
指定 高知市保健福祉センター 保健福祉センター 高知市塩田町18-10

指定 東部健康福祉センター 保健福祉センター 高知市葛島4-3-3

指定 西部健康福祉センター 保健福祉センター 高知市鴨部860-1

指定 南部健康福祉センター 保健福祉センター 高知市百石町3-1-30

指定 障害者福祉センター 障害者施設 高知市旭町2-21-6

指定 土佐山健康福祉センター 保健福祉センター 高知市土佐山桑尾1842-2

指定 春野あじさい会館 その他 高知市春野町西分1-1

指定 ケアハウス　パールマリン 高齢者施設 高知市仁井田1618-18

指定 特別養護老人ホーム　あざみの里 高齢者施設 高知市薊野北町2-25-8

指定 特別養護老人ホーム　シーサイドホーム桂浜 高齢者施設 高知市長浜6598-4

指定 高知県立高知若草特別支援学校 特別支援学校 高知市春野町弘岡下2980-1

指定 特別養護老人ホーム　ふるさとの丘 高齢者施設 高知市朝倉己1149-106

指定 有料老人ホームあっとホーム 高齢者施設 高知市神田1068-1

指定 特別養護老人ホームはるの若菜荘 高齢者施設 高知市春野町東諸木3058-1

指定 特別養護老人ホーム　うららか春陽荘 高齢者施設 高知市春野町西分4660

指定 特別養護老人ホーム　やすらぎの家 高齢者施設 高知市針木北1-14-30

指定 在宅介護センター　わかくさ 高齢者施設 高知市若草南町22-25

指定 特別養護老人ホーム　ウェルプラザ高知 高齢者施設 高知市一宮しなね2-15-19

指定 特別養護老人ホーム　森の里高知 高齢者施設 高知市横浜20-1

指定 特別養護老人ホーム　風花の里 高齢者施設 高知市西塚ﾉ原76-1

指定 ケアハウス　あじさいの里 高齢者施設 高知市春野町芳原1308-1

指定 デイサービス　いこいの森 高齢者施設 高知市旭町2-38-5

指定 看護小規模多機能型居宅介護事業所　ありがとう 高齢者施設 高知市横浜西町29-32

指定 老人保健施設　あうん高知 高齢者施設 高知市一宮西町1-7-25

指定 グループホーム　憩いの生活館ーいっくー 高齢者施設 高知市一宮東町1-26-3

指定 有料老人ホーム　おひさまのうた 高齢者施設 高知市一宮東町1-27-38

指定 老人保健施設　シルバーマリン 高齢者施設 高知市仁井田1612-21

指定 介護老人保健施設　あったかケアみずき 高齢者施設 高知市一宮中町2-9-4

指定 介護老人保健施設　ピアハウス高知 高齢者施設 高知市塚ﾉ原36

指定 中山間地域構造改善センター その他 高知市鏡小浜8

指定 介護老人保健施設　梅壽苑 高齢者施設 高知市土居町9-18

指定 特別養護老人ホーム　つむぐ 高齢者施設 高知市長浜6598-4

指定 福祉牧場　おおなろ園 障害者施設 高知市神田2485-2

指定 グループホーム　つくしの里 高齢者施設 高知市鴨部1079-1

指定 高知県立高知ろう学校 特別支援学校 高知市中万々78

指定 高知県立盲学校 特別支援学校 高知市大膳町6-32

指定 養護老人ホーム　千松園 高齢者施設 高知市十津2-12-1

指定 ユニット型特別養護老人ホーム　もとちか 高齢者施設 高知市長浜4975

指定 平成福祉専門学校（校舎部分） その他 針木北1丁目14-30

指定 平成福祉専門学校（寮部分） その他 針木北1丁目14-30

指定 認知症対応共同生活介護あさひ 高齢者施設 下島町124-１

指定 サービス付き高齢者向け住宅　いこいの森プラス 高齢者施設 旭町３丁目３番地

指定 高知市立高知特別支援学校 特別支援学校 本宮町125番地

指定 介護老人福祉施設早蕨 高齢者施設 五台山3780-1

指定 グループホーム　しあわせ村 高齢者施設 浦戸837番地30

指定 高知県立日高特別支援学校高知しんほんまち分校 特別支援学校 新本町２丁目13番51号

指定 サービス付高齢者住宅　イチゴいちえ 高齢者施設 介良乙3042-１

47
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保健医療圏
（福祉保健所）

市町村
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／

協定
施設名 施設種別 住所
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福祉避難所指定（協定）状況一覧

