【ご意見の要旨とそれに対する本市の考え方（参考資料）】

福祉避難所一覧
令和元年10月1日現在
法人名

施設種別・名称

所在区

住所

1 浅香山記念会

特養 かーさ・びあんか

堺区 堺市堺区今池町4丁4番8

2 浅香山記念会

地域特養 かーさびあんか三国ヶ丘

堺区 堺市堺区北三国ケ丘町2丁4番1号

3 宏和会

特養 グレース堺

堺区 堺市堺区京町通1-21

4 堺福祉会

特養 ハートピア堺

堺区 堺市堺区海山町3丁150-1

5 コスモス

障害福祉ｻｰﾋﾞｽおおはま障害者作業所

堺区 堺市堺区大浜南町1-7-3

6 悠人会

特養 ベルライブ

堺区 堺市堺区南安井町3-1-1

7 堺市

健康福祉プラザ 健康福祉センター

堺区 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3-1

8 大阪府

府立堺支援学校

堺区 堺市堺区東上野芝町1−71

9 大阪府

府立だいせん聴覚高等支援学校

堺区 堺市堺区大仙町1‐1

10 福生会

特養 嘉齢荘

中区 堺市中区伏尾196番地

11 福生会

養護 福生園

中区 堺市中区伏尾196番地

12 福生会

有料 フロイデンハイム

中区 堺市中区伏尾230

13 稲穂会

特養 やすらぎの園

中区 堺市中区深井畑山町2528の１

14 宝生会

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ あいする久世

中区 堺市中区東八田387-1

15 コミュニティ福祉会

通所 デイサービスセンターひがしやま

中区 堺市中区東山719-1

16 コミュニティ福祉会

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ひがしやま（認知症対応）

中区 堺市中区東山719-1

17 五常会

ケアハウス ゆーとりあ

中区 堺市中区見野山162

18 東光学園

特養 ふれ愛の家

中区 堺市中区土塔町2028番地

19 堺あけぼの福祉会

生活介護 集い「あけぼの」

中区 堺市中区上之853-1

20 障友会

障福サ・就労B型・生活介護 堺みなみ

中区 堺市中区平井671-2

21 障友会

障害・生活介護 くるみの樹

中区 堺市中区東山252-6

22 障友会

障害・生活介護 デイセンターフレンズ

中区 堺市中区伏尾79

23 堺市

東百舌鳥公民館

中区 堺市中区土塔町2363-23

24 ラポール会

特養 くみのき苑ゆらら

東区 堺市東区南野田454-2

25 ラポール会

通所 デイサービスくみのき苑ゆらら

東区 堺市東区南野田454-2

26 頌徳福祉会

特養 ソルメゾン

東区 堺市東区菩提町2丁62番地の１

27 いずみ会

特養 おおみの

東区 堺市東区西野42番地

28 そうび会

特養 つるぎ荘

東区 堺市東区日置荘田中町143-1

29 そうび会

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑつるぎ荘やしも地域ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

