内、本原ほか
床上浸水 2、床下浸水 8、公共土木施設被害

40、農業施設被害 41、公共施設被害 4

R元.7.29 水害（集中豪雨） 真田地域 長、本原ほか 床下浸水 2

R元.8.6 風害（突風） 上田地域 上田原 一部損壊 1

R元.8.7
強風・水害（集中

豪雨）

上田地域

丸子地域
本郷、生田ほか

全壊 4、一部損壊 25、床下浸水 4、公共土木

施設被害 27、農業施設被害 1、公共施設被害

31、保存樹木 3

R元.8.8
強風・水害（集中

豪雨）
上田地域 天神、上田原ほか

一部損壊 1、床上浸水 1、床下浸水 16、公共

土木施設被害 11、農業施設被害 1、公共施設

被害 3

R元.10.12

～10.13

強風・水害（台風

第１９号「令和元

年東日本台風」）

市内全域 市内全域

全壊 19、大規模半壊 1、半壊 18、一部損壊 626、

公共土木施設被害 469、農業施設被害 562、公

共施設被害 296

（追加）
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

102 ８ 土砂災害警戒区域内・浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施設

千曲川

想定最大降雨 河川 想定最大降雨 河川 浸水想定

診療所 下田眼科 上田市常田1-10-78 5.0ｍ～10.0ｍ未満

乳児院 うえだみなみ乳児院 上田市常田1-4-12 5.0ｍ～10.0ｍ未満

特定施設入居者生活介護（ 介護付き有料老人ホーム） 介護付き有料老人ホーム　うえだみなみ敬老園 上田市常田1丁目4番12号 5.0ｍ～10.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 ほっとタイム常田 上田市常田1-3-19 5.0ｍ～10.0ｍ未満

公立保育園 南部保育園 上田市常田1-5-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所介護（デイサービス） ハッピーデイサービス 上田市材木町2丁目14番63号 区域内 区域内
診療所 田中クリニック 上田市常入1丁目7番42号 区域内

診療所 いずみ眼科 上田市天神3-5-1　アリオ上田2F 5.0ｍ～10.0ｍ未満

小規模多機能型居宅介護 南天神の家 上田市天神4丁目2055-6 5.0ｍ～10.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 グループホーム竹の子 上田市中央4丁目14番14号 矢出沢川 0.5m～1.0m未満

障害福祉サービス事業所 スタジオライト 上田市中央4-7-23 矢出沢川 0.5m～1.0m未満

診療所 あきメンタルクリニック 上田市天神1-8-1　パレオ3F 区域内 5.0ｍ～10.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 上田明照会グループホーム 上田市中央北2-7-5 矢出沢川 0.5m未満
児童クラブ 学童保育所太郎の家 上田市中央北3-1-45 矢出沢川、黄金沢川 0.5ｍ未満
障害福祉サービス事業所 ともいき宝池和順 上田市中央北2-7-3 矢出沢川 0.5m未満
障害福祉サービス事業所 ともいき宝池慈光 上田市中央北2-7-3 矢出沢川 0.5m未満
障害福祉サービス事業所 和ホーム 上田市中央北2-7-3 矢出沢川 0.5m未満
障害福祉サービス事業所 新田ホーム 上田市中央北2-7-5 矢出沢川 0.5m未満

学校 北小学校 上田市中央北3-1-52 矢出沢川 一部0.5m未満

学校 第三中学校 上田市中央北3-3-62 区域内

診療所 医療法人三折堂　宮下医院 上田市中央西1-15-12 矢出沢川 0.5m未満

病院 整形外科上田花園病院 上田市中央西1-15-25 矢出沢川 0.5m未満
通所リハビリテーショ ン（デイ ケア） 医療法人健救会柳澤病院 上田市中央西1丁目2番10号 矢出沢川 矢出沢川 0.5m未満
認知症対応型共同生活介護 グループホーム北大手 上田市中央西1丁目2番10号 矢出沢川 0.5m未満

病院 （医）健救会柳澤病院 上田市中央西1丁目2番10号 矢出沢川 0.5m未満

私立認定こども園 かんぎおん 上田市常磐城3-7-48 0.5ｍ未満 矢出沢川 0.5m未満
通所介護（デイサービス） 上田市中央デイサービスセンター 上田市常磐城3丁目3番18号 5.0ｍ～10.0ｍ未満

公共施設 高齢者福祉センター 上田市常磐城3丁目3番18号 5.0ｍ～10.0ｍ未満

公共施設 上田市中央デイサービスセンター 上田市常磐城3丁目3番18号 5.0ｍ～10.0ｍ未満

病院 信州上田医療センター 上田市緑が丘1-27-21 区域内

診療所 上田市内科・小児科初期救急センター 上田市緑が丘1-27-21 区域内

児童館 緑が丘児童館 上田市緑が丘2-5-21 区域内
障害福祉サービス事業所 マーチ 上田市上田2037-1 区域内
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ユニット型地域密着特別養護老人ホームすわべ敬老園 上田市常磐城2243-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

短期入所生活介護（ショ ートステイ ） ユニット型地域密着特別養護老人ホームすわべ敬老園 上田市常磐城2243-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

診療所 渡辺皮膚科・形成外科クリニック 上田市小牧374-3 5.0ｍ～10.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 和裁舎 上田市小牧1206-4 3.0ｍ～5.0ｍ未満

児童クラブ 学童保育所たんぽぽ分室ふれんど 上田市諏訪形705-2 5.0ｍ～10.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 グループホームいこい 上田市諏訪形1490-13 区域内 区域内
私立認定こども園 三好町保育園 上田市諏訪形1169-1 3.0ｍ～5.0ｍ未満

学校 第四中学校 上田市諏訪形1200 3.0ｍ～5.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 重症心身障害者ケアホームいちごの家 上田市諏訪形1470-4 区域内
認知症対応型通所介護 諏訪形デイサービスセンター 上田市諏訪形1694-4 区域内 区域内
認知症対応型共同生活介護 グループホーム諏訪形 上田市諏訪形1694-4 区域内 区域内
通所介護（デイサービス） 宅幼老所すわがたの家 上田市諏訪形732 5.0ｍ～10.0ｍ未満

学校 城下小学校 上田市諏訪形928-2 3.0ｍ～5.0ｍ未満

公立保育園 城下保育園 上田市諏訪形934 3.0ｍ～5.0ｍ未満

通所リハビリテーショ ン（デイ ケア） 御所苑 上田市御所666 5.0ｍ～10.0ｍ未満

私立認定こども園 三好町保育園乳児園 上田市御所232-3 3.0ｍ～5.0ｍ未満

診療所 城南医院 上田市御所373 3.0ｍ～5.0ｍ未満

短期入所療養介護（医療型ショ ートステイ ） 御所苑 上田市御所666 5.0ｍ～10.0ｍ未満

高齢者施設 御所苑 上田市御所666 3.0ｍ～5.0ｍ

診療所 上田透析クリニック 上田市御所674 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所介護（デイサービス） ほほ笑みホーム御所 上田市御所番外54-330 5.0ｍ～10.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 就労支援センターさんと 上田市中之条118-9 5.0ｍ～10.0ｍ未満

児童クラブ 学童保育所トットの家 上田市中之条519-4 3.0ｍ～5.0ｍ未満

児童クラブ 学童保育所トットの家分室スマイル 上田市中之条519-4 3.0ｍ～5.0ｍ未満

通所介護（デイサービス） デイサービスセンター一期一会 上田市中之条120 5.0ｍ～10.0ｍ未満

サービス付き高齢者向け住宅 一期一会 上田市中之条120 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所介護（デイサービス） ほほ笑みホーム中之条 上田市中之条222-3 3.0ｍ～5.0ｍ未満