保健医療圏
（福祉保健所）

市町村
指定
／

協定
施設名 施設種別 住所

指定 障害者支援施設むろと・はまゆう園 障害者施設 室戸市室津928−1

指定 老人保健施設　あさひ 高齢者施設 室戸市領家1-1

指定 室戸市デイサービスセンター 高齢者施設 室戸市領家87

指定 むろと保育園 保育所 室戸市室津2937-1

指定 元保育所 保育所 室戸市元甲1680番地2

5

協定 特別養護老人ホーム　八流荘 高齢者施設 安芸市赤野甲561-2
協定 キセキレイの里 高齢者施設 安芸市川北甲3731
協定 特別養護老人ホーム　つつじの丘 高齢者施設 安芸市川北乙1735
協定 ケアハウス安芸 高齢者施設 安芸市川北甲1812-15

協定
デイサービスセンターあったか
あったかふれあいセンター

高齢者施設 安芸市庄之芝町3-3鯨ﾋﾞﾙ

協定 障害者支援施設　ステージ桜が丘 障害者施設 安芸市西浜2373

6

指定 東洋町地域福祉センター 保健福祉センター 東洋町大字生見756-8

1

協定 特別養護老人ホーム　愛光園 高齢者施設 奈半利町乙478-1

協定 介護老人保健施設ヘルシーケアなはり 高齢者施設 奈半利町乙3740-1

協定 有料老人ホーム　なはり 高齢者施設 奈半利町乙4597-1

3

指定 田野町立田野中学校（体育館） 小中高校 田野町1652

指定 田野町老人福祉センター 保健福祉センター 田野町1828-4

指定 ぷらうらんどKouminkan 障害者施設 田野町4462-58

指定 田野町防災センター その他 田野町1613-2

4

指定 安田町立安田小学校 小中高校 安田町安田2099-ｲ

指定 安田町立高齢者福祉センター 保健福祉センター 安田町大字西島72-1

指定 集落活動センターなかやま その他 安田町大字正弘1538

3

指定 北川村総合保健福祉センター 保健福祉センター 北川村野友甲710-2

指定 小規模多機能施設ゆずの花 その他 北川村野友甲716-1

2

指定 馬路村集会センタ－うまなび その他 馬路村大字馬路443

指定 馬路村デイサ－ビスセンタ－ 高齢者施設 馬路村大字馬路407-1

指定 魚梁瀬多目的施設 その他 馬路村大字魚梁瀬10-11

3

協定 介護老人保健施設　リゾートヒルやわらぎ 高齢者施設 芸西村和食甲4268

協定 特別養護老人ホーム　ウエルプラザ洋寿荘 高齢者施設 芸西村西分乙297

2
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福祉避難所指定（協定）状況一覧

保健医療圏
（福祉保健所）

市町村
指定
／

協定
施設名 施設種別 住所

協定（広域） ※ウィッシュかがみの 障害者施設 南国市陣山531

協定（広域） ※南海学園 障害者施設 南国市大埇乙2288

協定 介護老人保健施設　夢の里 高齢者施設 南国市岡豊町中島1521-1

協定 介護老人保健施設　ＪＡいなほ 高齢者施設 南国市明見645-1

協定 特別養護老人ホーム　白銀荘 高齢者施設 南国市大埇乙1072-1

協定 介護老人保健施設　ケアポート南国 高齢者施設 南国市大埇乙1069-1

協定 特別養護老人ホーム　土佐清風園 高齢者施設 南国市岡豊町小篭359-1

協定 ケアハウス　たんぽぽ 高齢者施設 南国市岡豊町常通寺島335-3

協定 特別養護老人ホーム　陽だまりの里 高齢者施設 南国市岡豊町中島1535

協定 小規模多機能型居宅介護事業所みそら 高齢者施設 南国市立田1544-2

協定 就労継続支援B型事業所きてみいや 障害者施設 南国市元町3-1-6

協定
県立高知若草特別支援学校
