
福祉避難所一覧表 R4.1.1現在

市町村名 施設名 所在地 計

1 奈良市 奈良市総合福祉センター 奈良市左京5-3-1

2 奈良市 奈良市東福祉センター 奈良市法蓮町1702-1

3 奈良市 奈良市西福祉センター 奈良市百楽園1-9-13

4 奈良市 奈良市南福祉センター 奈良市南永井町45-1

5 奈良市 奈良市北福祉センター 奈良市右京1-1-4

6 奈良市 都祁福祉センター 奈良市藺生町1922-8

7 奈良市 月ヶ瀬福祉センター 奈良市月ヶ瀬尾山1124

8 奈良市 県立奈良養護学校 奈良市七条町135

9 奈良市 県立奈良西養護学校 奈良市帝塚山西2-1-1

10 奈良市 県立奈良東養護学校 奈良市七条2-670

11 奈良市 特別養護老人ホーム長曽根寮 奈良市大倭町４－１

12 奈良市 障害者支援施設菅原園 奈良市大倭町４－６

13 奈良市 救護施設　須加宮寮 奈良市大倭町３－１

14 奈良市 サンタ・マリア 奈良市朱雀4-3-10

15 奈良市 特別養護老人ホームあじさい園 奈良市茗荷町808-1

16 奈良市 特別養護老人ホーム奈良市和楽園 奈良市古市町1886-1

17 奈良市 特別養護老人ホーム西ノ京苑 奈良市六条西5-17-43

18 奈良市 特別養護老人ホーム平城園 奈良市秋篠町1567

19 奈良市 特別養護老人ホームならやま園 奈良市山陵町1085

20 奈良市 特別養護老人ホーム万葉苑 奈良市川上町８７５番地の１

21 奈良市 特別養護老人ホーこがねの里 奈良市西大寺赤田町1-7-1-2

22 奈良市 特別養護老人ホームなら清寿苑 奈良市田中町６０２番－１

23 奈良市 学園前西特別養護老人ホーム 奈良市二名3-1151-1

24 奈良市 特別養護老人ホーム香梅苑 奈良市月ヶ瀬尾山８１７-５

25 奈良市 都祁すずらん苑 奈良市都祁友田１４３７

26 奈良市 特別養護老人ホームサンライフ明日香 奈良市南紀寺町５５６－１

27 奈良市 特別養護老人ホームかがやきの苑 奈良市奈良阪町2789-1

28 奈良市 特別養護老人ホームらくじ苑 奈良市八条5-437-11

29 奈良市 特別養護老人ホーム梅花苑 奈良市大和田町２２２６

30 奈良市 特別養護老人ホームトマトホーム 奈良市横井町906-12

31 奈良市 医療法人岡谷会介護老人保健施設やくしの里 奈良市高畑町２１０

32 奈良市 介護老人保健施設サンライフ奈良 奈良市南肘塚２０５－１

33 奈良市 介護老人保健施設ロイヤルフェニックス 奈良市六条町９９－２

34 奈良市 介護老人保健施設アップル学園前 奈良市中登美ヶ丘四丁目３番

35 奈良市 介護老人保健施設ももたろう 奈良市都祁友田町515-1

36 奈良市 社会医療法人松本快生会介護老人保健施設大和田の里 奈良市丸山二丁目1220-163

37 奈良市 医療法人宝山会介護老人施設「佐保の里」 奈良市八条五丁目４３７ー８

38 奈良市 介護老人保健施設秋篠 奈良市秋篠町１４３２－１

39 奈良市 介護老人保健施設アンジェロ 奈良市帝塚山二丁目21番21号

40 奈良市 医療法人新仁会奈良春日病院介護医療院 奈良市鹿野園町１２１２－１
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41 奈良市 フリーシュタッドなかがわⅠ番館 奈良市奈良阪町１６７番地

