
関崎橋関崎橋

長野大橋長野大橋長野大橋

丹波島橋丹波島橋

五輪大橋五輪大橋

落合橋落合橋 屋島橋屋島橋

更埴橋更埴橋

松代大橋松代大橋

小市橋小市橋小市橋

赤坂橋赤坂橋

浅川浅川

裾花川裾花川

千曲川千曲川

犀川犀川
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35

77

381
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406
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18

445
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403

19

19

117

19

18

 58

 34

372

372

 58

375

372

19
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 60
 406

 375

 372

 372

 374

18

 372

 60

 374

 399

 37

 37

 37

 506

86

77

387

383

385

403

380

県道77号県道77号県道77号

県道
406号

県道
406号

県道
406号

県
道
35
号

県
道
35
号

県
道
35
号

国
道
19号

国
道
19号

国
道
19号

上信越自動車道
上信越自動車道
上信越自動車道

小田切ダム小田切ダム

篠ノ
井駅

篠ノ
井駅

篠ノ
井駅

今井
駅

今井
駅

今井
駅

川中
島駅

川中
島駅

川中
島駅

安茂里駅安茂里駅安茂里駅

長野駅長野駅長野駅

市役
所前
駅

市役
所前
駅

市役
所前
駅

権堂
駅

権堂
駅

権堂
駅

善光
寺下
駅

善光
寺下
駅

善光
寺下
駅

本郷駅本郷駅本郷駅

桐原駅
桐原駅
桐原駅

信濃吉田駅

信濃吉田駅

信濃吉田駅

北長野駅北長野駅北長野駅

信越
本線

信越
本線

信越
本線

北陸
新幹
線

北陸
新幹
線

北陸
新幹
線

北しなの線北しなの線北しなの線

長野電鉄
長野電鉄
長野電鉄

排

排

排

排

排

排

排

排

排

排

排

排

排

排

排

排

排

屋島屋島屋島小森小森小森

小島田小島田小島田

関崎橋関崎橋関崎橋

落合橋落合橋落合橋

丹波島橋丹波島橋丹波島橋

長野大橋長野大橋長野大橋

小市橋小市橋小市橋

浅川（県）浅川（県）浅川（県）

富士ノ塔富士ノ塔富士ノ塔

長野（国）長野（国）長野（国）

長野建設（県）長野建設（県）長野建設（県）

長野（ア）長野（ア）長野（ア）

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

水
位

小市小市小市
犀川 右岸  8.5Ｋ犀川 右岸  8.5Ｋ犀川 右岸  8.5Ｋ

犀川 右岸  8.0Ｋ犀川 右岸  8.0Ｋ犀川 右岸  8.0Ｋ

神明広田（都下）樋管神明広田（都下）樋管神明広田（都下）樋管

石渡雨水調整池石渡雨水調整池石渡雨水調整池

犀川 左岸  1.0Ｋ犀川 左岸  1.0Ｋ犀川 左岸  1.0Ｋ

岡田岡田岡田

蛭川蛭川蛭川

寺尾1号雨水樋管寺尾1号雨水樋管寺尾1号雨水樋管
千曲川 左岸  67.5Ｋ千曲川 左岸  67.5Ｋ千曲川 左岸  67.5Ｋ 屋島橋下流橋屋島橋下流橋屋島橋下流橋