 土佐希望の家分校

特別支援学校 南国市小籠105

協定
土佐希望の家　医療福祉センター
（通園事業所　土佐希望の家）

障害者施設 南国市小籠107

協定 障害者支援施設こくふ 障害者施設 南国市左右山290-2

協定 グループホーム　ひよし 高齢者施設 南国市日吉町3-2-33

協定 特別養護老人ホーム　たちばなの里 高齢者施設 南国市下野田45-1

16

協定 特別養護老人ホーム　香南赤岡苑 高齢者施設 香南市赤岡町1160-1

協定 特別養護老人ホーム　三宝荘 高齢者施設 香南市野市町母代寺188

協定 特別養護老人ホーム　オーベルジュ 高齢者施設 香南市野市町東野354−18

協定 児童養護施設　愛童園 児童福祉施設 香南市夜須町西山1319−1

協定 障害者福祉サービス事業所　風車の丘あけぼの 障害者施設
香南市野市町大谷1444−46

協定 介護老人保健施設　あいの里 高齢者施設 香南市香我美町岸本ﾙﾉ丸328−174

協定 香我美町高齢者生活福祉センター 高齢者施設 香南市香我美町下分2645-1

協定 総合福祉ゾーン　オークの里 高齢・障害者施設 香南市吉川町古川340-2

協定 高知県知的障害者育成会　香南くろしお園 障害者施設 香南市香我美町下分960-1

協定 ケアハウス菜の花 高齢者施設 香南市野市町東野1632-3

10

協定（広域） ※かがみの育成園 障害者施設 香美市土佐山田町楠目3660

協定（広域） ※障害者支援施設白ゆり 障害者施設 香美市土佐山田町山田1192-1

協定（広域） ※ワークセンター第二白ゆり 障害者施設 香美市土佐山田町山田1189-1

協定（広域） ※県立山田特別支援学校 特別支援学校 香美市土佐山田町山田1361

協定 養護老人ホーム　白寿荘 高齢者施設 香美市香北町永野2100

協定 特別養護老人ホーム　白寿荘 高齢者施設 香美市香北町永野2152

協定 特定施設入所者生活介護事業所　ケアハウス好日館 高齢者施設 香美市土佐山田町550-6

協定 特別養護老人ホーム　ウエルプラザやまだ荘 高齢者施設 香美市土佐山田町秦山町3-4-20

協定（広域） ワークセンター白ゆり 障害者施設 香美市土佐山田町山田1319

協定 サービス付き高齢者向け住宅あさひ　デイサービス太陽 高齢者施設 香美市土佐山田町旭町4丁目2番30号

協定 サービス付き高齢者向け住宅あさひⅡ 高齢者施設 香美市土佐山田町旭町4丁目2番33号

11

協定 障害者支援施設しゃくなげ荘 障害者施設 本山町北山甲303−1

指定 本山町保健福祉センター 保健福祉センター 本山町本山600

2

協定 大豊町総合ふれあいセンター 保健福祉センター 大豊町黒石345−7

1

協定 特別養護老人ホーム　トキワ苑 高齢者施設 土佐町田井1377-29

1

指定 大川村総合福祉センター 保健福祉センター 大川村小松78-6

1
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福祉避難所指定（協定）状況一覧

保健医療圏
（福祉保健所）

市町村
指定
／

協定
施設名 施設種別 住所

協定 特別養護老人ホームとさの里 高齢者施設 土佐市高岡町甲1792-2

協定 障害者支援施設とさ 障害者施設 土佐市波介1244−1

協定 第一太陽福祉園 障害者施設 土佐市波介1276-4

協定 短期入所事業所た・い・よ・う 障害者施設 土佐市波介1206−10

協定 生活介護事業所ひまわり舎 障害者施設 土佐市高岡町甲2097-1

指定 宇佐保育園 保育所 土佐市宇佐町宇佐1133-1