診療所 （医）半田循環器科・内科医院 上田市中之条416-3 0.5ｍ～3.0ｍ未満

学校 南小学校 上田市中之条485 5.0ｍ～10.0ｍ未満

私立認定こども園 みのり保育園 上田市中之条501-10 5.0ｍ～10.0ｍ未満

学校 上田千曲高等学校 上田市中之条626 5.0ｍ～10.0ｍ未満

診療所 医療法人　堀こどもクリニック 上田市中之条800-5 3.0ｍ～5.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 上田しいのみ園 上田市中之条801 3.0ｍ～5.0ｍ

障害者支援施設 上田しいのみ園 上田市中之条801 3.0ｍ～5.0ｍ

障害福祉サービス事業所 上田市つむぎの家 上田市中之条802-2 3.0ｍ～5.0ｍ

診療所 医療法人　三原内科医院 上田市中之条99-21 3.0ｍ～5.0ｍ未満

診療所 あさむら耳鼻咽喉科クリニック 上田市秋和304-5 5.0ｍ～10.0ｍ未満

診療所 あきわ皮膚科 上田市秋和310-15 0.5m～3.0m未満

障害福祉サービス事業所 ゆうゆう 上田市上塩尻19 区域内 0.5m～3.0m未満

通所介護（デイサービス） デイサービスあすか 上田市上塩尻192-5 5.0ｍ～10.0ｍ未満

公立保育園 塩尻保育園 上田市上塩尻195-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

学校 塩尻小学校 上田市上塩尻219 5.0ｍ～10.0ｍ未満

児童クラブ 塩尻児童クラブ 上田市上塩尻219 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所介護（デイサービス） 東信医療生活協同組合元気倶楽部まゆ 上田市上塩尻243-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

認知症対応型通所介護 ＪＡ信州うえだ宅老所しおじり 上田市上塩尻252-1 区域内 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所リハビリテーショ ン（デイ ケア） 上田生協診療所　デイケア絹の里 上田市上塩尻393-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

短期入所療養介護（医療型ショ ートステイ ） 介護老人保健施設なないろ 上田市上塩尻393-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

診療所 上田生協診療所 上田市上塩尻393-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

学校 上田西高等学校 上田市下塩尻868-38 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所型サービスA(介護予防重点阿型ミニデイ) ニチイケアセンターかわべ 上田市上田原847-4 区域内
通所介護（デイサービス） ニチイケアセンターかわべ 上田市上田原847-4 一部区域内

認知症対応型通所介護 ニチイケアセンターかわべ 上田市上田原847-4 区域内
通所介護（デイサービス） あさがお上田 上田市下之条636-1 3.0ｍ～5.0ｍ未満 浦野川 0.5m未満

公立保育園 下之条保育園 上田市下之条801-イ 3.0ｍ～5.0ｍ未満 浦野川 0.5m未満

地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定有料老人ホーム　慎 上田市神畑260-１ 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 産川 2.0m～5.0m

通所介護（デイサービス） あおぞらの里上田原デイサービスセンター 上田市神畑217-7 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 産川 1.0m～2.0m未満

特定施設入居者生活介護（ 介護付き有料老人ホーム） ラ・ナシカうえだ 上田市神畑217-7 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 産川 1.0m～2.0m未満

児童クラブ 学童保育所バッタの家 上田市築地750-6 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 産川 2.0ｍ～5.0ｍ未満

診療所 ついじ内科消化器科クリニック 上田市築地539-2 浦野川 0.5ｍ未満

神川・浦野川・依田川 その他種類 施設名事業所名 所在地
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2日間396mm

河川 河川

通所介護（デイサービス） 通所介護センターなごやか 別所温泉1828-2 区域内
通所介護（デイサービス） ハッピーデイサービス 材木町2丁目14番63号 区域内 区域内
通所介護（デイサービス） あすか苑デイサービスセンター 前山397-8 区域内
通所介護（デイサービス） 通所介護センターつばさ 腰越1527-1 区域内
通所介護（デイサービス） 大庭の家 真田町傍陽11462 区域内 0.5m未満 傍陽川

通所介護（デイサービス） 戸沢の家 真田町長3928-1 区域内
通所介護（デイサービス） 上田市武石デイサービスセンター「やすらぎ」 下武石771-1 区域内
通所介護（デイサービス） デイサービスセンター鳥屋 武石鳥屋73-30 区域内

認知症対応型通所介護 ニチイケアセンターかわべ 上田原847-4 区域内
認知症対応型通所介護 ＪＡ信州うえだ宅老所しおじり 上塩尻252-1 区域内 5～10ｍ未満 千曲川

認知症対応型通所介護 諏訪形デイサービスセンター 諏訪形1694-4 区域内 区域内
小規模多機能型居宅介護 小規模多機能つばさ 御嶽堂316-1 区域内
認知症対応型共同生活介護 グループホーム諏訪形 諏訪形1694-4 区域内 区域内
認知症対応型共同生活介護 真田グループホーム 真田町長4205-2 区域内
認知症対応型共同生活介護 下原グループホーム 真田町本原668-1 区域内
認知症対応型共同生活介護 グループホームにしうち敬老園 西内800 区域内
地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定有料老人ホーム　一期一会別所 別所温泉214 区域内
短期入所生活介護（ショ ートステイ ） 別所温泉長寿園 別所温泉1828-2 区域内

指定介護老人福祉施設 室賀の里 上室賀19 区域内
指定介護老人福祉施設 依田窪特別養護老人ホーム 下武石776-1 区域内
介護療養型医療施設／短期入所療養介護 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 鹿教湯温泉1777 区域内 区域内
住宅型有料老人ホーム なゆた上田 諏訪形1459-5 区域内

住宅型有料老人ホーム 有料老人ホームひだまり 御嶽堂320-1 区域内
住宅型有料老人ホーム にしうち敬老園 西内800 区域内
通所型サービスA(介護予防重点阿型ミニデイ) ニチイケアセンターかわべ 上田原847-4 区域内

公立保育園 さなだ保育園 真田町長6301 区域内
公立保育園 室賀保育園 下室賀2336-1 区域内
公立保育園 西内保育園 西内8 区域内

公立保育園 武石保育園 下武石753 区域内
公立保育園 国分保育園 国分745-ｲ 区域内
公立保育園 そえひ保育園 真田町傍陽6293 区域内 0.5～1m未満(神川) 傍陽川

公立幼稚園 わかくさ幼稚園 上丸子895 区域内

私立幼稚園 日向幼稚園 小泉1335のｲ 区域内 区域内
学校 丸子中央小学校 上丸子824 区域内
学校 西内小学校 平井1704 区域内 区域内 区域内

学校 長小学校 真田町長4200-3 区域内 区域内
学校 傍陽小学校 真田町傍陽6035-1 区域内 区域内
学校 真田中学校 真田町長6326-1 区域内 区域内
学校 菅平中学校 菅平高原1223-1419 区域内

学校 第三中学校 中央北3-3-62 区域内
学校 丸子修学館高等学校 中丸子810-2 区域内
学校 長野大学 下之郷658-1 区域内 区域内

病院 信州上田医療センター 緑ケ丘1-27-21 区域内
病院 長野県厚生（農協連）鹿教湯三才山リハビリテーショ ンセンター鹿教湯病院 鹿教湯温泉1308 区域内 区域内
病院 長野県厚生（農協連）鹿教湯三才山リハビリテーショ ンセンター三才山病院 鹿教湯温泉1777 区域内 区域内 区域内
診療所 小林医院 真田町傍陽571 区域内

診療所 田中クリニック 常入1丁目7番42号 区域内
診療所 上田市内科・小児科初期救急センター 緑ケ丘1-27-21 区域内
診療所 上田市武石診療所 下武石771-1 区域内