相生橋相生橋相生橋

砂田橋砂田橋砂田橋倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

水防

水防

水防

水防
水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

水防

長野赤十字病院長野赤十字病院長野赤十字病院

東口病院東口病院東口病院

小林脳神経
外科病院
小林脳神経
外科病院
小林脳神経
外科病院

田中病院田中病院田中病院

栗田病院栗田病院栗田病院

東和田病院東和田病院東和田病院

北野病院北野病院北野病院

上松病院上松病院上松病院

吉田病院吉田病院吉田病院

ナカジマ外科病院ナカジマ外科病院ナカジマ外科病院

篠ノ井総合病院篠ノ井総合病院篠ノ井総合病院

朝日ながの病院朝日ながの病院朝日ながの病院

小島病院小島病院小島病院

竹重病院竹重病院竹重病院

長野中央病院長野中央病院長野中央病院

鶴賀病院鶴賀病院鶴賀病院

愛和病院愛和病院愛和病院

小林病院小林病院小林病院

篠ノ井消防署篠ノ井消防署篠ノ井消防署

消防局消防局消防局鶴賀消防署鶴賀消防署鶴賀消防署

安茂里分署安茂里分署安茂里分署

中央消防署中央消防署中央消防署

更北分署更北分署更北分署

東部分署東部分署東部分署

長野県警察本部長野県警察本部長野県警察本部

川中島交番川中島交番川中島交番

更北交番更北交番更北交番

共和駐在所共和駐在所共和駐在所

長野南警察署長野南警察署長野南警察署

大豆島交番大豆島交番大豆島交番

和田交番和田交番和田交番

柳町交番柳町交番柳町交番

吉田交番吉田交番吉田交番

三輪交番三輪交番三輪交番

若松町交番若松町交番若松町交番

安茂里交番安茂里交番安茂里交番

長野駅前交番長野駅前交番長野駅前交番

権堂町交番権堂町交番権堂町交番

若里交番若里交番若里交番

長野中央警察署長野中央警察署長野中央警察署

吉田支所吉田支所吉田支所

浅川支所浅川支所浅川支所

三輪支所三輪支所三輪支所

古牧支所古牧支所古牧支所

朝陽支所朝陽支所朝陽支所

大豆島支所大豆島支所大豆島支所

芹田支所芹田支所芹田支所

安茂里支所安茂里支所安茂里支所

更北支所更北支所更北支所

川中島支所川中島支所川中島支所

長野市役所長野市役所長野市役所

長野県庁長野県庁長野県庁

野澤苑野澤苑野澤苑

プリマベーラプリマベーラプリマベーラ

じゃん・けん・ぽんじゃん・けん・ぽんじゃん・けん・ぽん

老人デイサービスセンター
ノーマライ縣

老人デイサービスセンター
ノーマライ縣

老人デイサービスセンター
ノーマライ縣

就労支援センターひゅーまにあ長野就労支援センターひゅーまにあ長野就労支援センターひゅーまにあ長野

やどりぎやどりぎやどりぎ
デイ・フィット ウェルタスデイ・フィット ウェルタスデイ・フィット ウェルタス

マイディアながの駅前サロンマイディアながの駅前サロンマイディアながの駅前サロン

デイホーム・モアナヴィラージュデイホーム・モアナヴィラージュデイホーム・モアナヴィラージュ

地域生活定着支援センターZERO地域生活定着支援センターZERO地域生活定着支援センターZERO

CoCoホーム山王CoCoホーム山王CoCoホーム山王

山王子どもプラザ山王子どもプラザ山王子どもプラザ

山王保育園山王保育園山王保育園

鍋屋田子どもプラザ鍋屋田子どもプラザ鍋屋田子どもプラザ
もりときピコもりときピコもりときピコ

コンフォートごんどうコンフォートごんどうコンフォートごんどう

コンフォート田町コンフォート田町コンフォート田町
岡田内科岡田内科岡田内科

コンフォートにしつるがコンフォートにしつるがコンフォートにしつるが

柳町児童センター柳町児童センター柳町児童センター

デイサービスセンター
ながでんハートネット
東鶴賀

デイサービスセンター
ながでんハートネット
東鶴賀

デイサービスセンター
ながでんハートネット
東鶴賀

高齢者住宅
つるがの風
高齢者住宅
つるがの風
高齢者住宅
つるがの風

けやきけやきけやき

聖フランシスコ保育園聖フランシスコ保育園聖フランシスコ保育園

後町保育園後町保育園後町保育園

デイサービス西長野デイサービス西長野デイサービス西長野

旭寮旭寮旭寮

加茂子どもプラザ加茂子どもプラザ加茂子どもプラザ
さちの森さちの森さちの森

加茂児童センター加茂児童センター加茂児童センター

AACサポートAACサポートAACサポート

パドマ幼稚園パドマ幼稚園パドマ幼稚園

もりときマーケットもりときマーケットもりときマーケット

つましな保育園つましな保育園つましな保育園

加茂保育園加茂保育園加茂保育園

シニアハウス光和シニアハウス光和シニアハウス光和 たわわ善光寺下たわわ善光寺下たわわ善光寺下

城東の森城東の森城東の森
城東子どもプラザ城東子どもプラザ城東子どもプラザ

保育室ほっぺ保育室ほっぺ保育室ほっぺ
りんどう保育園りんどう保育園りんどう保育園

ケアポート三輪ケアポート三輪ケアポート三輪

大滝デイサービスセンター美和大滝デイサービスセンター美和大滝デイサービスセンター美和

柳町保育園柳町保育園柳町保育園

めぞん一刻めぞん一刻めぞん一刻 さくらサービスさくらサービスさくらサービス

長野授産所長野授産所長野授産所
かがやきひろば柳町かがやきひろば柳町かがやきひろば柳町

城山子どもプラザ城山子どもプラザ城山子どもプラザ

チャレンジ善光寺下チャレンジ善光寺下チャレンジ善光寺下

宮島屋ビル宮島屋ビル宮島屋ビル

プレジュール城西プレジュール城西プレジュール城西

ハートネット桜枝町ハートネット桜枝町ハートネット桜枝町
さくらアパートさくらアパートさくらアパート あすなろあすなろあすなろ 宮崎コーポ宮崎コーポ宮崎コーポ

さくら工房”ちゃーちゃ”さくら工房”ちゃーちゃ”さくら工房”ちゃーちゃ”
第２さくらアパート第２さくらアパート第２さくらアパート
エスサービスさくらエスサービスさくらエスサービスさくらりんどうの家りんどうの家りんどうの家