指定 みのり保育園 保育所 土佐市新居1239-1

協定 高石保育園 保育所 土佐市中島297

協定 わかば保育園 保育所 土佐市高岡町甲996

協定 すみれ保育園 保育所 土佐市高岡町甲1445-1

協定 愛聖保育園 保育所 土佐市高岡町乙3363-1

協定 山の手保育園 保育所 土佐市高岡町乙1673-2

協定 天理あかつき保育園 保育所 土佐市高岡町乙256

協定 蓮池保育園 保育所 土佐市蓮池1331

指定 波介保育園 保育所 土佐市波介4353-1

指定 北原保育園 保育所 土佐市北地166-1

指定 こばと保育園 保育所 土佐市家俊1069

協定 特別養護老人ホームさくら 高齢者施設 土佐市高岡町甲969-1

協定 知的障害者支援施設くすのき園 障害者施設 土佐市蓮池533

協定 デイサービス高岡 高齢者施設 土佐市高岡町乙3234-1

協定 デイサービスセンター純信の里 高齢者施設 土佐市家俊1081-1

21

協定 特別養護老人ホーム吾北荘 高齢者施設 いの町下八川丁1676

指定 特別養護老人ホーム偕楽荘 高齢者施設 いの町1400

指定 本川保健福祉センター 保健福祉センター いの町長沢254-10

指定 介護老人保健施設仁淀清流苑 高齢者施設 いの町1482-2

協定 ら・ら・らホーム 障害者施設 いの町3179-2

協定 吾北デイサービスセンター「すこやか」 高齢者施設 いの町小川東津賀才53-1

協定 複合福祉施設ウェルネス伊野 その他 いの町6032-3

協定 ケアハウスいの 高齢者施設 いの町波川560-2

協定 デイサービスセンター壽幸園 高齢者施設 いの町天王南5-2-14

協定 小規模多機能型居宅介護事業所壽幸園 高齢者施設 いの町天王南6-1-1

協定 小規模多機能型居宅介護　アビタシオン青空 高齢者施設 いの町3611-5

協定 グループホーム　アビタシオン青空 高齢者施設 いの町3611-5

協定 グループホーム　アビタシオン微風 高齢者施設 いの町2274-1

協定 小規模多機能型居宅介護事業所えだがわ 高齢者施設 いの町枝川2450番地57

協定 デイサービス駅前ゆとりあ 高齢者施設 いの町新町1番地MMPビル3階

15

協定 デイサービスセンター　池川 高齢者施設 仁淀川町土居甲921−1

協定 デイサービスセンター　とちの木園 高齢者施設 仁淀川町大崎264−8

協定 デイサービスセンター　ひなた荘 高齢者施設 仁淀川町森4287

3 0

指定 佐川町健康福祉センターかわせみ 保健福祉センター 佐川町乙2310

指定 佐川町デイケアセンターさくら荘 高齢者施設 佐川町甲1688-1

指定 佐川町デイサービスセンター斗賀野荘 高齢者施設 佐川町中組50-1

協定 さくら福祉事業所 障害者施設 佐川町字寺中甲1037-1

協定 いこいの里たんぽぽ 高齢者施設 佐川町丙3620-1

5

協定 特別養護老人ホーム　五葉荘 高齢者施設 越知町越知甲946

指定 コスモス荘 高齢者施設 越知町越知甲918-1

協定 老人保健施設　ライブリーハウス輝 高齢者施設 越知町越知甲1667-3

3

協定 特別養護老人ホーム　コスモスの里 高齢者施設 日高村沖名1

協定 視覚障害者養護老人ホーム　土佐くすのき荘 高齢者施設 日高村本村5−5

協定 あったかホームひだかの里　とんぼ・めだか 高齢者施設 日高村下分3561-1

協定 わのわのおうち　輪が家 障害者施設 日高村下分2885-2

指定 日高村ふれ愛センター 障害者施設 日高村沖名3-2

協定（広域） 高知県立日高特別支援学校 特別支援学校 日高村下分60

協定 特別養護老人ホームコスモスの里別館 高齢者施設 日高村沖名1