診療所 大久保医院 生田5046 区域内
診療所 さなだクリニック 真田町長3908-１ 区域内
児童クラブ 丸子中央児童クラブ 上丸子824 区域内
児童クラブ 真田子育て支援センター 真田町傍陽6293 区域内 0.5～1m未満(神川) 神川

児童クラブ 傍陽児童クラブ 真田町傍陽6293 区域内 0.5～1m未満(神川) 傍陽川

児童クラブ 長児童クラブ 真田町長4238-1 区域内
児童館 緑が丘児童館 緑が丘2-5-21 区域内

公共施設 武石老人福祉センター寿楽荘 上武石98-2 区域内
公共施設 上田市室賀デイサービスセンター 上室賀19 区域内
障害者施設 しいのみ療護園 下室賀2826 区域内
障害者施設 ともいきライフ住吉 住吉1418-6 区域内

高齢者施設 依田窪特別養護老人ホーム 下武石776-1 区域内
学校 菅平小中学校 菅平高原1223-1419 区域内
障害福祉サービス事業所 風の工房 真田町長2464-1 区域内
障害福祉サービス事業所 絆園 古安曽1650-1 区域内
障害福祉サービス事業所 とんぼハウス 生田5071-1 区域内
障害福祉サービス事業所 山びこの家 手塚1025-1 区域内
障害福祉サービス事業所 ＯＩＤＥＹＯハウス 真田町傍陽8551-2 区域内 区域内
障害福祉サービス事業所 塩田館 古安曽2231-3 区域内 0.5m未満 湯川 追開沢川

障害福祉サービス事業所 ホームとんぼⅡ 中丸子886-1 区域内
障害福祉サービス事業所 絆ホーム 西内7-1 区域内
障害福祉サービス事業所 みやま荘 上丸子2073-5 区域内
障害福祉サービス事業所 室賀ホーム 大字下室賀1480-3 区域内
障害福祉サービス事業所 あらくさホーム 保野428　　　　 区域内
障害福祉サービス事業所 ゆうゆう 上塩尻19 区域内 0.5～3m未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 重症心身障害者ケアホームいちごの家 諏訪形1470-4 区域内
障害福祉サービス事業所 ホームとんぼ 中丸子886-1 区域内
障害福祉サービス事業所 ささらホーム 下室賀1481-10 区域内
障害福祉サービス事業所 わわ 殿城4129-1 区域内
障害福祉サービス事業所 マーチ 上田2037-1 区域内
障害福祉サービス事業所 えがお 真田町本原798-27 区域内
障害福祉サービス事業所 グループホームいこい 諏訪形1490-13 区域内 区域内
子育て支援施設 上田市子育て支援施設　ゆりかご 緑が丘1丁目27番32号 区域内
子育て支援施設 上田市西内子育て支援センター 西内8 区域内
子育て支援施設 上田市真田子育て支援センター 真田町傍陽6293 区域内 0.5～1m未満 傍陽川

児童発達支援施設 蓮の音こども園 住吉1418-6 区域内
診療所 あきメンタルクリニック 天神1-8-1　パレオ3F 区域内 5～10ｍ未満 千曲川

診療所 飯島耳鼻咽喉科医院 大手1-1-78 区域内

診療所 塚原醫院 上丸子1018-1 区域内
児童クラブ 西内児童クラブ 平井1638-1 区域内
児童クラブ 菅平児童クラブ 菅平高原1223-1419 区域内
病院 上田市立産婦人科病院 緑が丘1-27-32 区域内
障害福祉サービス事業所 風ととくべえ 真田町長4634-1 区域内 区域内 区域内
障害福祉サービス事業所 学舎　あそおか 古安曽1566-5 区域内
障害福祉サービス事業所 地域活動支援センター　いこいの家 真田町本原2376-2 区域内

種類 施設名事業所名 所在地

土砂災害 浸水想定区域 「土砂災害警戒

区域内」「浸水

想定区域内」に

分かれていた

表の統合

県管理河川（神

川、浦野川、依田

川）の浸水想定区

域の見直し等に

よる修正
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

103

千曲川

想定最大降雨 河川 想定最大降雨 河川 浸水想定

診療所 はらだ内科クリニック 上田市大屋513-1 0.5ｍ～3.0ｍ未満

学校 長野県上田養護学校 上田市岩下462-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 シャイン 上田市岩下502 10.0ｍ～20.0ｍ未満

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 特別養護老人ホーム　神川愛の郷 上田市蒼久保1145-2 神川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

診療所 かんがわクリニック 上田市蒼久保1144-1 神川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 療育的な運動支援・安全な預かり　こどもプラス 上田市国分1890 3.0ｍ～5.0ｍ未満

学校 神川小学校 上田市国分1386 5.0ｍ～10.0ｍ未満 神川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

児童クラブ 神川児童クラブ 上田市国分1386 5.0ｍ～10.0ｍ未満 神川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

通所介護（デイサービス） 上田市神川デイサービスセンター 上田市国分533-20 神川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

児童館 神川児童センター 上田市国分533-20 神川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

公立保育園 国分保育園 上田市国分745-ｲ 区域内

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護施設『陽だまりの家』 上田市小泉1028 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

私立幼稚園 日向幼稚園 上田市小泉1335のｲ 区域内 区域内

小規模多機能型居宅介護 医療法人緑風会ささいの家－きらめき－ 上田市古里1220 神川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

障害者支援施設 ともいきライフ住吉 上田市住吉1418-6 区域内

障害福祉サービス事業所 わわ 上田市殿城4129-1 区域内

障害福祉サービス事業所 学舎　あそおか 上田市古安曽1566-5 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

サービス付き高齢者向け住宅 A愛ホーム 上田市古安曽2042-6 浦野川 0.5ｍ未満 尾根川 0.5m未満

障害福祉サービス事業所 塩田館 上田市古安曽2231-3 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 湯川 0.5m未満

学校 東塩田小学校 上田市古安曽1113 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 尾根川 0.5m未満

障害福祉サービス事業所 絆園 上田市古安曽1650-1 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

診療所 甲田クリニック 上田市古安曽1833 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 尾根川 0.5m～1.0m未満

住宅型有料老人ホーム A愛ホーム 上田市古安曽2042-6 浦野川 0.5ｍ未満 尾根川 0.5m未満

児童館 東塩田児童センター 上田市古安曽2056-1 浦野川 0.5ｍ未満 尾根川 0.5m未満

子育て支援施設 東塩田子育てひろば 上田市古安曽2056-1 浦野川 0.5ｍ未満 尾根川 0.5ｍ未満

短期入所生活介護（ショ ートステイ ） しものごう敬老園 上田市下之郷463-１ 浦野川 0.5m未満 尾根川 0.5m未満

指定介護老人福祉施設 しものごう敬老園 上田市下之郷463-１ 浦野川 0.5ｍ未満 尾根川 0.5m未満

指定介護老人福祉施設 ユニット型しものごう敬老園 上田市下之郷463-１ 浦野川 0.5ｍ未満 尾根川 0.5m未満

学校 長野大学 上田市下之郷658-1 区域内 区域内

公立保育園 東塩田保育園 上田市下之郷806-3 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 尾根川 0.5m未満

障害福祉サービス事業所 四番館 上田市五加1073-1 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 産川 0.5m未満

障害福祉サービス事業所 生活介護事業所Ｎa２ 上田市保野324-1 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 湯川 0.5m未満

通所介護（デイサービス） コープながの福祉センター宅老所こーぷの家保野 上田市保野398 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 湯川 0.5m未満

