
函館市福祉避難所指定施設一覧   

 

○「福祉避難所」は，災害時に一般の避難所での避難生活が困難な要配慮者（高齢者，障がい者，妊

産婦，乳幼児など）を２次的に避難させるための避難所です。 

○「福祉避難所」は，災害時に市の要請により，開設するものですので，災害が発生したからといっ

て必ず開設されるものではありません。 

○一般の指定避難所（学校）では，教室などを使って要配慮者を対象とした福祉避難スペースをもう

けることもできますので，まずは一般の避難所へ避難してください。 

施設名 住所 種別 

くるみ学園 亀田中野町 38-11 児童養護施設 

永楽荘 高丘町 3-1 養護老人ホーム 

高丘寮 高丘町 3-1 救護施設 

函館百楽園 高丘町 3-1 特別養護老人ホーム 

ケンゆのかわ 湯川町 3 丁目 29-15 介護老人保健施設 

ベイアニエス（ケアハウス） 日吉町 4 丁目 7-82 軽費老人ホーム 

ももハウス 赤川町 390-2 特別養護老人ホーム 

もも太郎 赤川町 388-1 介護老人保健施設 

まろにえ 西旭岡町 3 丁目 239-2 養護老人ホーム 

函館共愛会愛泉寮 中島町 35-7 特別養護老人ホーム 

みなみかやべ荘 川汲町 986-13 特別養護老人ホーム 

はこだて元町認定こども園 弥生町 1-24 保育所 

はまなす認定こども園 千歳町１５-５ 保育所 

中央認定こども園 新川町 1-5 保育所 

ゆりかご認定こども園 中島町 33-18 保育所 

つくし認定こども園 榎本町 16-17 保育所 

駒場認定こども園 駒場町 10-22 保育所 

赤川認定こども園 赤川町 161-2 保育所 

鍛治さくら認定こども園 鍛治 1 丁目 11-12 保育所 

南かやべ認定こども園 川汲町 1601-1 保育所 

函館市松陰母子ホーム 若松町 35-16 母子生活支援施設 

函館高砂母子ホーム 若松町 36-25 母子生活支援施設 

認定こども園函館市松陰保育園 松陰町 30-5 保育所 

認定こども園函館高砂保育園 若松町 35-16 保育所 

認定こども園函館桔梗保育園 桔梗 3 丁目 1-29 保育所 

明和園 日乃出町 21-17 救護施設 

函館視力障害センター 湯川町 1 丁目 35-20 指定障害者支援施設 

潮寿荘 釜谷町 605-1 特別養護老人ホーム 

潮太郎 釜谷町 605-1 小規模多機能施設 

恵楽園 柏野町 117 特別養護老人ホーム 

恵山恵愛会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 柏野町 117 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

函館市保健福祉部管理課（社会担当）電話 21-3255 

２０２２年６月３０日現在 



施設名 住所 種別 

デイサービスセンター戸井 原木町 285-1 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

ほのぼの 新浜町 188-2 介護付有料老人ホーム 

北海道函館盲学校 田家町 19-12 学校 

北海道函館聾学校 深堀町 27-8 学校 

松濤 松風町 18-15 特別養護老人ホーム 

こん 本町 29-7 有料老人ホーム 

倶有 松風町 19-18 特別養護老人ホーム 

こん 時任町 35-24 老人短期入所施設 

こん松濤 宇賀浦町 16-20 認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

函館青年寮 石川町 42-2 指定障害者支援施設 

侑ハウス 西桔梗町 783-15 指定障害者支援施設 

ワークショップはこだて 石川町 41-4 指定障害福祉サービス事業所（多機能型）  

はこだて療育・自立支援センター 湯川町 2 丁目 39-26 指定自立訓練事業所 

赤川児童館 赤川 1 丁目 30-35 児童館 

山の手児童館 山の手 3 丁目 4-7 児童館 

亀田港児童館 亀田港町 42-16 児童館 

神山児童館 神山町 241-70 児童館 

旭岡児童館 西旭岡町 2 丁目 51-1 児童館 

昭和児童館 昭和 2 丁目 37-2 児童館 

つつじ保育園 日ノ浜町 172-8 保育所 

戸井幼稚園 小安町 523-7 幼稚園 

桔梗福祉交流センター 桔梗 4 丁目 1-18 その他社会福祉施設 

白ゆり富岡 富岡町 1 丁目 23-12 介護付有料老人ホーム  

白ゆり美原 美原 2 丁目 50-2 有料老人ホーム 

白ゆり乃木 乃木町 4-53 介護付有料老人ホーム 

こうじゅ 亀田町 7-1 特別養護老人ホーム 

響の杜 陣川町 91-4 介護老人保健施設 

シンフォニー 中野町 74-1 特別養護老人ホーム 

幸成園 桔梗町 435-28 特別養護老人ホーム 

谷地頭緑蔭園 谷地頭町 23-5 特別養護老人ホーム 

あい亀田港 亀田港町 56-12 特別養護老人ホーム 

はくあい園 吉川町 3-16 特別養護老人ホーム 

旭岡保育園 西旭岡町 1 丁目 29-10 保育所 

 