7
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福祉避難所指定（協定）状況一覧

保健医療圏
（福祉保健所）

市町村
指定
／

協定
施設名 施設種別 住所

指定 須崎市総合保健福祉センター 保健福祉センター 須崎市山手町1-7

協定 須崎市老人デイサービスセンター清流の家 高齢者施設 須崎市上分丙1758-8

協定 須崎市老人デイサービスセンターばんだ湯の香荘 高齢者施設 須崎市桑田山乙1173-1

協定 学校法人　明徳義塾 小中高校 須崎市浦ﾉ内下中山160

指定 須崎市立スポーツセンター　よこなみアリーナ その他 須崎市浦ﾉ内東分2688

協定 デイサービスくりの木 高齢者施設 須崎市安和1201-54

協定 デイサービスどんぐりの里Ⅱ 高齢者施設 須崎市吾井郷乙1909-3

協定 須崎市老人デイサービスセンター山ももの家 高齢者施設 須崎市安和216-1

協定 おひさま保育園 保育所 須崎市吾井郷乙1917-1

9

協定 特別養護老人ホーム　望海の郷 高齢者施設 中土佐町上ﾉ加江小湊277-10

協定 養護老人ホーム　双名園 高齢者施設 中土佐町久礼5998

協定 特別養護老人ホーム　大野見荘 高齢者施設 中土佐町大野見吉野118

協定 障害者支援施設　せせらぎ園 障害者施設 中土佐町大野見栂ﾉ川57

協定 小規模多機能型居宅介護事業所北の里 高齢者施設 中土佐町大野見寺野109

協定 あったかふれあいセンターまんまる その他 中土佐用久礼6551-1

協定 デイサービスセンターのじぎく・いちょうの丘　笹場 高齢者施設 中土佐町上ﾉ加江5163-4

5

指定 梼原町保健福祉支援センター 保健福祉センター 梼原町川西路2320-1

協定 元 デイサービス　梼原ふじの家 高齢者施設 梼原町広野644-2

協定 障害者支援施設　梼原みどりの家 障害者施設 梼原町広野644

協定 特別養護老人ホーム　梼原ふじの家 高齢者施設 梼原町広野636-4

4

指定 津野町総合保健福祉センター 保健福祉センター 津野町姫野々431-1

指定 津野町役場西庁舎福祉交流センター 保健福祉センター 津野町力石2870

協定 特別養護老人ホーム葉山荘 高齢者施設 津野町姫野々417

協定 津野山養護老人ホーム組合高原荘 高齢者施設 津野町力石5082

4

協定 四万十町デイサービスセンター　緑林荘 高齢者施設 四万十町仕出原469-1

協定 四万十町大正老人福祉センター 保健福祉センター 四万十町大正32-1

協定 高齢者多機能施設　十和の里 高齢者施設 四万十町久保川41-1

協定 特別養護老人ホーム　大井川 高齢者施設 四万十町大井川1462-1

協定 デイサービス　大井川 高齢者施設 四万十町大井川1462-1

協定 グループホーム　梅の木 高齢者施設 四万十町大井川1462‐1

協定 障害者支援施設　オイコニア 障害者施設 四万十町仁井田字倉木462

協定 デイサービスセンターさくら貝 高齢者施設 四万十町興津2520-1

協定 特別養護老人ホーム　窪川荘 高齢者施設 四万十町影野640-2

協定 特別養護老人ホーム　四万十荘 高齢者施設 四万十町大正576

協定 小規模多機能ホーム香月 その他 四万十町香月が丘7-30

11
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福祉避難所指定（協定）状況一覧

保健医療圏
（福祉保健所）

市町村
指定
／

協定
施設名 施設種別 住所

協定 障害者支援施設　宿毛授産園 障害者施設 宿毛市貝塚19-21