障害福祉サービス事業所 あらくさホーム 上田市保野428　　　　 区域内

診療所 橋本医院 上田市舞田1 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 追開沢川 0.5m未満

障害福祉サービス事業所 舞田館 上田市舞田232 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 追開沢川 0.5m～1.0m未満

障害福祉サービス事業所 地域活動支援センター　せせらぎ 上田市八木沢27 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 湯川 1.0m～2.0m未満

障害福祉サービス事業所 グループホーム八木沢ハイツ 上田市八木沢15-1 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 湯川 0.5m未満

診療所 わかた内科 上田市新町180-1 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 産川 0.5m～1.0m未満

通所介護（デイサービス） あすか苑デイサービスセンター 上田市前山397-8 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 山びこの家 上田市手塚1025-1 区域内

学校 塩田西小学校 上田市山田476-1 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 追開沢川 0.5m未満

地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定有料老人ホーム　一期一会別所 上田市別所温泉214 区域内

通所介護（デイサービス） 通所介護センターなごやか 上田市別所温泉1828-2 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

短期入所生活介護（ショ ートステイ ） 別所温泉長寿園 上田市別所温泉1828-2 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

指定介護老人福祉施設 別所温泉長寿園 上田市別所温泉1828-2 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

公立保育園 浦里保育園 上田市仁古田171 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

通所リハビリテーショ ン（デイ ケア） 川西生協診療所 上田市仁古田357-１ 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満 阿鳥川 0.5m未満

診療所 川西生協診療所 上田市仁古田357-１ 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

学校 川西小学校 上田市仁古田508 浦野川 一部0.5m未満

学校 浦里小学校 上田市浦野237 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

児童クラブ 浦里児童クラブ 上田市浦野57-4 浦野川 0.5ｍ未満

公立保育園 室賀保育園 上田市下室賀2336-1 区域内

障害者支援施設 しいのみ療護園 上田市下室賀2826 区域内

通所介護（デイサービス） 上田市室賀デイサービスセンター 上田市上室賀19 区域内 浦野川 0.5～3.0ｍ未満

短期入所生活介護（ショ ートステイ ） 室賀の里短期生活介護センター 上田市上室賀19 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

指定介護老人福祉施設 室賀の里 上田市上室賀19 区域内 浦野川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

通所型サービスA(介護予防重点阿型ミニデイ) 室賀デイサービスセンター 上田市上室賀19 区域内 浦野川 0.5～3.0ｍ未満

通所リハビリテーショ ン（デイ ケア） 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 上田市鹿教湯温泉1308 一部区域内

通所型サービスA(介護予防重点阿型ミニデイ) 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 上田市鹿教湯温泉1308 一部区域内

病院 長野県厚生（農協連）鹿教湯三才山リハビリテーショ ンセンター鹿教湯病院 上田市鹿教湯温泉1308 区域内 区域内

通所リハビリテーショ ン（デイ ケア） 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 上田市鹿教湯温泉1777 区域内 一部区域内

介護療養型医療施設／短期入所療養介護 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 上田市鹿教湯温泉1777 区域内 区域内

病院 長野県厚生（農協連）鹿教湯三才山リハビリテーショ ンセンター三才山病院 上田市鹿教湯温泉1777 区域内 区域内 区域内

障害福祉サービス事業所 鹿教湯三才山リハビリテーショ ンセンター三才山病院　指定療養介護事業所かりん 上田市鹿教湯温泉1777 区域内 一部区域内

障害福祉サービス事業所 長野県厚生農業協同組合連合会　鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 三才山病院 上田市鹿教湯温泉1777 区域内 一部区域内

認知症対応型共同生活介護 グループホームにしうち敬老園 上田市西内800 区域内

障害福祉サービス事業所 絆ホーム 上田市西内7-1 区域内

公立保育園 西内保育園 上田市西内8 区域内

児童クラブ 上田市西内子育て支援センター 上田市西内8 区域内

通所介護（デイサービス） にしうち敬老園デイサービスセンター 上田市西内800 一部区域内

住宅型有料老人ホーム にしうち敬老園 上田市西内800 区域内

学校 西内小学校 上田市平井1704 区域内 区域内 区域内

特別警戒

区域急傾

斜地

警戒区

域地す

べり

神川・浦野川・依田川 その他種類 施設名事業所名 所在地

土砂災害 浸水想定区域

警戒区域

土石流

特別警戒

区域

土石流

警戒区域

急傾斜地

９ 浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施設

警戒区

域土石

流

特別警

戒区域

土石流

警戒区

域急傾

斜地

特別警

戒区域

急傾斜

警戒区

域地す

べり

2日間降雨

186ｍｍ

想定最大降雨

2日間396mm
河川 河川

通所介護（デイサービス） ほほ笑みホーム御所 御所番外54-330 0.5～1m未満 5～10ｍ未満 千曲川

通所介護（デイサービス） ほほ笑みホーム中之条 中之条222-3 3～5ｍ未満 千曲川

通所介護（デイサービス） 東信医療生活協同組合元気倶楽部まゆ 上塩尻243-1 0.5m未満 5～10ｍ未満 千曲川

通所介護（デイサービス） デイサービスあすか 上塩尻192-5 5～10ｍ未満 千曲川

通所介護（デイサービス） 宅幼老所すわがたの家 諏訪形732 5～10ｍ未満 千曲川

通所介護（デイサービス） あおぞらの里上田原デイサービスセンター 神畑217-7 1～2m未満 産川

通所介護（デイサービス） あさがお上田 下之条636-1 0.5m未満 3～5ｍ未満 浦野川

通所介護（デイサービス） コープながの福祉センター宅老所こーぷの家保野 保野398 0.5m未満 湯川

通所介護（デイサービス） ベルポートまるこデイサービスセンター 中丸子1897-1 0.5m未満 依田川

通所介護（デイサービス） 大庭の家 真田町傍陽11462 区域内 0.5m未満 傍陽川

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ(ﾃﾞｲｹｱ) 上田生協診療所　デイケア絹の里 上塩尻393-1 0.5m未満 5～10ｍ未満 千曲川

認知症対応型通所介護 ＪＡ信州うえだ宅老所しおじり 上塩尻252-1 区域内 5～10ｍ未満 千曲川

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護施設『陽だまりの家』 小泉1028 1～2m未満 浦野川

小規模多機能型居宅介護 南天神の家 天神4丁目2055-6 5～10ｍ未満 千曲川

小規模多機能型居宅介護 医療法人緑風会ささいの家－きらめき－ 古里1220 0.5m未満 神川

認知症対応型共同生活介護 グループホーム北大手 中央西1丁目2番10号 0.5m未満 矢出沢川

地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定有料老人ホーム　慎 神畑260-１ 2～5m(産川) 産川
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ユニット型地域密着特別養護老人ホームすわべ敬老園 常磐城2243-1 5～10ｍ未満 千曲川

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 特別養護老人ホーム　神川愛の郷 蒼久保1145-2 0.5～1m未満 神川
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特別養護老人ホーム　大樹 長瀬2885 5～10ｍ未満 依田川 千曲川

短期入所生活介護（ショ ートステイ） しものごう敬老園 下之郷463-１ 0.5m未満 尾根川

指定介護老人福祉施設 ベルポートまるこ東 中丸子1897-1 0.5m未満 依田川

短期入所療養介護(医療型ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 御所苑 御所666 0.5～1m未満 5～10ｍ未満 千曲川

短期入所療養介護(医療型ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 介護老人保健施設なないろ 上塩尻393-1 0.5m未満 5～10ｍ未満 千曲川

特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ﾎｰﾑ) 介護付き有料老人ホーム　うえだみなみ敬老園 常田1丁目4番12号 5～10ｍ未満 千曲川