さくら相談支援センターさくら相談支援センターさくら相談支援センター
ハイツ・ニューヤマシナハイツ・ニューヤマシナハイツ・ニューヤマシナ

みどりの家みどりの家みどりの家

いろは屋いろは屋いろは屋

はたらくぴあっとはたらくぴあっとはたらくぴあっと 城山城山城山

大滝デイサービスセンター大滝デイサービスセンター大滝デイサービスセンター

グループホームうえまつグループホームうえまつグループホームうえまつ

ないすでいさあびすないすでいさあびすないすでいさあびす

メゾン浅川Ａ・Ｂメゾン浅川Ａ・Ｂメゾン浅川Ａ・Ｂ

ケアヒルズグランド
MIRIE公園通り
ケアヒルズグランド
MIRIE公園通り
ケアヒルズグランド
MIRIE公園通り

浅川児童センター浅川児童センター浅川児童センター
浅川中央保育園浅川中央保育園浅川中央保育園

グループホーム
あさかわ

グループホーム
あさかわ

グループホーム
あさかわ

浅川子どもプラザ浅川子どもプラザ浅川子どもプラザ

メゾン浅川Ⅱメゾン浅川Ⅱメゾン浅川Ⅱ

博愛の園博愛の園博愛の園
愛の家グループホーム長野上松愛の家グループホーム長野上松愛の家グループホーム長野上松

若槻保育園若槻保育園若槻保育園
若槻児童館若槻児童館若槻児童館

宅老所手と手宅老所手と手宅老所手と手

長野北幼稚園長野北幼稚園長野北幼稚園

グループホームかぐらばしグループホームかぐらばしグループホームかぐらばし
ひかり園ひかり園ひかり園

東部保育園東部保育園東部保育園

杉の子保育園杉の子保育園杉の子保育園

どんぐりファーム
西寺尾
どんぐりファーム
西寺尾
どんぐりファーム
西寺尾

共和保育園共和保育園共和保育園

ころぽっくる保育園ころぽっくる保育園ころぽっくる保育園

シニアフィットネスmikuriデイサービスセンターシニアフィットネスmikuriデイサービスセンターシニアフィットネスmikuriデイサービスセンター

御厨保育園御厨保育園御厨保育園

昭和保育園昭和保育園昭和保育園

フレンドこども園フレンドこども園フレンドこども園

ハーモニー桃の郷ハーモニー桃の郷ハーモニー桃の郷

川中島保育園川中島保育園川中島保育園

下氷鉋保育園下氷鉋保育園下氷鉋保育園

悠悠いきいき倶楽部長野悠悠いきいき倶楽部長野悠悠いきいき倶楽部長野

グループホームウエルフェアあもりグループホームウエルフェアあもりグループホームウエルフェアあもり コスモスプラネット
あもり

コスモスプラネット
あもり

コスモスプラネット
あもり

松ヶ丘保育園松ヶ丘保育園松ヶ丘保育園

宅老所やまや宅老所やまや宅老所やまや
小市保育園小市保育園小市保育園

松ヶ丘子どもプラザ松ヶ丘子どもプラザ松ヶ丘子どもプラザ

ウィズ発達支援センターウィズ発達支援センターウィズ発達支援センター

このゆびとまれこのゆびとまれこのゆびとまれ

子供の園保育園子供の園保育園子供の園保育園

よかろう園よかろう園よかろう園

篠ノ井幼稚園篠ノ井幼稚園篠ノ井幼稚園

丹波島保育園丹波島保育園丹波島保育園

南長野幼稚園南長野幼稚園南長野幼稚園

こどもプラス長野青木島教室こどもプラス長野青木島教室こどもプラス長野青木島教室

長野大橋保育園長野大橋保育園長野大橋保育園

寺尾保育園寺尾保育園寺尾保育園

真島保育園真島保育園真島保育園

寺尾子どもプラザ寺尾子どもプラザ寺尾子どもプラザ

サルーテ安茂里サルーテ安茂里サルーテ安茂里

安茂里保育園安茂里保育園安茂里保育園

燦倶楽部犀北燦倶楽部犀北燦倶楽部犀北
裾花幼稚園裾花幼稚園裾花幼稚園

宅老所あゆみ宅老所あゆみ宅老所あゆみ
ワークハウス山野草ワークハウス山野草ワークハウス山野草

ぬくもりの里伊勢宮ぬくもりの里伊勢宮ぬくもりの里伊勢宮
介護屋デイサービスセンターオレンジ介護屋デイサービスセンターオレンジ介護屋デイサービスセンターオレンジ

ほっとらいふ差出ホームほっとらいふ差出ホームほっとらいふ差出ホーム

裾花児童センター裾花児童センター裾花児童センター

コスモス苑コスモス苑コスモス苑

リハライフ若里しらかし通りリハライフ若里しらかし通りリハライフ若里しらかし通り

小柴見保育園小柴見保育園小柴見保育園

安茂里幼稚園安茂里幼稚園安茂里幼稚園

安茂里児童センター安茂里児童センター安茂里児童センター
安茂里子どもプラザ安茂里子どもプラザ安茂里子どもプラザ

栗田保育園栗田保育園栗田保育園
博愛保育園博愛保育園博愛保育園

長野あけぼの幼稚園長野あけぼの幼稚園長野あけぼの幼稚園

北条保育園北条保育園北条保育園

秋葉保育園秋葉保育園秋葉保育園
若葉保育園若葉保育園若葉保育園

株式会社エヴァーウイングル株式会社エヴァーウイングル株式会社エヴァーウイングル

ウィズキャリアサポートセンターウィズキャリアサポートセンターウィズキャリアサポートセンター

ビーマイセルフ暖家ビーマイセルフ暖家ビーマイセルフ暖家

ぴあ・ふれんずぴあ・ふれんずぴあ・ふれんず

のんびりほーむおとこ組のんびりほーむおとこ組のんびりほーむおとこ組

あんどわーくあんどわーくあんどわーく

グランドマストやさしえ長野グランドマストやさしえ長野グランドマストやさしえ長野

リアン若里リアン若里リアン若里
リハライフ若里リハライフ若里リハライフ若里

デイサービス・やわやわエデンデイサービス・やわやわエデンデイサービス・やわやわエデン

悠友ハウス悠友ハウス悠友ハウス

にじいろキッズらいふにじいろキッズらいふにじいろキッズらいふ ポプラポプラポプラ

CoCoJAVJAVCoCoJAVJAVCoCoJAVJAV

フローレ川合新田フローレ川合新田フローレ川合新田

宅幼老所わたぼうし宅幼老所わたぼうし宅幼老所わたぼうし

デイサービス二三ちゃん家デイサービス二三ちゃん家デイサービス二三ちゃん家

GENKINEXT長野母袋GENKINEXT長野母袋GENKINEXT長野母袋
みらいコーポ稲葉みらいコーポ稲葉みらいコーポ稲葉

ケアヒルズMIRIEかわいケアヒルズMIRIEかわいケアヒルズMIRIEかわい
フローレ稲葉フローレ稲葉フローレ稲葉

生活介護事業所ぴあっと・まつおか生活介護事業所ぴあっと・まつおか生活介護事業所ぴあっと・まつおか

フランセーズ悠フランセーズ悠フランセーズ悠

大豆島児童センター大豆島児童センター大豆島児童センター

大豆島子どもプラザ大豆島子どもプラザ大豆島子どもプラザ

大豆島いこいの家大豆島いこいの家大豆島いこいの家
大豆島保育園大豆島保育園大豆島保育園

グループホームまめじまグループホームまめじまグループホームまめじま

みんなのあもりみんなのあもりみんなのあもり

コスモスあもりコスモスあもりコスモスあもり
グループホームコスモスあもりグループホームコスモスあもりグループホームコスモスあもり

風間保育園風間保育園風間保育園

フローレンス長野アネックスフローレンス長野アネックスフローレンス長野アネックス

みかさ幼稚園みかさ幼稚園みかさ幼稚園

かざぐるま
保育園
かざぐるま
保育園
かざぐるま
保育園

和光幼稚園和光幼稚園和光幼稚園

川上保育園川上保育園川上保育園

上高田保育園上高田保育園上高田保育園
古牧あけぼの幼稚園古牧あけぼの幼稚園古牧あけぼの幼稚園

あかしや幼稚園あかしや幼稚園あかしや幼稚園

済生会長野保育園済生会長野保育園済生会長野保育園

善光寺保育園善光寺保育園善光寺保育園

中御所保育園中御所保育園中御所保育園

長野ひまわり幼稚園長野ひまわり幼稚園長野ひまわり幼稚園

杉の子あぴっく
保育園
杉の子あぴっく
保育園
杉の子あぴっく
保育園

杉の子第２保育園杉の子第２保育園杉の子第２保育園

旭幼稚園旭幼稚園旭幼稚園

青木島保育園青木島保育園青木島保育園

若草幼稚園若草幼稚園若草幼稚園

長野幼稚園長野幼稚園長野幼稚園

ルンビニ幼稚園ルンビニ幼稚園ルンビニ幼稚園

東長野幼稚園東長野幼稚園東長野幼稚園

俊英幼稚園俊英幼稚園俊英幼稚園

芹田東部保育園芹田東部保育園芹田東部保育園

吉田保育園吉田保育園吉田保育園

こども発達支援センターBeeこども発達支援センターBeeこども発達支援センターBee

朝陽児童センター朝陽児童センター朝陽児童センター

有限会社浅間介護センターデイサービスセンターわが家有限会社浅間介護センターデイサービスセンターわが家有限会社浅間介護センターデイサービスセンターわが家
信濃ひまわり幼稚園信濃ひまわり幼稚園信濃ひまわり幼稚園

ニチイケアセンターまめじまニチイケアセンターまめじまニチイケアセンターまめじま

グループホーム愛ランドまめじまグループホーム愛ランドまめじまグループホーム愛ランドまめじま 愛ランドまめじま愛ランドまめじま愛ランドまめじま
愛ランドはるかぜ愛ランドはるかぜ愛ランドはるかぜ

