
　指定福祉避難所は、避難所生活に特別な配慮を要する要配慮者の避難生活の負担を軽減するた
めの避難所です。これまで指定避難所（福祉避難所）として指定していましたが「指定福祉避難
所」に名称が変わりました。
　市では、市内で社会福祉施設を運営している法人と「福祉避難所の確保に関する協定」を締
結し、災害時における要配慮者の避難支援体制を整備しています。

▽受入対象者…高齢者や障がいのある方、乳幼児などの特定された要配慮者とその家族

▽開設方法…災害発生後、市が開設の必要性を判断し、各施設に受け入れが可能かどう
　か確認した上で開設されます。

▽指定福祉避難所への移動…希望する受入対象者を直接避難させることができない場合、指定一般避難所への
避難後に、調整がつき次第、指定福祉避難所へ移送します。また、症状によっては医療機関に移送する場合
もあります。

　現在、45法人84施設を要配慮者の受け入れが可能な指定福祉避難所として確保していますので、下記の避難
所一覧をご確認ください。

“指定福祉避難所”をご存じですか？

№ 施　設　名 受入対象者

１ びーた支援センター 障がい者（知的・
精神・発達）

２ えいぷりる 障がい者（知的・
精神・発達）

３ 障害者支援施設　青松園 障がい者（知的・
精神）

４ 障害者支援施設　栄幸園 障がい者（知的・
精神）

５ 特別養護老人ホーム青山荘 高齢者

６
青山荘デイサービスセンタ
ー 高齢者

７ 青山荘グループホーム 高齢者

８
デイサービスセンター
あしの園 高齢者

９ あずましや支援ハウス 障がい者（肢体）

10 デイサービスセンター
ほほえみ 高齢者

11 グループホームエルムの里 高齢者

12 障がい者支援施設
第二うちがた

障がい者（肢体・
視覚・聴覚・内部）

13 ケアホームうるしかわ 障がい者（肢体・
視覚・聴覚・内部）

14 うめたデイサービスセンタ
ー 高齢者

15 大東ケ丘サントピアホーム 障がい者（すべて）

16 グループホーム大東ケ丘 高齢者

17 多機能型事業所
訓練はばたけ

障がい者（知的・
精神・発達）

№ 施　設　名 受入対象者

18 ニューはばたけ 障がい者（知的・
精神・発達）

19 特別養護老人ホーム祥光苑 高齢者

20 ㈲ケアサービスたんぽぽ 高齢者

21 グループホームたんぽぽ 高齢者

22 住宅型有料老人ホーム
たんぽぽの家 高齢者

23 ケアホームのりた 高齢者

24 高齢者グループホーム
憩いの家 高齢者

25 市養護老人ホームくるみ園 高齢者

26 市地域福祉センター 高齢者・障がい者
（すべて）・妊産婦

27 金木中央老人福祉センター 高齢者

28 金木生活支援ハウス 高齢者

29 市浦生活支援ハウス 高齢者

30 増田病院 高齢者

31 さかもとデイサービスセン
ター 高齢者

32 サコージュさかもと 高齢者

33 グループホームさくら園 高齢者

34 さくら園デイサービスセン
ター 高齢者
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35 住宅型有料老人ホーム
パンション湯の川 高齢者

36 ライフサポート　夢の森 障がい者（肢体・
知的）

37 グループホーム
夢の森かなぎ

障がい者（肢体・
知的）

38 特別養護老人ホーム
すわんの里 高齢者

39 地域活動支援センター
ラ・プリマベラ 障がい者（精神）

40 ケアハウスハルニレ 高齢者

41 グループホームわらび・
よりあい処わらび 高齢者

42 さかえデイサービスセンタ
ー 高齢者

43 五所川原リハビリ倶楽部 障がい者（肢体・視覚
・聴覚・内部・知的）

44 ケアハウス　あじさい 高齢者

45 デイサービス　けやき 高齢者

46 介護老人保健施設
緑風苑 高齢者

47 自立訓練（生活訓練）
ほほえみハウス

障がい者（知的・
精神）

48 デイサービスセンター
まごころ 高齢者

49 特定非営利活動法人
ＭＥＧＯ

障がい者（肢体・
知的）

50 グループホーム
第２さくら 障がい者（知的）

51 デイサービス
ライラック 高齢者

52 特別養護老人ホーム
あかね荘 高齢者

53 あかねデイサービスセンタ
ー 高齢者

54 ワークサポート八晃園 障がい者（知的・
精神・発達）

55 ジョブサポート八晃園 障がい者（知的・
精神・発達）

56 サポートセンターステラ 障がい者（知的・
精神・発達）

57 児童デイサービス八晃園 障がい者（知的・
精神・発達）

58 認定こども園
五所川原こども園 乳幼児

59 若葉こども園 乳幼児

60 こども園さかえ 乳幼児

61 こども園もがわ 乳幼児
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62 まつしま団地こども園 乳幼児

63 こども園津軽野 乳幼児

64 認定こども園第一さつき 乳幼児

65 認定こども園さくら保育園 乳幼児

66 認定こども園第二さつき 乳幼児

67 こども園長橋 乳幼児

68 認定こども園なおみ園 乳幼児

69 認定こども園たかたての森 乳幼児

70 みどりの風こども園ひろた 乳幼児

71 みどりの風オアシス 乳幼児

72 みどりの風こども園かなぎ 乳幼児

73 みどりの風こども園あとむ 乳幼児

74 三好保育所 乳幼児

75 中川保育園 乳幼児

76 七和保育園 乳幼児

77 こども園かまや 乳幼児

78 梅田保育園 乳幼児

79 新宮団地こども園 乳幼児

80 地域密着型特別養護老人ホ
ームさくらの里 高齢者

81 ふれあいホームいこい 高齢者

82 ラポール五所川原 高齢者・障がい者
（すべて）・妊産婦

83 アミスタ五所川原 高齢者・障がい者
（すべて）・妊産婦

84 シルバービレッジ憩いの杜 高齢者
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