特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ﾎｰﾑ) ラ・ナシカうえだ 神畑217-7 1～2m未満 産川
特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ﾎｰﾑ) 介護付き有料老人ホーム　まるこ敬老園 中丸子1623-11 0.5m未満 依田川

住宅型有料老人ホーム A愛ホーム 古安曽2042-6 0.5m未満 尾根川

サービス付き高齢者向け住宅 一期一会 中之条120 5～10ｍ未満 千曲川

サービス付き高齢者向け住宅 A愛ホーム 古安曽2042-6 0.5m未満 尾根川

公立保育園 塩尻保育園 上塩尻195-1 5～10ｍ未満 千曲川

私立保育園 歓喜園（保育園かんぎおん） 常磐城3-7-48 0.5m未満 0.5ｍ未満 矢出沢川 千曲川

私立保育園 三好町保育園 諏訪形1169-1 3～5ｍ未満 千曲川

公立保育園 南部保育園 常田1-5-1 5～10ｍ未満 千曲川

公立保育園 中丸子保育園 中丸子1852-5 0.5～1m未満 依田川

公立保育園 下之条保育園 下之条801-イ 0.5m未満 3～5ｍ未満 千曲川

私立保育園 みのり保育園 中之条501-10 5～10ｍ未満 千曲川

公立保育園 城下保育園 諏訪形934 3～5ｍ未満 千曲川

公立保育園 神川第一保育園 大屋631-2 1～2m未満 5～10ｍ未満 千曲川

私立保育園 三好町保育園乳児園 御所232-3 3～5ｍ未満 千曲川

公立保育園 浦里保育園 仁古田171 2～5m未満 浦野川

公立保育園 長瀬保育園 長瀬2466 0.5m未満 依田川

公立保育園 そえひ保育園 真田町傍陽6293 区域内 0.5～1m未満(神川) 傍陽川

公立保育園 東塩田保育園 下之郷806-3 0.5m未満 尾根川

公立幼稚園 ちぐさ幼稚園 塩川2620 1～2m未満 5～10ｍ未満 千曲川

学校 浦里小学校 浦野237 0.5m未満 浦野川

学校 塩尻小学校 上塩尻219 5～10ｍ未満 千曲川

学校 塩田西小学校 山田476-1 0.5m未満 追開沢川

学校 丸子北小学校 生田3556 0.5～1m未満 依田川

学校 城下小学校 諏訪形928-2 3～5ｍ未満 千曲川

学校 神川小学校 国分1386 0.5m未満 5～10ｍ未満 神川 千曲川

学校 川西小学校 仁古田508 0.5m未満 浦野川

学校 東塩田小学校 古安曽1113 0.5m未満 尾根川

学校 南小学校 中之条485 5～10ｍ未満 千曲川

学校 北小学校 中央北3-1-52 0.5m未満 矢出沢川

学校 依田窪南部中学校 下武石111 1～2m未満 武石川

学校 第四中学校 諏訪形1200 3～5ｍ未満 千曲川

学校 上田西高等学校 下塩尻868-38 1～2m未満 5～10ｍ未満 千曲川

学校 上田千曲高等学校 中之条626 5～10ｍ未満 千曲川

病院 （医）健救会柳澤病院 中央西1丁目2番10号 0.5m未満 矢出沢川

病院 メンタルサポートそよかぜ病院 塩川3057-1 5～10ｍ未満 千曲川 依田川

病院 整形外科上田花園病院 中央西1-15-25 0.5m未満 矢出沢川

病院 丸子中央病院 中丸子1771-1 0.5m未満 依田川

診療所 橋本医院 舞田1 0.5m未満 追開沢川

診療所 城南医院 御所373 3～5ｍ未満 千曲川

診療所 医療法人　三原内科医院 中之条99-21 3～5ｍ未満 千曲川

診療所 医療法人三折堂　宮下医院 中央西1-15-12 0.5m未満 矢出沢川

診療所 上田生協診療所 上塩尻393-1 0.5m未満 5～10ｍ未満 千曲川

診療所 金井医院 国分1122-1 0.5～3ｍ未満

診療所 わかた内科 新町180-1 0.5～1m未満 産川

診療所 医療法人　堀こどもクリニック 中之条800-5 3～5ｍ未満 千曲川

診療所 （医）半田循環器科・内科医院 中之条416-3 0.5～3ｍ未満 千曲川

診療所 川西生協診療所 仁古田357-１ 0.5～1m未満 浦野川

診療所 ついじ内科消化器科クリニック 築地539-2 0.5～1m未満 0.5ｍ未満 浦野川

診療所 甲田クリニック 古安曽1833 0.5～1m未満 尾根川

診療所 かんがわクリニック 蒼久保1144-1 0.5m未満 千曲川

診療所 上田透析クリニック 御所674 1～2m未満 5～10ｍ未満 千曲川

診療所 はらだ内科クリニック 大屋513-1 0.5～3ｍ未満 千曲川

診療所 山浦内科クリニック 長瀬3441-4 0.5m未満 依田川

診療所 沖山医院 長瀬2826-1 0.5～1m未満 依田川

診療所 日比優一クリニック 上田原158-1 0.5～3ｍ未満

種類 施設名事業所名 所在地

土砂災害 浸水想定区域 県管理河川（神

川、浦野川、依田

川）の浸水想定区

域の見直し等に

よる修正
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

104

千曲川

想定最大降雨 河川 想定最大降雨 河川 浸水想定

診療所 塚原醫院 上田市上丸子1018-1 区域内 依田川 0.5ｍ未満

学校 丸子中央小学校 上田市上丸子824 区域内

特定施設入居者生活介護（ 介護付き有料老人ホーム） 介護付き有料老人ホーム　まるこ敬老園 上田市中丸子1623-11 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

短期入所生活介護（ショ ートステイ ） ベルポートまるこ東 上田市中丸子1897-1 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

指定介護老人福祉施設 ベルポートまるこ東 上田市中丸子1897-1 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

子育て支援施設 丸子子育てサロン 上田市中丸子1623-34 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所リハビリテーショ ン（デイ ケア） 丸子中央病院 上田市中丸子1771-1 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

介護療養型医療施設／短期入所療養介護 丸子中央病院 上田市中丸子1771-1 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所型サービスA(介護予防重点阿型ミニデイ) 丸子中央病院 上田市中丸子1771-1 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

病院 丸子中央病院 上田市中丸子1771-1 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

公立保育園 中丸子保育園 上田市中丸子1852-5 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

通所介護（デイサービス） ベルポートまるこデイサービスセンター 上田市中丸子1897-1 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

学校 丸子修学館高等学校 上田市中丸子810-2 区域内

障害福祉サービス事業所 ホームとんぼⅡ 上田市中丸子886-1 区域内

障害福祉サービス事業所 ホームとんぼ 上田市中丸子886-1 区域内

住宅型有料老人ホーム 有料老人ホームひだまり 上田市御嶽堂320-1 区域内 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能つばさ 上田市御嶽堂316-1 区域内 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

認知症対応型共同生活介護 グループホームつばさ 上田市御嶽堂316-1 区域内 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

児童クラブ 丸子北児童クラブ 上田市生田3531 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

学校 丸子北小学校 上田市生田3556 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

診療所 大久保医院 上田市生田5046 区域内

障害福祉サービス事業所 とんぼハウス 上田市生田5071-1 区域内

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特別養護老人ホーム　大樹 上田市長瀬2885 5.0ｍ～10.0ｍ未満 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

公立保育園 長瀬保育園 上田市長瀬2466 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

診療所 沖山医院 上田市長瀬2826-1 依田川 5.0ｍ～10.0ｍ未満

短期入所生活介護（ショ ートステイ ） 地域密着型特別養護老人ホーム　大樹 上田市長瀬2885 5.0ｍ～10.0ｍ未満 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

