
No 地区 施設名 施設区分 施設住所 施設電話番号 備　考

1 高田 特別養護老人ホーム　さくら聖母の園 特養、短期 西城町2丁目3-20 025-526-2020

2 高田 南さくら工房 障害者施設 大手町5番32号 025-526-6060

3 高田 さくら工房 障害者施設 高土町3丁目4番2号 025-522-1721

4 高田 さくらホームさくらの家 障害者施設 高土町3丁目4番2号 025-522-1831

5 高田 さくらホームつばきの家 障害者施設 高土町3丁目4番2号 025-523-5471

6 高田 さくらホーム朋 障害者施設 寺町2丁目12番11号 025-522-3311

7 高田 さくらホーム陽 障害者施設 寺町2丁目12番11号 025-522-3311

8 高田 介護老人保健施設　くびきの 老健 西城町3丁目6番31号 025-526-2161

9 高田 サンクス高田 有料老人ﾎｰﾑ 寺町3丁目10番11号 025-521-1230

10 高田 グループホーム高田てらまち ＧＨ 寺町3丁目11番14号 025-546-7775

11 高田 ショートステイ　ひこばえの森 短期 寺町2丁目1番18号 025-523-1850

12 高田 ショートステイ　お堀ばた 短期 西城町2丁目8番30号 025-523-2139

13 高田 デイサービス　めぐみ ＤＳ 本町7丁目2番1号 025-521-5353

14 高田 ハッピーデイサービス　めぐみ ＤＳ 北城町4丁目21番11号 025-522-5188

15 新道 介護老人保健施設　高田の郷 老健 新南町28番地3 025-526-2558

16 新道 特別養護老人ホーム　悠久の里 特養、短期 とよば186番地 025-522-0033

17 新道 介護老人保健施設　アルカディア上越 老健 大道福田560番地 025-524-3171

18 新道 サービス付き高齢者向け住宅　リーシェ上越さくら 介護付有料 とよば121番地 025-522-1765

19 新道 ショートステイ　だいにち 短期 大日34番地5 025-526-6611

20 新道 ショートステイ　めぐみ 短期 鴨島1075番地 025-523-8088

21 金谷 かなやの里　ほほえみ 障害者施設 大字小滝644番地2 025-522-1961

22 金谷 かなやの里　更生園 障害者施設 大字下馬場576番地78 025-522-1961

23 金谷 かなやの里　療護園 障害者施設 大字下馬場576番地78 025-522-1961

24 金谷 かなやの里ワークス 障害者施設 大字下馬場576番地78 025-522-1961

25 金谷 特別養護老人ホーム　サンクスレルヒの森 特養 大貫2丁目16番23号 025-530-6200

26 金谷 ハートフルケア上越高田 有料老人ﾎｰﾑ 上中田1139番地2 025-526-1565

27 金谷 短期入所施設　桑の里 短期 大字京田134番地1 025-521-0770

28 有田 有料老人ホーム　スローライフもんぜん 有料老人ﾎｰﾑ 下門前1910番地 025-544-5000

29 春日 上越総合福祉センター 福祉施設 木田新田1丁目1番3号 025-526-1515

30 春日 デイホーム　げんき ＤＳ 木田2丁目15番14号 025-521-7676

31 春日 小規模多機能　あったかほーむ春日 小規模多機能 木田2丁目16番50号 025-521-0360

32 春日 有料老人ホーム　ケアライフ春日 有料老人ﾎｰﾑ 木田2丁目16番50号 025-521-0360

33 春日 寄り合い処　ふらっとかすが ＤＳ 木田2丁目16番50号 025-521-0360

34 春日 メディケアきずな・木田 サ高住・短期 木田3丁目8番44号 025-520-8807

35 諏訪 特別養護老人ホーム　いなほ園 特養 上真砂219番地 025-520-2121

36 諏訪 地域密着型特別養護老人ホーム　みずほ園 特養 米岡434番地1 025-530-7875

37 三郷 サテライト型特別養護老人ホーム　笛吹の里 特養 大字薮野138番地 025-522-3030

38 和田 特別養護老人ホーム　太陽と緑の家　今泉 特養 大字今泉字西蓮池1310番地8 025-521-0334

39 和田 介護老人保健施設　そよかぜ倶楽部 老健 大字今泉字西蓮池1310番地5 025-522-8700

40 和田 スローライフやまと（DS） ＤＳ 大和3丁目21番8号 025-526-7023

41 和田 スローライフやまと（SS） 短期 大和3丁目21番8号 025-526-7023

42 高士 小規模多機能型居宅介護事業所　ふれあいの里・高士 小規模多機能 大字飯田1320番地3 025-528-4003

43 直江津 特別養護老人ホーム　新光園 特養 新光町3丁目10番31号 025-545-1531

44 直江津 介護老人福祉施設　和久楽 特養、短期 五智4丁目7番21号 025-539-0208

45 直江津 介護老人保健施設　国府の里 老健 五智4丁目7番21号 025-544-2525

46 直江津 上越五智養護老人ホーム 養護老 五智6丁目6番11号 025-543-2620

47 直江津 北さくら工房 障害者施設 西本町1丁目8番1号 025-545-2230

48 直江津 居多さくら工房 障害者施設 五智6丁目5番23号 025-545-3311

49 直江津
小規模特別養護老人ホーム　直江津愛宕の園
グループホーム　おたて
小規模多機能型居宅介護　居多の里

小規模特養、
ＧＨ、
小規模多機能

五智2丁目1番3号 025-539-0195

50 直江津 障がい者就労支援センター　WITH 障害者施設 五智2丁目526番3号 025-531-1005

指 定 福 祉 避 難 所 一 覧
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51 直江津
複合型生活支援スペースりとるの家
りとるの家はなれ