森と木LIFE森と木LIFE森と木LIFE

宅老所ふるさと宅老所ふるさと宅老所ふるさと

ツクイ長野風間ツクイ長野風間ツクイ長野風間

コーポ２１コーポ２１コーポ２１

あったかほーむ稲葉あったかほーむ稲葉あったかほーむ稲葉
グループホーム稲葉グループホーム稲葉グループホーム稲葉

日詰児童館日詰児童館日詰児童館
フローレンス長野フローレンス長野フローレンス長野

たんぽぽたんぽぽたんぽぽ

ナーシングホームながのナーシングホームながのナーシングホームながの

希来里希来里希来里
メゾン・ド・エスポワールメゾン・ド・エスポワールメゾン・ド・エスポワール

緑ヶ丘子どもプラザ緑ヶ丘子どもプラザ緑ヶ丘子どもプラザ

デイサービス
一元庵
デイサービス
一元庵
デイサービス
一元庵

宅老所せりた宅老所せりた宅老所せりた
シニアいなばハウスシニアいなばハウスシニアいなばハウス

シニア南俣ハウスシニア南俣ハウスシニア南俣ハウス
ユーコーケア長野ユーコーケア長野ユーコーケア長野

のんびりほーむのんびりほーむのんびりほーむ
ほっとらいふ南俣ホームほっとらいふ南俣ホームほっとらいふ南俣ホーム

すずらん中千田すずらん中千田すずらん中千田
芹田子ども
プラザ
芹田子ども
プラザ
芹田子ども
プラザ

デイサービス花時計デイサービス花時計デイサービス花時計

ソワン南俣ステイセンターソワン南俣ステイセンターソワン南俣ステイセンター

ウィズ若里ウィズ若里ウィズ若里
シニア若里ハウスシニア若里ハウスシニア若里ハウス

フローレ若里フローレ若里フローレ若里

グループホーム栗田ゆうゆうグループホーム栗田ゆうゆうグループホーム栗田ゆうゆう

ノーマライアクティブノーマライアクティブノーマライアクティブ
栗田園栗田園栗田園

ずずらんずずらんずずらん

こもれ陽栗田２号館こもれ陽栗田２号館こもれ陽栗田２号館

こもれ陽栗田こもれ陽栗田こもれ陽栗田

栗田の里栗田の里栗田の里

やさしい手シニアリビング
やさしえ長野栗田
やさしい手シニアリビング
やさしえ長野栗田
やさしい手シニアリビング
やさしえ長野栗田

ジョイリハながの上高田ジョイリハながの上高田ジョイリハながの上高田

シニアたかだハウスシニアたかだハウスシニアたかだハウス

ケアホーム高田ケアホーム高田ケアホーム高田

チャレンジクラブチャレンジクラブチャレンジクラブ
のんびりほーむさくらがおかのんびりほーむさくらがおかのんびりほーむさくらがおか

デイサービス高田がっこうデイサービス高田がっこうデイサービス高田がっこう

デイサービス笑和デイサービス笑和デイサービス笑和
ニチイケアセンター高田ニチイケアセンター高田ニチイケアセンター高田

ヒューマンネットながの共同生活援助（じょんのび）事業所ヒューマンネットながの共同生活援助（じょんのび）事業所ヒューマンネットながの共同生活援助（じょんのび）事業所
長野市障害者福祉センター長野市障害者福祉センター長野市障害者福祉センター

トレビオ・イーストゲート栗田トレビオ・イーストゲート栗田トレビオ・イーストゲート栗田

デイサービスセンター七瀬デイサービスセンター七瀬デイサービスセンター七瀬 七瀬の杜七瀬の杜七瀬の杜

株式会社ケアネットデイサービスセンター長野第三株式会社ケアネットデイサービスセンター長野第三株式会社ケアネットデイサービスセンター長野第三

若里昭和タウン若里昭和タウン若里昭和タウン

ハイツもりたハイツもりたハイツもりた

パル平林パル平林パル平林 セルフィー平林サテライトセルフィー平林サテライトセルフィー平林サテライト

こどもの自立生活館茜舎こどもの自立生活館茜舎こどもの自立生活館茜舎
ワンズハウスワンズハウスワンズハウス

ぽるて平林Ａ・Ｂぽるて平林Ａ・Ｂぽるて平林Ａ・Ｂ

SAKURA長野センターSAKURA長野センターSAKURA長野センター

古牧児童センター古牧児童センター古牧児童センター

三帰寮三帰寮三帰寮

コンフォート岡田コンフォート岡田コンフォート岡田

朝陽子どもプラザ朝陽子どもプラザ朝陽子どもプラザ

ケアネットデイサービス
センター長野第二

ケアネットデイサービス
センター長野第二

ケアネットデイサービス
センター長野第二

やすらぎの家すばるやすらぎの家すばるやすらぎの家すばる

はるうららはるうららはるうらら
エコーンファミリー朝陽事業所エコーンファミリー朝陽事業所エコーンファミリー朝陽事業所

デイサービスセンター”わく”デイサービスセンター”わく”デイサービスセンター”わく”

暖家尾張部暖家尾張部暖家尾張部

クオリティ桜クオリティ桜クオリティ桜
桜の園グループホーム桜の園グループホーム桜の園グループホーム

ベジタボーラベジタボーラベジタボーラ

こどもプラス長野石渡教室こどもプラス長野石渡教室こどもプラス長野石渡教室

かがやきデイサービスセンター南長池かがやきデイサービスセンター南長池かがやきデイサービスセンター南長池

サンディおわりべサンディおわりべサンディおわりべ

かがやきひろば三陽かがやきひろば三陽かがやきひろば三陽

古牧東部保育園古牧東部保育園古牧東部保育園

南長池診療所南長池診療所南長池診療所
グループホーム南長池れんげそうグループホーム南長池れんげそうグループホーム南長池れんげそう

上松ホーム上松ホーム上松ホーム
デイサービスセンター
宅幼老所なかよしこよし
デイサービスセンター
宅幼老所なかよしこよし
デイサービスセンター
宅幼老所なかよしこよし

サルーテ上松サルーテ上松サルーテ上松
湯谷児童センター湯谷児童センター湯谷児童センター
湯谷子どもプラザ湯谷子どもプラザ湯谷子どもプラザ

上松ホームさくら上松ホームさくら上松ホームさくら

愛の家グループホーム長野吉田愛の家グループホーム長野吉田愛の家グループホーム長野吉田

ステーション三輪ステーション三輪ステーション三輪
デイサービスセンタースローライフ三輪デイサービスセンタースローライフ三輪デイサービスセンタースローライフ三輪

あたごあたごあたご

労協ながの介護支援センター労協ながの介護支援センター労協ながの介護支援センターリサイクルショップ
さくら
リサイクルショップ
さくら
リサイクルショップ
さくら

わくワークわくワークわくワーク

みわみわみわ

フローレンス
さくら美和
フローレンス
さくら美和
フローレンス
さくら美和三輪保育園三輪保育園三輪保育園

三輪児童センター三輪児童センター三輪児童センター
三輪子どもプラザ三輪子どもプラザ三輪子どもプラザ

多機能型事業所ジャムウォーク多機能型事業所ジャムウォーク多機能型事業所ジャムウォーク

イツモネイツモネイツモネ

self-A・わごころ長野self-A・わごころ長野self-A・わごころ長野
ユーネットワークそり芽ユーネットワークそり芽ユーネットワークそり芽
ユーネットワークみわユーネットワークみわユーネットワークみわ