短期入所生活介護（ショ ートステイ ） ショートステイ大樹 上田市長瀬2885 5.0ｍ～10.0ｍ未満 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 きらり 上田市長瀬2885 5.0ｍ～10.0ｍ未満 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

診療所 山浦内科クリニック 上田市長瀬3441-4 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

障害福祉サービス事業所 グループホーム第二ひまわり 上田市長瀬宮下2908-3 5.0ｍ～10.0ｍ未満 依田川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

公立幼稚園 ちぐさ幼稚園 上田市塩川2620 5.0ｍ～10.0ｍ未満 依田川 0.5ｍ未満

病院 メンタルサポートそよかぜ病院 上田市塩川3057-1 5.0ｍ～10.0ｍ未満 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

学校 菅平小中学校 上田市菅平高原1223-1419 区域内

認知症対応型共同生活介護 真田グループホーム 上田市真田町長4205-2 区域内

障害福祉サービス事業所 風の工房 上田市真田町長2464-1 区域内

診療所 さなだクリニック 上田市真田町長3908-１ 区域内

通所介護（デイサービス） 戸沢の家 上田市真田町長3928-1 区域内

学校 長小学校 上田市真田町長4200-3 区域内 区域内

児童クラブ 長児童クラブ 上田市真田町長4238-1 区域内

公立保育園 さなだ保育園 上田市真田町長6301 区域内

学校 真田中学校 上田市真田町長6326-1 区域内 区域内 神川 3.0ｍ～5.0ｍ未満

通所介護（デイサービス） 大庭の家 上田市真田町傍陽11462 区域内 神川 0.5～3.0ｍ未満 傍陽川 0.5m未満

診療所 小林医院 上田市真田町傍陽571 区域内

学校 傍陽小学校 上田市真田町傍陽6035-1 区域内 区域内

公立保育園 そえひ保育園 上田市真田町傍陽6293 区域内 傍陽川 0.5m～1.0m未満(神川)

児童クラブ 傍陽児童クラブ 上田市真田町傍陽6293 区域内 傍陽川 0.5m～1.0m未満(神川)

障害福祉サービス事業所 ＯＩＤＥＹＯハウス 上田市真田町傍陽8551-2 区域内 区域内 神川 0.5ｍ～3.0ｍ未満

認知症対応型共同生活介護 下原グループホーム 上田市真田町本原668-1 区域内

通所介護（デイサービス） デイサービスセンター鳥屋 上田市武石鳥屋73-30 区域内

短期入所生活介護（ショ ートステイ ） 依田窪特別養護老人ホーム短期入所生活介護事業 上田市下武石776-1 区域内

指定介護老人福祉施設 依田窪特別養護老人ホーム 上田市下武石776-1 区域内

学校 依田窪南部中学校 上田市下武石111 依田川 3.0ｍ～5.0ｍ未満 武石川 1.0m～2.0m未満

公立保育園 武石保育園 上田市下武石752 区域内

通所介護（デイサービス） 上田市武石デイサービスセンター「やすらぎ」 上田市下武石771-1 区域内

診療所 上田市武石診療所 上田市下武石771-1 区域内

公共施設 武石老人福祉センター寿楽荘 上田市上武石98-2 区域内

特別警戒

区域

土石流

警戒区域

急傾斜地

特別警戒

区域急傾

斜地

警戒区

域地す

べり

神川・浦野川・依田川 その他種類 施設名事業所名 所在地

土砂災害 浸水想定区域

警戒区域

土石流
警戒区
域土石

流

特別警
戒区域

土石流

警戒区
域急傾

斜地

特別警
戒区域

急傾斜

警戒区
域地す

べり

2日間降雨

186ｍｍ

想定最大降雨

2日間396mm
河川 河川

児童クラブ 浦里児童クラブ 浦野57-1 0.5m未満 浦野川

児童クラブ 塩尻児童クラブ 上塩尻219 5～10ｍ未満 千曲川

児童クラブ 神川児童クラブ 国分1386 0.5m未満 5～10ｍ未満 神川 千曲川

児童クラブ 丸子北児童クラブ 生田3531 1～2m未満 依田川

児童クラブ 傍陽児童クラブ 真田町傍陽6293 区域内 0.5～1m未満(神川) 傍陽川

児童クラブ 神川児童センター 国分533-20 0.5m未満 神川

児童館 東塩田児童センター 古安曽2056-1 0.5m未満 尾根川

公共施設 高齢者福祉センター 常磐城3丁目3番18号 0.5～1m未満 5～10ｍ未満 千曲川

公共施設 塩田西デイサービスセンター 舞田93-2 0.5m未満

公共施設 上田市神川デイサービスセンター 国分533-20 0.5m未満 神川

公共施設 上田市中央デイサービスセンター 常磐城3丁目3番18号 1～2m未満 5～10ｍ未満 千曲川

障害者施設 上田しいのみ園 中之条801 3～5ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 上田市つむぎの家 中之条802-2 3～5ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 ともいき宝池和順 中央北2-7-3 0.5m未満 矢出沢川

障害福祉サービス事業所 ともいき宝池慈光 中央北2-7-3 0.5m未満 矢出沢川

障害福祉サービス事業所 生活介護事業所Ｎa２ 保野324-1 0.5m未満 湯川

障害福祉サービス事業所 きらり 長瀬2885 5～10ｍ未満 依田川 千曲川

障害福祉サービス事業所 スタジオライト 中央4-7-23 0.5～1m未満 矢出沢川

障害福祉サービス事業所 舞田館 舞田232 0.5～1m未満 追開沢川

障害福祉サービス事業所 和裁舎 小牧1206-4 0.5m未満 3～5ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 ほっとタイム常田 常田1-3-19 5～10ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 塩田館 古安曽2231-3 区域内 0.5m未満 湯川 追開沢川

障害福祉サービス事業所 新田ホーム 中央北2-7-5 0.5m未満 矢出沢川

障害福祉サービス事業所 ゆうゆう 上塩尻19 区域内 0.5～3ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 グループホーム第二ひまわり 長瀬宮下2908-3 5～10ｍ未満 依田川 千曲川

障害福祉サービス事業所 和ホーム 中央北2-7-3 0.5m未満 矢出沢川

障害福祉サービス事業所 グループホーム八木沢ハイツ 八木沢15-1 0.5m未満 湯川

障害福祉サービス事業所 四番館 加1073-1 0.5m未満 産川

障害福祉サービス事業所 グループホーム竹の子 中央4丁目14番14号 0.5～1m未満 矢出沢川

乳児院 うえだみなみ乳児院 常田1-4-12 5～10ｍ未満 千曲川

子育て支援施設 上田市中丸子子育て支援センター 中丸子1852-5 0.5～1m未満

子育て支援施設 上田市真田子育て支援センター 真田町傍陽6293 区域内 0.5～1m未満 傍陽川

子育て支援施設 丸子子育てサロン 中丸子1623-34 0.5m未満 依田川

診療所 あきわ皮膚科 秋和310-15 0.5m未満 0.5～3ｍ未満 千曲川

診療所 渡辺皮膚科・形成外科クリニック 小牧374-3 0.5m未満 5～10ｍ未満 千曲川

学校 長野県上田養護学校 岩下462-1 1～2m未満 5～10ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 塩田東ホーム（NPO法人　りんどう） 古安曽1997-1 0.5m未満 尾根川