障害者施設 石橋2丁目3番31号 025-542-0170

52 直江津 有料老人ホーム　ツクイ・サンシャイン上越 特定施設 五智2丁目1番1号 025-531-0883

53 直江津 小規模多機能型居宅介護事業所　こぶしの丘 小規模多機能 国府1丁目15番7号 025-543-6650

54 八千浦 八千浦　ひよりの里 小規模多機能 西ヶ窪浜156番地1 025-546-5610

55 八千浦 ショートステイ　あさひ 短期 日之出町12番地1 025-545-3933

56 保倉 特別養護老人ホーム　上吉野愛宕の園 特養 上吉野1912番地1 025-539-1855

57 安塚 特別養護老人ホーム　あいれふ安塚 特養 安塚区安塚2209番地3 025-595-1311

58 安塚 安塚やすらぎ荘　ショートステイ 短期 安塚区安塚2549番地5 025-592-3002

59 浦川原 介護老人保健施設　保倉の里 老健 浦川原区顕聖寺730番地１ 025-599-3990

60 浦川原 浦川原高齢者生活福祉センター ＤＳ 浦川原区顕聖寺242番地2 025-599-3878

61 浦川原 おおすぎの里 障害者施設 浦川原区虫川818番地 025-599-2881

62 大島 特別養護老人ホーム　ほくら園 特養、短期、 大島区大平5131番地 025-594-3311

63 柿崎 介護老人保健施設　サンクス米山 老健 柿崎区上下浜219番地5 025-536-6622

64 柿崎 ショートステイ　サンクス柿崎 短期、ＤＳ 柿崎区柿崎字あけぼの644‐8 025-535-2510

65 柿崎 特別養護老人ホーム　よねやまの里 特養 柿崎区柿崎6414-1 025-536-4400

66 柿崎 就労支援事業所　ふれんどり～ミルはまなす 障害者施設 柿崎区柿崎6406番地 025-536-6200

67 柿崎 小規模多機能　あったかほーむ柿崎 小規模多機能 柿崎区柿崎1188番地1 025-536-6555

68 柿崎 有料老人ホーム　ケアライフ柿崎 有料老人ﾎｰﾑ 柿崎区柿崎1188番地1 025-536-6555

69 大潟 つどいの郷 障害者施設 大潟区九戸浜388番地8 025-534-3972

70 大潟 小規模特別養護老人ホーム　大潟愛宕の園 小規模特養 大潟区土底浜978番地1 025-534-6535

71 大潟 グループホーム大潟 ＧＨ 大潟区土底浜978番地1 025-534-6535

72 大潟 特別養護老人ホーム　しおさいの里 特養 大潟区犀潟410番地2 025-534-6225

73 大潟 デイサービスセンター　ゆりかご荘 ＤＳ 大潟区犀潟410番地2 025-534-6223

74 大潟 障害者支援施設　さいはま園 障害者施設 大潟区犀潟410番地2 025-534-6225

75 大潟 夕映えの郷 障害者施設 大潟区犀潟410番地5 025-534-3100

76 頸城 就労継続支援B型事業所　くびきふれあい 障害者施設 頸城区百間町633番地 025-530-3815

77 頸城 介護老人保健施設　葵の園・上越 老健 頸城区上吉194番地 025-531-1010

78 頸城 デイサービス・ショートステイ　ふれあいの杜　上越 特定施設 頸城区西福島945番地1 025-531-3490

79 頸城 くびきの里　ショートステイ 短期 頸城区上吉194番地1 025-546-5113

80 頸城 小規模多機能　だんらん 小規模多機能 頸城区北方125番地9 025-530-3657

81 頸城 樹楽　上増田 小規模多機能 頸城区上増田122番地1 025-546-7341

82 吉川 特別養護老人ホーム　ほほ笑よしかわの里 特養 吉川区原之町1819番地1 025-548-3600

83 吉川 いこいの里あさひ　ショートステイ 短期 吉川区梶2084番地1 025-539-3148

84 中郷 地域密着型老人福祉施設　みのりの丘中郷 小規模多機能、短期 中郷区藤沢998番地1 0255-74-2525

85 中郷 グループホームえがお ＧＨ 中郷区八斗蒔32番地1 0255-74-3311

86 板倉 特別養護老人ホーム　いたくら桜園 特養 板倉区曽根田101番地7 0255-81-4848

87 板倉 みやじまの里　清心荘 ＤＳ 板倉区宮島135番地1 0255-78-2000

88 清里 特別養護老人ホーム　みねの園 特養、短期 清里区岡野町1618番地 025-528-3000

89 三和 特別養護老人ホーム　三和愛宕の園 特養 三和区井ノ口1718番地4 025-532-2699

90 三和 小規模多機能型居宅介護　えどひがんの里 小規模多機能 三和区井ノ口1718番地4 025-532-3782

91 三和 デイサービスセンター三和愛宕の園 ＤＳ 三和区野407番地1 025-529-2525

92 三和 やまびこ 障害者施設 三和区井ノ口806番地1 025-532-4332

93 三和 共同生活援助　三和オリーブ 障害者施設 三和区井ノ口757番地1 025-532-4332

94 三和 コミュニティナイトホームすいせんの里 短期 三和区井ノ口406番地1 025-529-2231

95 三和 小規模多機能型居宅介護事業所　ふれあいの里・五公 小規模多機能 三和区鴨井709番地1 025-532-2542

96 名立 救護施設　名立園 救護 名立区赤野俣926番地2 025-537-2021

97 名立 名立デイサービスセンター　椿寿苑 ＤＳ 名立区名立大町4234番地 025-537-2566

98 名立 小規模多機能居宅介護事業所　ふれあいの里・名立 小規模多機能 名立区森138番地 025-538-2211