ハイム平林ハイム平林ハイム平林
デイセンター風の森デイセンター風の森デイセンター風の森

アースサポート長野アースサポート長野アースサポート長野

レッツ倶楽部長野東和田レッツ倶楽部長野東和田レッツ倶楽部長野東和田
森と木365森と木365森と木365

アルファ東和田Ⅰアルファ東和田Ⅰアルファ東和田Ⅰ
アルファ東和田Ⅱアルファ東和田Ⅱアルファ東和田Ⅱ

ツクイ長野西尾張部ツクイ長野西尾張部ツクイ長野西尾張部ケアビレッジ銀乃扇ケアビレッジ銀乃扇ケアビレッジ銀乃扇

デイサービスおはなデイサービスおはなデイサービスおはな
フォーエバーケア田園フォーエバーケア田園フォーエバーケア田園

東長野いこいの家東長野いこいの家東長野いこいの家

宅老所さくら宅老所さくら宅老所さくら
福老参番館福老参番館福老参番館

福老弐番館福老弐番館福老弐番館

福老壱番館福老壱番館福老壱番館

ニチイケアセンター中越ニチイケアセンター中越ニチイケアセンター中越

ぽかぽかスタイルぽかぽかスタイルぽかぽかスタイル

デイサービス生活介護リハビリセンター吉田事業所デイサービス生活介護リハビリセンター吉田事業所デイサービス生活介護リハビリセンター吉田事業所

リハプライド長野リハプライド長野リハプライド長野

サンディ東和田サンディ東和田サンディ東和田 ごはんの森ごはんの森ごはんの森

ラッキーラッキーラッキー

グループホーム
フランセーズ悠よしだ

グループホーム
フランセーズ悠よしだ

グループホーム
フランセーズ悠よしだ

Smileセンターフランセーズ悠よしだSmileセンターフランセーズ悠よしだSmileセンターフランセーズ悠よしだ

こどもプラス長野若槻教室こどもプラス長野若槻教室こどもプラス長野若槻教室

グループホームあんどグループホームあんどグループホームあんど

稲田児童クラブ稲田児童クラブ稲田児童クラブ
吉田子どもプラザ吉田子どもプラザ吉田子どもプラザ

吉田児童センター吉田児童センター吉田児童センター

ハートネット吉田ハートネット吉田ハートネット吉田

なでしこホームなでしこホームなでしこホーム

ソラーナ上町ソラーナ上町ソラーナ上町

こどもプラス長野吉田教室こどもプラス長野吉田教室こどもプラス長野吉田教室
吉田マリア幼稚園吉田マリア幼稚園吉田マリア幼稚園

フラット吉野フラット吉野フラット吉野 こどもプラス長野吉田第２教室こどもプラス長野吉田第２教室こどもプラス長野吉田第２教室

ケアホームよしだケアホームよしだケアホームよしだ

ジェイハート生活介護事業所ミンクリージェイハート生活介護事業所ミンクリージェイハート生活介護事業所ミンクリー

医療法人宮沢医院グリーンテラス医療法人宮沢医院グリーンテラス医療法人宮沢医院グリーンテラス

ツクイ長野稲田ツクイ長野稲田ツクイ長野稲田
徳間デイサービスたんぽぽ徳間デイサービスたんぽぽ徳間デイサービスたんぽぽ

おはなし屋保育園おはなし屋保育園おはなし屋保育園

かがやきひろば湯福かがやきひろば湯福かがやきひろば湯福

箱清水児童センター箱清水児童センター箱清水児童センター

善光寺大本願乳児院善光寺大本願乳児院善光寺大本願乳児院

コーポＲコーポＲコーポＲ
コーポＲＳコーポＲＳコーポＲＳコーポＲ２コーポＲ２コーポＲ２

きぼうの家きぼうの家きぼうの家
さくらハイツさくらハイツさくらハイツ

サンライズフジサンライズフジサンライズフジ
生活介護事業所ぴあっと生活介護事業所ぴあっと生活介護事業所ぴあっと

裾花子どもプラザ裾花子どもプラザ裾花子どもプラザ

かがやきひろば安茂里かがやきひろば安茂里かがやきひろば安茂里

古牧子どもプラザ古牧子どもプラザ古牧子どもプラザ

 Cafe CoCo Cafe CoCo Cafe CoCo

松ヶ丘児童センター松ヶ丘児童センター松ヶ丘児童センター

長野市母子休養ホーム長野市母子休養ホーム長野市母子休養ホーム

燦倶楽部西河原燦倶楽部西河原燦倶楽部西河原

生活リハビリぽかぽかスタジオ生活リハビリぽかぽかスタジオ生活リハビリぽかぽかスタジオ

サポートステーションこまち大豆島サポートステーションこまち大豆島サポートステーションこまち大豆島

クレール篠ノ井クレール篠ノ井クレール篠ノ井

セルフィー平林セルフィー平林セルフィー平林

CoCoホーム表参道CoCoホーム表参道CoCoホーム表参道

ほっとらいふ茜ハイムいなばほっとらいふ茜ハイムいなばほっとらいふ茜ハイムいなば

ななせななせななせ

セジュールオークヤードセジュールオークヤードセジュールオークヤード

平林ピア平林ピア平林ピア

サンハイム
稲田Ａ・Ｂ
サンハイム
稲田Ａ・Ｂ
サンハイム
稲田Ａ・Ｂ

エクセリーナ
森と木Ａ・Ｂ
エクセリーナ
森と木Ａ・Ｂ
エクセリーナ
森と木Ａ・Ｂ

パークハイム東和田205号パークハイム東和田205号パークハイム東和田205号

グランステージ長野101号グランステージ長野101号グランステージ長野101号

グループホームあんどⅡグループホームあんどⅡグループホームあんどⅡ

グループホームあんどⅢグループホームあんどⅢグループホームあんどⅢ

にじいろキッズ
らいふ篠ノ井北
にじいろキッズ
らいふ篠ノ井北
にじいろキッズ
らいふ篠ノ井北

インフィニティインフィニティインフィニティ

相談センターはぴねす相談センターはぴねす相談センターはぴねす

生活介護事業所ぐーと生活介護事業所ぐーと生活介護事業所ぐーと

長野市ななせ仲まち園長野市ななせ仲まち園長野市ななせ仲まち園

ねばぁぎぶあっぷねばぁぎぶあっぷねばぁぎぶあっぷ

いっぽいっぽいっぽ

ライトハウス青木島ライトハウス青木島ライトハウス青木島

通所介護事業所デイサービスやよいの通所介護事業所デイサービスやよいの通所介護事業所デイサービスやよいの

カランコエカランコエカランコエ

人和会障がい者相談支援センター人和会障がい者相談支援センター人和会障がい者相談支援センター

南部児童センター南部児童センター南部児童センター
南部子どもプラザ南部子どもプラザ南部子どもプラザ

青木島児童センター青木島児童センター青木島児童センター

青木島子どもプラザ青木島子どもプラザ青木島子どもプラザ

真島子どもプラザ真島子どもプラザ真島子どもプラザ

茂菅いこいの家茂菅いこいの家茂菅いこいの家

ヒューマンヘリテージ稲里ヒューマンヘリテージ稲里ヒューマンヘリテージ稲里

ケアハウスいなさとケアハウスいなさとケアハウスいなさと こうほくこうほくこうほく

ニチイケアセンター稲里ニチイケアセンター稲里ニチイケアセンター稲里

コスモスプラネット稲里コスモスプラネット稲里コスモスプラネット稲里

グランデ七瀬中町グランデ七瀬中町グランデ七瀬中町

ショートステイあすなろショートステイあすなろショートステイあすなろ

インターコート藤インターコート藤インターコート藤

おあしすおあしすおあしす

イーストゲート七瀬イーストゲート七瀬イーストゲート七瀬イーストゲート若里イーストゲート若里イーストゲート若里

シニア東口ハウスシニア東口ハウスシニア東口ハウス

シニア丹波島ハウスシニア丹波島ハウスシニア丹波島ハウス

真島の里真島の里真島の里

柴やすらぎの園柴やすらぎの園柴やすらぎの園

通所介護事業所さきがけ通所介護事業所さきがけ通所介護事業所さきがけ

ハートフルノーマライハートフルノーマライハートフルノーマライ

三本柳児童センター三本柳児童センター三本柳児童センター
三本柳子どもプラザ三本柳子どもプラザ三本柳子どもプラザ

下氷鉋子どもプラザ下氷鉋子どもプラザ下氷鉋子どもプラザ

デイサービス東口デイサービス東口デイサービス東口

茶話本舗デイサービス妻科茶話本舗デイサービス妻科茶話本舗デイサービス妻科

サンフィットあがたサンフィットあがたサンフィットあがた

ニチイケアセンター長野ニチイケアセンター長野ニチイケアセンター長野

歩行改善専門バラフィット歩行改善専門バラフィット歩行改善専門バラフィット

宅幼老所おあしす宅幼老所おあしす宅幼老所おあしす

三本柳デイサービスミント三本柳デイサービスミント三本柳デイサービスミント

デイサービス・やわやわ丹波島デイサービス・やわやわ丹波島デイサービス・やわやわ丹波島

特定非営利活動法人大和家特定非営利活動法人大和家特定非営利活動法人大和家

宅老所青い空宅老所青い空宅老所青い空

デイサービスセンター
青木島ふれあいの家
デイサービスセンター
青木島ふれあいの家
デイサービスセンター
青木島ふれあいの家

デイケアセンター愛和デイケアセンター愛和デイケアセンター愛和

ましまクリニックましまクリニックましまクリニック

グループホーム太陽まゆみだの家グループホーム太陽まゆみだの家グループホーム太陽まゆみだの家

グループホームグリーンテラス愛グループホームグリーンテラス愛グループホームグリーンテラス愛

豊寿苑豊寿苑豊寿苑

星のさと星のさと星のさと

共和寮共和寮共和寮

サンビラかわなかじまサンビラかわなかじまサンビラかわなかじま

ケアハウス南長野ケアハウス南長野ケアハウス南長野

子供の園保育園子供の園保育園子供の園保育園

下氷鉋児童センター下氷鉋児童センター下氷鉋児童センター

さいなみほ～むさいなみほ～むさいなみほ～む

ほっとらいふ西寺尾ホームほっとらいふ西寺尾ホームほっとらいふ西寺尾ホーム

ほっとらいふノースさいなみホームほっとらいふノースさいなみホームほっとらいふノースさいなみホーム
ほっとらいふサウスさいなみホームほっとらいふサウスさいなみホームほっとらいふサウスさいなみホーム