障害福祉サービス事業所 上田明照会グループホーム 中央北2-7-5 0.5m未満 矢出沢川

通所介護(デイサービス) おおやの家 大屋532-1 0.5m未満 5～10ｍ未満 瀬沢川

診療所 あきメンタルクリニック 天神1-8-1　パレオ3F 区域内 5～10ｍ未満 千曲川

診療所 あさむら耳鼻咽喉科クリニック 秋和304-5 0.5m未満 5～10ｍ未満 千曲川

診療所 いずみ眼科 天神3-5-1　アリオ上田2F 0.5m未満 5～10ｍ未満 千曲川

診療所 下田眼科 常田1-10-78 5～10ｍ未満 千曲川

診療所 長島耳鼻咽喉科医院 中之条536-6 3～5ｍ未満 千曲川

児童クラブ 塩田西児童クラブ 山田476-1 0.5m未満

児童クラブ 学童保育所太郎の家 中央北2-9-15 0.5ｍ未満 矢出沢川 黄金沢川

児童クラブ 学童保育所たんぽぽ分室ふれんど 諏訪形705-2 5～10ｍ未満 千曲川

児童クラブ 学童保育所バッタの家 築地750-6 2.～5ｍ未満 0.5～3ｍ未満 産川

児童クラブ 学童保育所トットの家 中之条519-4 3～5ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 就労支援センターさんと 中之条118-9 5～10ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 地域活動支援センター　せせらぎ 八木沢27 1～2m未満 湯川

障害福祉サービス事業所 療育的な運動支援・安全な預かり　こどもプラス 国分1890 3～5ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 シャイン 岩下502 2～5ｍ未満 10～20ｍ未満 千曲川

障害福祉サービス事業所 在宅サポートセンター　ハル 下之郷121 0.5ｍ未満 尾根川

種類 施設名事業所名 所在地

土砂災害 浸水想定区域 県管理河川（神

川、浦野川、依田

川）の浸水想定区

域の見直し等に

よる修正
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

119 １２ 災害時応援協定

（1）協定締結団体等連絡先

協定名称 締結団体等連絡先

1 長野県市町村災害時相互応援協定 県内全市町村

2
長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に

関する協定
長野県危機管理防災課 026-235-7184

3 長野県消防相互応援協定
消防事務受託市・一部事務組合・広

域連合

4

災害時における相互応援に関する協定

鎌倉市総合防災課 0467-23-3000

5 上越市防災危機管理課 025-526-5111

6 豊岡市防災課 0796-23-1111

7 九度山町地域防災課 0736-54-2019

8 練馬区防災計画課 03-5984-1327

9
災害時相互応援に関する協定

上尾市危機管理防災課 048-775-5140

10 沼津市危機管理課 055-934-4803

外国人集住都市会議災害時相互応援協定 長浜市企画部市民協働推進課 0749-65-8711

11 災害時における郵便局と上田市の協力協定 上田郵便局（旧上田市内郵便局） 0268-23-2276

12
千曲川河川事務所と上田市における防災情報

ネットワークに関する協定
千曲川河川事務所防災情報課 026-227-7875

13
道路損傷等による危険箇所の情報提供の協力に関する

協定
長野県タクシー協会上小支部

0268-22-8484

（菅平観光タクシー（株））

14 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局・

北陸地方整備局

(関東)048-608-3151

(北陸)025-280-8880

15 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 03-6864-3167

16 防災啓発情報等に関する協定 NTTタウンページ株式会社 026-291-1536

17
電柱巻付型のスポンサー広告付避難場所誘導看板に関

する協定
中電興業株式会社（上田営業所） 0268-23-2315

18 アマチュア無線による災害時応援協定 上田市アマチュア無線非常通信協力会 （会長）

19
災害時におけるケーブルテレビ放送及びラジオ放送の

要請に関する協定

株式会社上田ケーブルビジョン

丸子テレビ放送株式会社

0268-23-1600

0268-43-2111

20 災害時における支援活動に関する協定 一般社団法人上田青年会議所事務局 0268-22-5074

21 災害時における必要物資の調達に関する協定
信州うえだ農業協同組合

総務企画部
0268-25-7800

22
災害時における応急生活物資供給等の協力に

関する協定

生活協同組合コープながの

災害対策本部事務局

026-261-1200

026-261-1222

23 災害時における物資供給の協力に関する協定 NPO 法人コメリ災害対策センター事務局 025-371-4185

24 災害時における飲料水の供給に関する協定
北陸コカ・コーラボトリング株式会

社東信支店
0268-64-8620

25 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 上田卸商業協同組合事務局 0268-22-6649

26 災害時における飲料水の供給に関する協定
サントリービバレッジサービス株式

会社関東・信越営業本部
026-284-2414

27 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 株式会社カインズ本部 0495-25-1000

28
災害時における被災者に対する防災活動協力

に関する協定

イオンリテール株式会社

北陸信越カンパニー長野事業部
0263-27-3811

１２ 災害時応援協定

（1）協定締結団体等連絡先

協定名称 締結団体等連絡先

1 長野県市町村災害時相互応援協定 県内全市町村

2
長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に

関する協定
長野県危機管理防災課 026-235-7184

3 長野県消防相互応援協定
消防事務受託市・一部事務組合・広

域連合

4

災害時における相互応援に関する協定

鎌倉市総合防災課 0467-23-3000

5 上越市防災危機管理課 025-526-5111

6 豊岡市防災課 0796-23-1111

7 九度山町地域防災課 0736-54-2019

8 練馬区防災計画課 03-5984-1327

9
災害時相互応援に関する協定

上尾市危機管理防災課 048-775-5140

10 沼津市危機管理課 055-934-4803

外国人集住都市会議災害時相互応援協定 長浜市企画部市民協働推進課 0749-65-8711

11 災害時における郵便局と上田市の協力協定 上田郵便局（旧上田市内郵便局） 0268-23-2276

12
千曲川河川事務所と上田市における防災情報

ネットワークに関する協定
千曲川河川事務所防災情報課 026-227-7875

13
道路損傷等による危険箇所の情報提供の協力に関する

協定
長野県タクシー協会上小支部

0268-22-8484

（菅平観光タクシー（株））

14 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局・

北陸地方整備局

(関東)048-608-3151

(北陸)025-280-8880

15 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 03-6864-3167

16 防災啓発情報等に関する協定 NTTタウンページ株式会社 026-291-1536

17
電柱巻付型のスポンサー広告付避難場所誘導看板に関

する協定
中電興業株式会社（上田営業所） 0268-23-2315

18 アマチュア無線による災害時応援協定 上田市アマチュア無線非常通信協力会 （会長）

19
災害時におけるケーブルテレビ放送及びラジオ放送の

要請に関する協定

株式会社上田ケーブルビジョン

丸子テレビ放送株式会社

0268-23-1600

0268-43-2111

20 災害時における支援活動に関する協定 一般社団法人上田青年会議所事務局 0268-22-5074

21 災害時における必要物資の調達に関する協定
信州うえだ農業協同組合

総務企画部
0268-25-7800

22
災害時における応急生活物資供給等の協力に

関する協定

生活協同組合コープながの

災害対策本部事務局

026-261-1200

026-261-1222

23 災害時における物資供給の協力に関する協定 NPO 法人コメリ災害対策センター事務局 025-371-4185

24 災害時における飲料水の供給に関する協定
北陸コカ・コーラボトリング株式会

社東信支店
0268-64-8620

25 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 上田卸商業協同組合事務局 0268-22-6649