協定 障害者支援施設　宿毛育成園 障害者施設 宿毛市貝塚19-10

協定 障害者支援施設　ピアハウスすくも 障害者施設 宿毛市貝塚18-7

協定 多機能型事業所　ワークセンターすくも 障害者施設 宿毛市貝塚19-21

協定 重症心身障害児者施設　幡多希望の家 障害者施設 宿毛市平田町中山867

協定 特別養護老人ホーム　豊寿園 高齢者施設 宿毛市平田町戸内1813-1

協定 特定入所者生活介護施設　ケアハウスすくも 高齢者施設 宿毛市平田町戸内1824

7

指定 特別養護老人ホーム　しおさい 高齢者施設 土佐清水市以布利83-5

協定 あんきな家共生サービスホーム 高齢者施設 土佐清水市加久見1464-279

協定 ケアハウス　ひだまり 高齢者施設 土佐清水市清水後口山854-141

協定 障害者支援施設　太陽の家 障害者施設 土佐清水市以布利55

協定 デイサービスセンターひまわり 高齢者施設 土佐清水市浦尻452

協定 介護老人保健施設サンケアしみず 高齢者施設 土佐清水市天神町14-18

協定 あんきな家清水ヶ丘 高齢者施設 土佐清水市清水ヶ丘30-2

7

協定 介護老人福祉施設四万十の郷 高齢者施設 四万十市安並5803

協定 障害児入所施設　わかふじ寮 障害者施設 四万十市古津賀1801-1

協定 障害者支援施設　わかふじ寮 障害者施設 四万十市蕨岡甲6451-2

協定 特別養護老人ホーム　夢の丘 高齢者施設 四万十市右山2041-18

協定 特別養護老人ホーム　かわせみ 高齢者施設 四万十市西土佐用井1110-1

協定 特別養護老人ホーム光優 高齢者施設 四万十市古津賀3742-17

協定 ケアハウス　虹の丘 高齢者施設 四万十市右山1973-6

協定 多機能事業所　「アオ」 障害者施設 四万十市中村一条通4 丁目5-23

指定 ケアハウス　四万十 高齢者施設 四万十市中村山手通45-2

9

指定 特別養護老人ホーム　大月荘 高齢者施設 大月町大字鉾土604−7

1

協定 特別養護老人ホーム星ヶ丘 高齢者施設 三原村宮ﾉ川1271-10

協定 グループホームほうばい 高齢者施設 三原村宮ﾉ川1420-5

2

協定 特別養護老人ホーム　かしま荘 高齢者施設 黒潮町佐賀3177

協定 特別養護老人ホーム　シーサイドホーム 高齢者施設 黒潮町有井川12-1

協定 障害者支援施設　大方誠心園 障害者施設 黒潮町加持33

協定 障害者支援施設　大方生華園 障害者施設 黒潮町田野浦518

協定 介護療養型老人保健施設ことぶき 高齢者施設 黒潮町出口2070

協定 ＧＨくろしお・あったかふれあいセンターにしきの広場 その他 黒潮町入野5191-22

指定 高齢者生活福祉センター 高齢者施設 黒潮町拳ノ川17番地3

指定 黒潮町立佐賀交流センターみらい その他 黒潮町佐賀920番地

指定 旧伊田小学校 小中高校 黒潮町伊田565番地

9

35

※…６施設は３市１町（南国市、香南市、香美市、大豊町）と広域協定を締結。 高齢者施設
　かがみの育成園（香美市）、障害者支援施設白ゆり（香美市）、ワークセンター第二白ゆり（香美市） 高齢・障害者施設
　ウィッシュかがみの（南国市）、南海学園（南国市）、県立山田特別支援学校（香美市） 障害者施設
※…日高養護は、１市４町１村（中央西管内）と広域協定。 児童福祉施設
※…広域協定施設の受け入れ予定人数は、南国市、香美市、日高村に集約。 保健福祉センター

特別支援学校

小中高校

保育所

その他

合計 34市町村　240施設
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