ほっとらいふみくりやホームほっとらいふみくりやホームほっとらいふみくりやホーム空風空風空風

ケアホームさんふれんずケアホームさんふれんずケアホームさんふれんず

ケアホームさくらケアホームさくらケアホームさくら

どんぐりの家どんぐりの家どんぐりの家

第二どんぐりの家第二どんぐりの家第二どんぐりの家

篠ノ井授産所篠ノ井授産所篠ノ井授産所

エコーンファミリーエコーンファミリーエコーンファミリー
エコーンファミリー今井事業所エコーンファミリー今井事業所エコーンファミリー今井事業所

どんぐりファームどんぐりファームどんぐりファーム

おおぞらおおぞらおおぞら

ソラノシタ共和ソラノシタ共和ソラノシタ共和

シェアハウスCielシェアハウスCielシェアハウスCiel

篠ノ井東児童センター篠ノ井東児童センター篠ノ井東児童センター

篠ノ井東子どもプラザ篠ノ井東子どもプラザ篠ノ井東子どもプラザ

共和児童センター共和児童センター共和児童センター
共和子どもプラザ共和子どもプラザ共和子どもプラザ

昭和児童センター昭和児童センター昭和児童センター
昭和子どもプラザ昭和子どもプラザ昭和子どもプラザ

川中島子どもプラザ川中島子どもプラザ川中島子どもプラザ

川中島児童センター川中島児童センター川中島児童センター

篠ノ井介護サービスセンター通所介護事業所篠ノ井介護サービスセンター通所介護事業所篠ノ井介護サービスセンター通所介護事業所

氷鉋いこいの家氷鉋いこいの家氷鉋いこいの家

新橋いこいの家新橋いこいの家新橋いこいの家

ケアハウスエマオケアハウスエマオケアハウスエマオ

あいらの杜篠ノ井駅前あいらの杜篠ノ井駅前あいらの杜篠ノ井駅前

コスモスプラネット篠ノ井コスモスプラネット篠ノ井コスモスプラネット篠ノ井

グループホームコスモス
プラネット篠ノ井
グループホームコスモス
プラネット篠ノ井
グループホームコスモス
プラネット篠ノ井

ヒューマンヘリテージ
川中島
ヒューマンヘリテージ
川中島
ヒューマンヘリテージ
川中島

コスモスさいなみコスモスさいなみコスモスさいなみ

シルバーホームみなみながのシルバーホームみなみながのシルバーホームみなみながの

プラザハウス川中島プラザハウス川中島プラザハウス川中島

シルバーホームみなみ弐番館シルバーホームみなみ弐番館シルバーホームみなみ弐番館

ぬくもりの里今井ぬくもりの里今井ぬくもりの里今井
ぬくもりの里今井二号館ぬくもりの里今井二号館ぬくもりの里今井二号館

セリタのデイサービス
センター川中島

セリタのデイサービス
センター川中島

セリタのデイサービス
センター川中島

やすらぎの園やすらぎの園やすらぎの園

グリーンヒル篠ノ井中央館グリーンヒル篠ノ井中央館グリーンヒル篠ノ井中央館

博仁会川中島桜荘博仁会川中島桜荘博仁会川中島桜荘

稲里ふれあい荘稲里ふれあい荘稲里ふれあい荘

ショートステイあいの里ショートステイあいの里ショートステイあいの里

コスモス長野コスモス長野コスモス長野

リハビリデイサービスemao篠ノ井店リハビリデイサービスemao篠ノ井店リハビリデイサービスemao篠ノ井店

ニチイケアセンター篠ノ井ニチイケアセンター篠ノ井ニチイケアセンター篠ノ井

フィットネスライフ南長野フィットネスライフ南長野フィットネスライフ南長野

茶話本舗デイサービス川中島茶話本舗デイサービス川中島茶話本舗デイサービス川中島

まじょの介護便通所介護事業所まじょの介護便通所介護事業所まじょの介護便通所介護事業所

宅老所なごみや宅老所なごみや宅老所なごみや

デイサービスセンターながでんハートネット御厨デイサービスセンターながでんハートネット御厨デイサービスセンターながでんハートネット御厨

宅老所こすもけあくらぶ宅老所こすもけあくらぶ宅老所こすもけあくらぶ

デイサポートこまち川中島デイサポートこまち川中島デイサポートこまち川中島

デイサービスセンター広徳ひまわりの家デイサービスセンター広徳ひまわりの家デイサービスセンター広徳ひまわりの家

ツクイ長野稲里中央ツクイ長野稲里中央ツクイ長野稲里中央

稲里生協クリニック稲里生協クリニック稲里生協クリニック

グループホーム
コスモス長野

グループホーム
コスモス長野

グループホーム
コスモス長野

むつみ家ほのぼのむつみ家ほのぼのむつみ家ほのぼの

グループホーム川中島グループホーム川中島グループホーム川中島

さわやか川中島さわやか川中島さわやか川中島

グループホームコスモスさいなみグループホームコスモスさいなみグループホームコスモスさいなみ

コスモスプラネットあもり
デイサービスセンター
コスモスプラネットあもり
デイサービスセンター
コスモスプラネットあもり
デイサービスセンター

ライフサポートりんどういなだの家ライフサポートりんどういなだの家ライフサポートりんどういなだの家

清野保育園清野保育園清野保育園
清野子どもプラザ清野子どもプラザ清野子どもプラザ

デイサービスセンターリハビリケアデイサービスセンターリハビリケアデイサービスセンターリハビリケア

グループホーム星のさとグループホーム星のさとグループホーム星のさと

ケアハウス悠悠ケアハウス悠悠ケアハウス悠悠

グループホーム新諏訪グループホーム新諏訪グループホーム新諏訪

ケアハウスフォンテーヌケアハウスフォンテーヌケアハウスフォンテーヌ

コープながの福祉センター
宅老所こーぷの家まゆみだ
コープながの福祉センター
宅老所こーぷの家まゆみだ
コープながの福祉センター
宅老所こーぷの家まゆみだ

ようこそ森と木ラボようこそ森と木ラボようこそ森と木ラボ

カフェハクナマタタカフェハクナマタタカフェハクナマタタ

デイホーム・ポルテワールデイホーム・ポルテワールデイホーム・ポルテワール