26 災害時における飲料水の供給に関する協定
サントリービバレッジサービス株式

会社関東・信越営業本部
026-284-2414

27 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 株式会社カインズ本部 0495-25-1000

28
災害時における被災者に対する防災活動協力

に関する協定

イオンリテール株式会社

北陸信越カンパニー長野事業部
0263-27-3811

追加修正

（以下同じ）
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

120

協定名称 締結団体等連絡先

29 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定
長野県石油商業組合事務局・同上小

支部
026-254-5600

30 災害時におけるＬＰガスの供給等に関する協定
長野ＬＰ協会上小支部

一般社団法人長野県ＬＰガス協会

0268-23-3609

（上田地域振興局商工観光課内）

31 災害時における物資供給の協力に関する協定 コムパックシステム株式会社 0268-24-9500

32 災害時における物資等の供給に関する協定 アークランドサカモト株式会社 0268-28-6341

33
災害時における物資の供給並びに被災者に対する支援

協力に関する協定
株式会社 イトーヨーカ堂

0268-26-7711

（アリオ上田）

34 長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱
会員市町村・水道事業団・

一部事務組合・長野県企業局

35 給水援助協定 長野県企業局 026-235-7371

36 災害時の応急活動の連携に関する協定 長野県企業局 026-235-7371

37 災害時における応急措置に関する協定 上田市防災支援協会 0268-26-1515

38 災害時等の応急措置に関する協定 上田市上下水道事業協同組合 0268-24-1329

39 災害等の応急措置に関する協定 丸子水道工事事業協同組合
0268-42-2539

（小林燃料店）

40 災害等の応急措置に関する協定 真田町上下水道協会 ―

41

災害時等における要援護者の緊急受入れに関する協定

社会福祉法人上田しいのみ会

法人事務局

0268-31-0001

（しいのみ療護園内）

42 社会福祉法人上田明照会事務局 0268-27-6633

43 社会福祉法人かりがね福祉会法人本部 0268-72-3431

44 医療法人共和会 0268-38-2221

45 社会福祉法人恵仁福祉協会
0268-72-2781

(アザレアンさなだ)

46 社会福祉法人敬老園本部 0268-28-1170

47 医療法人光仁会
0268-39-1187

（チェリーガーデン）

48 社会福祉法人ジェイエー長野会本部 026-236-2308

49 医療法人慈修会 0268-27-2737

50 社会福祉法人別所清明会
0268-38-3160

（長寿園）

51 医療法人丸山会 0268-42-1111

52 社会福祉法人依田窪福祉会法人本部 0268-85-2202

53
社会福祉法人りんどう信濃会

法人事務所
0265-82-4435

54 災害時におけるし尿等の収集運搬の協力に関する協定 長野県環境整備事業協同組合事務局 0267-88-6566

55 災害時における資機材リースの協力に関する協定 長野県建設機械リース業協会 0265-49-8252（事務局）

56 災害時における応急危険度判定の協力に関する協定 社団法人長野県建築士会上小支部
0268-26-1412

（上田地域振興局建築課内）

57
地震等大規模災害時における被災建築物等の

解体撤去に関する協定

協同組合長野県解体工事業協会事務

局
026-219—2455

58
災害時における調査、測量及び設計等の応急復旧業務

に関する協定
上田市測量設計業協議会 0268-24-8230

59 災害時における応援に関する協定 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 052-930-5513

協定名称 締結団体等連絡先

29 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定
長野県石油商業組合事務局・同上小

支部
026-254-5600

30 災害時におけるＬＰガスの供給等に関する協定
長野ＬＰ協会上小支部

一般社団法人長野県ＬＰガス協会

0268-23-3609

（上田地域振興局商工観光課内）

31 災害時における物資供給の協力に関する協定 コムパックシステム株式会社 0268-24-9500

32 災害時における物資等の供給に関する協定 アークランドサカモト株式会社 0268-28-6341

33 長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱
会員市町村・水道事業団・

一部事務組合・長野県企業局

34 給水援助協定 長野県企業局 026-235-7371

35 災害時の応急活動の連携に関する協定 長野県企業局 026-235-7371

36 災害時における応急措置に関する協定 上田市防災支援協会 0268-26-1515

37 災害時等の応急措置に関する協定 上田市上下水道事業協同組合 0268-24-1329

38 災害等の応急措置に関する協定 丸子水道工事事業協同組合
0268-42-2539

（小林燃料店）

39 災害等の応急措置に関する協定 真田町上下水道協会 ―

40

災害時等における要援護者の緊急受入れに関する協定

社会福祉法人上田しいのみ会

法人事務局

0268-31-0001

（しいのみ療護園内）

41 社会福祉法人上田明照会事務局 0268-27-6633

42 社会福祉法人かりがね福祉会法人本部 0268-72-3431

43 医療法人共和会 0268-38-2221

44 社会福祉法人恵仁福祉協会
0268-72-2781

(アザレアンさなだ)

45 社会福祉法人敬老園本部 0268-28-1170

46 医療法人光仁会
0268-39-1187

（チェリーガーデン）

47 社会福祉法人ジェイエー長野会本部 026-236-2308

48 医療法人慈修会 0268-27-2737

49 社会福祉法人別所清明会
0268-38-3160

（長寿園）

50 医療法人丸山会 0268-42-1111

51 社会福祉法人依田窪福祉会法人本部 0268-85-2202

52
社会福祉法人りんどう信濃会

法人事務所
0265-82-4435

53 災害時におけるし尿等の収集運搬の協力に関する協定 長野県環境整備事業協同組合事務局 0267-88-6566

54 災害時における資機材リースの協力に関する協定 長野県建設機械リース業協会 0265-49-8252（事務局）

55 災害時における応急危険度判定の協力に関する協定 社団法人長野県建築士会上小支部
0268-26-1412

（上田地域振興局建築課内）

56
地震等大規模災害時における被災建築物等の

解体撤去に関する協定

協同組合長野県解体工事業協会事務

局
026-219—2455

57
災害時における調査、測量及び設計等の応急復旧業務

に関する協定
上田市測量設計業協議会 0268-24-8230

58 災害時における応援に関する協定 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 052-930-5513

追加修正

（以下同じ）
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

121

協定名称 締結団体等連絡先

60
災害時における交通及び地域安全の確保等に係る業務

に関する協定
一般社団法人長野県警備業協会 026-226-1211

61 災害時等の応急対策業務に関する協定 上田市電設業協会
0268-42-2456

（松山電機㈱）

62 無人航空機による災害応急対策活動に関する協定 有限会社ヒカリ 0268-85-2681

63 災害時における電気の保安に関する協定
一般財団法人中部電気保安協会長野

支店上田営業所
0268-23-0985

64 災害時における相互協力に関する協定
中部電力株式会社電力ネットワーク

カンパニー上田営業所
0268-23-8200

65 災害時等における要援護者の輸送協力に関する協定 長野県タクシー協会上小支部
0268-22-8484

（菅平観光タクシー（株））

66

災害時の医療救護についての協定

上田市医師会 0268-22-0655

67 小県医師会 0268-24-1022

68 上田小県歯科医師会 0268-22-2160

69 災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給についての協定 上田薬剤師会 0268-22-6130

70 災害時における応援協力に関する協定 上小生コン事業協同組合 0268-36-3393

※66～70については、上田地域広域連合との協定

協定名称 締結団体等連絡先

59
災害時における交通及び地域安全の確保等に係る業務

に関する協定
一般社団法人長野県警備業協会 026-226-1211

60 災害時における電気の保安に関する協定
一般財団法人中部電気保安協会長野

支店上田営業所
0268-23-0985

61 災害時等における要援護者の輸送協力に関する協定 長野県タクシー協会上小支部
0268-22-8484

（菅平観光タクシー（株））

62

災害時の医療救護についての協定

上田市医師会 0268-22-0655

63 小県医師会 0268-24-1022

64 上田小県歯科医師会 0268-22-2160

65 災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給についての協定 上田薬剤師会 0268-22-6130

66 災害時における応援協力に関する協定 上小生コン事業協同組合 0268-36-3393

※62～66については、上田地域広域連合との協定

追加修正

（以下同じ）