東区 堺市東区石原町150

30 コスモス

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ堺東部障害者作業所

東区 堺市東区高松106

31 コスモス

多機能型 えると

東区 堺市東区野尻町8-4

32 啓真会

ケアハウス・シャルム出屋敷

東区 堺市東区八下町1-27-1

33 野田福祉会

特養 ハーモニー

東区 堺市東区南野田33

34 野田福祉会

ケアハウス ハーモニーコート

東区 堺市東区南野田34

35 こころの窓

多機能型 青い鳥

東区 堺市東区日置荘西町8-1-1

36 こころの窓

ショートステイ あかね

東区 堺市東区日置荘西町8-1-1

37 フローラ藤の会

ケアハウス はーとらんど

西区 堺市西区津久野町1丁7番20号

38 おおとり福祉会

特養 朗友館

西区 堺市西区鳳南町5丁575-1

39 おおとり福祉会

特養 朗友サロン

西区 堺市西区草部743

40 堺福祉会

特養 ハートピア泉北

西区 堺市西区太平寺331-1

41 障友会

障福サ・就労B型・生活介護 わららか草部

西区 堺市西区草部783

42 障友会

ショートステイ うてな

西区 堺市西区草部783

43 悠人会

特養 ベルアルプ

西区 堺市西区菱木1丁2343-16

44 堺あすなろ会

堺あすなろ園

西区 堺市西区草部744-6

45 堺あすなろ会

あすなろ万崎の郷

西区 堺市西区草部931-2
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46 こころの家族

特養 故郷の家

南区 堺市南区桧尾3360-12

47 よしみ会

特養 泉北園百寿荘

南区 堺市南区茶山台3丁23-2

48 朋和会

特養 年輪

南区 堺市南区御池台5丁2番2号

49 美和会

ケアハウス 美和

南区 堺市南区三木閉57

50 上神谷福祉会

特養 槇塚荘

南区 堺市南区逆瀬川1038-2

51 上神谷福祉会

ケアハウス 逆瀬川

南区 堺市南区逆瀬川1039

52 シャローム

ケアハウス セットンの家

南区 堺市南区檜尾3360-10

53 シャローム

特定施設 セットンの家

南区 堺市南区檜尾3360-10

54 堺あけぼの福祉会

生活介護・就労B型 堺あけぼの園

南区 堺市南区御池台5丁2番6号

55 堺あけぼの福祉会

生活介護 絆あけぼの

南区 堺市南区三原台3-40-8

56 コスモス

障害福祉ｻｰﾋﾞｽせんぼく障害者作業所

南区 堺市南区檜尾1382-6

57 コスモス

障害福祉ｻｰﾋﾞｽふれあいの里かたくら

南区 堺市南区片蔵165

58 まほろば

生活介護 パル・茅渟の里

南区 堺市南区釜室995-1

59 堺あすなろ会

ピュアあすなろ

南区 堺市南区稲葉3丁1581

60 堺あすなろ会

アトリエｈａｎａ

南区 堺市南区宮山台3丁1-8

61 ビッグ・アイ共働機構

国際障害者交流センター（ビッグアイ）

南区 堺市南区茶山台1-8-1

62 堺市

市立上神谷支援学校

南区 堺市南区御池台4丁24-1

63 大阪府

府立泉北高等支援学校

南区 堺市南区原山台2丁6番

64 大阪府

府立障がい者交流促進センター（ファインプラザ）

南区 堺市南区城山台5丁1番2号

65 宝生会

ケアハウス ブレス南花田

北区 堺市北区南花田町530

66 大阪福祉会

特養 ハピネス金岡

北区 堺市北区金岡町2725

67 大阪福祉会

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ハピネス陵南（認知症対応）

北区 堺市北区百舌鳥陵南町2丁662

68 堺暁福祉会

特養 あけぼの苑

北区 堺市北区野遠町344番地1

69 関西福祉会

特養 陵東館

北区 堺市北区長曽根町1210番地の1

70 関西福祉会

短期入所 第二陵東館

北区 堺市北区長曽根町1210番地の1

71 コスモス

障害福祉ｻｰﾋﾞｽほくぶ障害者作業所

北区 堺市北区南花田町536-1

72 堺市

金岡公民館

北区 堺市北区金岡町1089-1

73 堺市

市立百舌鳥支援学校

北区 堺市北区百舌鳥西之町1丁124

74 大阪府

府立堺聴覚支援学校

北区 堺市北区百舌鳥陵南町1丁

75 天寿会

特養 平尾荘

美原区 堺市美原区平尾1938番地1

76 天寿会

老健 ホットスプリング美原

美原区 堺市美原区菅生903番地3

77 天寿会

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ファミリーハウス美原

美原区 堺市美原区平尾1848番地1

78 大阪府社会福祉事業団 特養 美原荘

美原区 堺市美原区平尾595番1

79 大阪府社会福祉事業団 ケアハウス 和風荘

美原区 堺市美原区平尾2196

80 美原の郷福祉会

美原区 堺市美原区小平尾953
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