リハビリデイサービス
nagomi長野石渡教室
リハビリデイサービス
nagomi長野石渡教室
リハビリデイサービス
nagomi長野石渡教室

こどもプラス長野稲葉教室こどもプラス長野稲葉教室こどもプラス長野稲葉教室

かがやきひろば吉田かがやきひろば吉田かがやきひろば吉田

グループホームまゆグループホームまゆグループホームまゆ

フランスベッド長野
デイサービスセンター
フランスベッド長野
デイサービスセンター
フランスベッド長野
デイサービスセンター

かがやきひろば篠ノ井かがやきひろば篠ノ井かがやきひろば篠ノ井

朝陽小学校朝陽小学校朝陽小学校

安茂里小学校安茂里小学校安茂里小学校

裾花中学校裾花中学校裾花中学校

裾花体育館裾花体育館裾花体育館

安茂里体育館安茂里体育館安茂里体育館

篠ノ井高等学校篠ノ井高等学校篠ノ井高等学校

小松原体育館小松原体育館小松原体育館

共和小学校共和小学校共和小学校

篠ノ井体育館篠ノ井体育館篠ノ井体育館

篠ノ井東中学校篠ノ井東中学校篠ノ井東中学校

篠ノ井東小学校篠ノ井東小学校篠ノ井東小学校

寺尾小学校寺尾小学校寺尾小学校

川中島中学校川中島中学校川中島中学校

川中島町公民館川中島町公民館川中島町公民館

昭和小学校昭和小学校昭和小学校

川中島体育館川中島体育館川中島体育館

川中島小学校川中島小学校川中島小学校

青木島小学校青木島小学校青木島小学校

更北中学校更北中学校更北中学校

真島小学校真島小学校真島小学校

下氷鉋小学校下氷鉋小学校下氷鉋小学校

広徳中学校広徳中学校広徳中学校

長野南高等学校長野南高等学校長野南高等学校

三本柳小学校三本柳小学校三本柳小学校

信州大学教育学部グラウンド信州大学教育学部グラウンド信州大学教育学部グラウンド

ひまわり公園ひまわり公園ひまわり公園

長野高等学校 グラウンド長野高等学校 グラウンド長野高等学校 グラウンド

城山公園城山公園城山公園

長野西高等学校長野西高等学校長野西高等学校

多目的（防災）広場（桜スクエア）多目的（防災）広場（桜スクエア）多目的（防災）広場（桜スクエア）

長野市芸術館長野市芸術館長野市芸術館

長野商業高等学校長野商業高等学校長野商業高等学校

県庁本館北側広場
（憩いの広場）

県庁本館北側広場
（憩いの広場）

県庁本館北側広場
（憩いの広場）

文化学園長野中学・高等学校グラウンド文化学園長野中学・高等学校グラウンド文化学園長野中学・高等学校グラウンド

若里公園若里公園若里公園

信州大学工学部運動場信州大学工学部運動場信州大学工学部運動場 三重公園三重公園三重公園 長野日本大学中学・
高等学校第１グラウンド
長野日本大学中学・

高等学校第１グラウンド
長野日本大学中学・

高等学校第１グラウンド

和田公園和田公園和田公園

美和公園美和公園美和公園

長野吉田高等学校第１グラウンド長野吉田高等学校第１グラウンド長野吉田高等学校第１グラウンド

大豆島公園大豆島公園大豆島公園

長野東高等学校長野東高等学校長野東高等学校

東部浄化センター４階会議室東部浄化センター４階会議室東部浄化センター４階会議室

オリンピック記念アリーナ
（エムウェーブ）
オリンピック記念アリーナ
（エムウェーブ）
オリンピック記念アリーナ
（エムウェーブ）

長野盲学校長野盲学校長野盲学校

犀川緑地犀川緑地犀川緑地

長野工業高等学校長野工業高等学校長野工業高等学校

専門学校カレッジオブキャリア
共和校（北側校庭）
専門学校カレッジオブキャリア
共和校（北側校庭）
専門学校カレッジオブキャリア
共和校（北側校庭）

長野県消防学校長野県消防学校長野県消防学校

南長野運動公園南長野運動公園南長野運動公園

三本柳中央公園三本柳中央公園三本柳中央公園

アクアパル千曲運動広場アクアパル千曲運動広場アクアパル千曲運動広場

城山小学校城山小学校城山小学校

加茂小学校加茂小学校加茂小学校
浅川小学校浅川小学校浅川小学校西部中学校西部中学校西部中学校

城東小学校城東小学校城東小学校

湯谷小学校湯谷小学校湯谷小学校

緑ケ丘小学校緑ケ丘小学校緑ケ丘小学校

山王小学校山王小学校山王小学校

北部中学校北部中学校北部中学校

吉田小学校吉田小学校吉田小学校

三輪体育館三輪体育館三輪体育館

芹田小学校芹田小学校芹田小学校

松ケ丘小学校松ケ丘小学校松ケ丘小学校

長野運動公園長野運動公園長野運動公園

川中島古戦場史跡公園川中島古戦場史跡公園川中島古戦場史跡公園

大豆島小学校大豆島小学校大豆島小学校

大豆島体育館大豆島体育館大豆島体育館

氷鉋公園氷鉋公園氷鉋公園

裾花小学校裾花小学校裾花小学校

犀陵中学校犀陵中学校犀陵中学校

南部勤労青少年ホーム南部勤労青少年ホーム南部勤労青少年ホーム

合戦場公園合戦場公園合戦場公園

ドリームモータースクール昭和ドリームモータースクール昭和ドリームモータースクール昭和

更級農業高等学校更級農業高等学校更級農業高等学校

篠ノ井中央公園篠ノ井中央公園篠ノ井中央公園

古牧小学校古牧小学校古牧小学校

三陽中学校三陽中学校三陽中学校

鍋屋田小学校鍋屋田小学校鍋屋田小学校

櫻ケ岡中学校櫻ケ岡中学校櫻ケ岡中学校

東部中学校東部中学校東部中学校

大豆島公民館大豆島公民館大豆島公民館

柳町中学校柳町中学校柳町中学校

御厨公園御厨公園御厨公園

南部小学校南部小学校南部小学校

教育センター教育センター教育センター

三輪小学校三輪小学校三輪小学校

後町ホール（中部公民館分室）後町ホール（中部公民館分室）後町ホール（中部公民館分室）

長野県立大学後町キャンパス運動場長野県立大学後町キャンパス運動場長野県立大学後町キャンパス運動場

清野小学校清野小学校清野小学校

長野駅東口公園長野駅東口公園長野駅東口公園
指定緊急避難場所

※地震時はグラウンドや広場などの屋外
指定避難所
を兼ねる

避難可能な災害

洪水（避難条件）土砂災害（避難条件）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

加茂小学校

信州大学教育学部グラウンド

ひまわり公園

西部中学校

城山小学校

柳町中学校

長野高等学校グラウンド

湯谷小学校

城山公園

長野西高等学校

多目的（防災）広場（桜スクエア）

長野市芸術館

南部小学校

教育センター

鍋屋田小学校

長野商業高等学校

県庁本館北側広場（憩いの広場）

山王小学校

裾花小学校

犀陵中学校

芹田小学校

若里公園

信州大学工学部運動場

長野駅東口公園

三陽中学校

緑ケ丘小学校

古牧小学校

櫻ケ岡中学校

三重公園

和田公園

城東小学校

三輪小学校

三輪体育館

美和公園

長野吉田高等学校第1グラウンド

吉田小学校
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避難場所一覧
指定緊急避難場所

※地震時はグラウンドや広場などの屋外
指定避難所
を兼ねる

避難可能な災害

洪水（避難条件）土砂災害（避難条件）
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清野小学校

長野運動公園

東部中学校

浅川小学校

北部中学校

大豆島小学校

大豆島公民館

大豆島体育館

大豆島公園

後町ホール（中部公民館分室）

長野県立大学後町キャンパス運動場

長野東高等学校

東部浄化センター４階会議室

朝陽小学校

長野盲学校

安茂里小学校

裾花中学校

裾花体育館

松ケ丘小学校

安茂里体育館

犀川緑地

長野工業高等学校

小松原体育館

共和小学校

寺尾小学校

氷鉋公園

三本柳中央公園

青木島小学校

更北中学校

真島小学校

アクアパル千曲運動広場

川中島古戦場史跡公園

下氷鉋小学校

長野南高等学校

三本柳小学校

長野県消防学校

（北西の一部
  除く）

（グラウンド除く）

（グラウンド除く）

（南東の一部
  除く）

（第２体育館）

（施設内）

（施設内）

（施設内）

（施設内）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（３階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

（２階以上）

オリンピック記念アリーナ
（エムウェーブ）

専門学校カレッジオブキャリア共和校
（北側校庭）

文化学園長野中学・高等学校グラウンド

長野日本大学中学・高等学校第１グラウンド

（施設内）（グラウンド除く）

（グラウンド除く）

（グラウンド除く）

（体育館除く）

最新の情報は長野市ホームページで確認してください。

●この地図に掲載されている浸水想定区域は、国土交通省千曲川河川事務所が
　管理する千曲川・犀川と、長野県が管理する裾花川・浅川の情報を重ね合わせた
　ものです。浸水想定に関する詳しい条件は、本ハザードマップが封入されていた
　封筒に記載されておりますので、ご確認ください。
●この地図に掲載されている要配慮者利用施設の情報は、平成30年9月30日現在の
　情報で、おおよその位置を示しています。
●この地図は、千曲市発行の2,500分の1、10,000分の1千曲市都市計画基本図のDM
　データを複製したものである。（承認番号30都第183号）
●この地図は、長野市長の承認を得て、長野市都市計画基本図2,500分の1、長野市
　地形図10,000分の1を複製したものである。（承認番号30都第590号）

洪水による浸水の深さ 凡　例

10.0ｍ

20.0ｍ

5.0ｍ

3.0ｍ

0.5ｍ

10.0～20.0ｍ未満

0.5ｍ未満

0.5～3.0ｍ未満

3.0～5.0ｍ未満

5.0～10.0ｍ未満

想定最大規模降雨（L2）

千曲川・犀川・裾花川・浅川

避難場所等マーク 凡　例

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所兼避難所

洪水災害
土砂災害

地震災害

上記マークの横に下記のマークがついている場所は
各災害の時、避難可能です。

災

害

種

別

0 0.5 1.0km
1：16,000

凡　例

水
位

倉

排

水防

おおむね100年に1回程度起こる降雨による
洪水の浸水想定区域（千曲川・犀川の重ね合わせ）
前提降雨：流域の２日間の総雨量186mm

氾濫流による家屋倒壊等

河岸侵食による家屋倒壊等

鉄道（ＪＲ・私鉄）

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

国道・県道

市町村界

ライブカメラ

防災行政無線

アンダーパス

病院

防災備蓄倉庫・水防倉庫

主な排水機場

市役所・支所（連絡所）

消防署・分署

警察署・駐在所・交番

要配慮者利用施設

水位観測所

雨量観測所

想定した降雨の規模

千曲川

犀　川

裾花川

浅　川

２日間で 396mm（流域全体）

２日間で 396mm（流域全体）

660mm／ 24 時間（流域全体）

766mm／ 24 時間（流域全体）

1000 年に１回程度の降雨
（１年間にその規模を越える洪水が
　発生する確率が 1/1000 程度）

長野市洪水ハザードマップ②長野市洪水ハザードマップ②

平成31年３月