42 奈良市 フリーシュタッドなかがわⅡ番館 奈良市奈良阪町１６７番地

43 奈良市 プレゼントなかがわ 奈良市奈良阪町１６７番地

44 奈良市 ル・エンゲージなかがわ３番館 奈良市奈良阪町１６７番地

45 奈良市 たんぽぽの家 奈良市六条西三丁目２５－４

46 奈良市 障害者支援施設いずみ園 奈良市奈良阪町２４９番地

47 奈良市 あおはにの家 奈良市杣ノ川町５０番１

48 奈良市 萌あおはに 奈良市杣ノ川町５０番１

49 奈良市 障害者支援施設ボイス 奈良市鹿野園町1584-２

50 奈良市 特別養護老人ホームリノ 奈良市窪之庄町116-1

51 奈良市 オープンスペース’ＡＹＵＭＩ’ 奈良市秋篠町１３８１－１

52 奈良市 作遊所かかしの家 奈良市六条西三丁目３－２１

53 奈良市 まーぶる 奈良市西大寺山陵町1118-2

54 奈良市 サポートセンター夢 奈良市六条西四丁目６番３号

55 奈良市 グループホームノイエ 奈良市西大寺赤田町１丁目5-53 55

56 大和郡山市 大和郡山市社会福祉会館 大和郡山市植槻町3番8号

57 大和郡山市 大和郡山市老人福祉センター 大和郡山市植槻町3番11号

58 大和郡山市 県立盲学校 大和郡山市丹後庄町222-1

59 大和郡山市 県立ろう学校 大和郡山市丹後庄町456 4

60 天理市 市民会館 天理市川原城町739番地

61 天理市 山の辺幼稚園 天理市三島町140番地1

62 天理市 井戸堂小学校 天理市西井戸堂町301番地

63 天理市 前栽幼稚園 天理市杉本町243番地1

64 天理市 二階堂幼稚園 天理市二階堂南菅田町38-1

65 天理市 南中学校 天理市兵庫町336番地2

66 天理市 旧天理市福祉センター 天理市福住町4890番地

67 天理市 櫟本幼稚園 天理市櫟本町2066番地

68 天理市 障害者ふれあいセンター 天理市柳本町719番地

69 天理市 式上公民館 天理市遠田町45番地9

70 天理市 介護老人福祉施設清寿苑 天理市中之庄町532番地１

71 天理市 特別養護老人ホームひびきの郷 天理市岸田町1199番地

72 天理市 特別養護老人ホームやすらぎ園 天理市福住町5504番地

73 天理市 特別養護老人ホーム福住光明苑 天理市福住町6328番地 14

74 橿原市 第１子ども園（鴨公幼稚園） 橿原市縄手町324番地

75 橿原市 第1子ども園（藤原京保育所） 橿原市四分町285番地の1

76 橿原市 第２子ども園（今井保育所） 橿原市今井町3丁目3番12号

77 橿原市 第２子ども園（今井幼稚園） 橿原市今井町2丁目11番8号

78 橿原市 第３子ども園（金橋幼稚園） 橿原市雲梯町289番地の2

79 橿原市 第３子ども園（金橋保育所） 橿原市雲梯町289番地の2

80 橿原市 第４子ども園（畝傍北幼稚園） 橿原市大久保町152番地
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81 橿原市 第４子ども園（大久保保育所） 橿原市大久保町206番地

82 橿原市 第５子ども園（新沢幼稚園） 橿原市川西町581番地の1

83 橿原市 第５子ども園（川西保育所） 橿原市川西町581番地の1

84 橿原市 畝傍南幼稚園 橿原市見瀬町2295番地

85 橿原市 畝傍東幼稚園 橿原市大軽町283番地

86 橿原市 晩成幼稚園 橿原市縄手町2番地

87 橿原市 真菅幼稚園 橿原市曽我町813番地

88 橿原市 真菅北幼稚園 橿原市大垣町227番地

89 橿原市 香久山幼稚園 橿原市膳夫町90番地の1

90 橿原市 耳成幼稚園 橿原市葛本町593番地

91 橿原市 耳成南幼稚園 橿原市山之坊町109番地の5

92 橿原市 耳成西幼稚園 橿原市上品寺町482番地の1

93 橿原市 白橿幼稚園 橿原市白橿町3丁目10番1号

94 橿原市 養護老人ホーム　橿原園 橿原市見瀬町265番地

95 橿原市 特別養護老人ホーム　かなはし苑 橿原市雲梯町94-1

96 橿原市 介護老人保健施設　リンク橿原 橿原市雲梯町28番地

97 橿原市 特別養護老人ホーム　桃寿園 橿原市北越智町345番地

98 橿原市 特別養護老人ホーム　香久山インパレス 橿原市戒外町7番地

99 橿原市 介護老人保健施設　ケアステージみみなし 橿原市常盤町158番地1

100 橿原市 特別養護老人ホーム　橿原の郷 橿原市飯高町7番地の1

101 橿原市 特別養護老人ホーム　ぽれぽれケアセンター白橿 橿原市北越智町322番地

102 橿原市 特別養護老人ホーム　バンデ（絆） 橿原市東竹田町104番1

103 橿原市 介護老人保健施設　花橿 橿原市古川町395番地の1

104 橿原市 介護老人保健施設　万葉テラス 橿原市五井町247番地

105 橿原市 介護老人保健施設　大和三山 橿原市膳夫町477番地の17

106 橿原市 介護老人保健施設　鷺栖の里 橿原市四分町85番地1

107 橿原市 介護老人保健施設　光陽 大和高田市根成柿321番地1

108 橿原市 小規模多機能型事業所　エクサ 橿原市醍醐町131番地の1

109 橿原市 あすならホーム畝傍 橿原市大久保町287番地の1

110 橿原市 ともにヴィレッジ 橿原市石川町185番地

111 橿原市 障害者支援施設　杜のイルカ 橿原市東竹田町371番地

112 橿原市 障害者支援施設　「ひだまり」「あさひの」 橿原市十市町122番2

113 橿原市 生活介護事業所橿原市福祉作業所自立支援センターかしはら 橿原市小房町11番1号

114 橿原市 たけのこ園 橿原市飯高町上西殿16番地

115 橿原市 生活支援センター　はるかぜ 橿原市曲川町6丁目19番6号

116 橿原市 ステップあすか 橿原市城殿町418番地1 43

117 桜井市 老人保健施設 シルバーケアまほろば 桜井市大字阿部345番地の1

118 桜井市 軽費老人ホーム 三輪の里 桜井市大字慈恩寺285番地

119 桜井市 特別養護老人ホーム 秀華苑 桜井市大字出雲1642-1

120 桜井市 特別養護老人ホーム きび秀華苑 桜井市大字吉備542-2
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121 桜井市 小規模多機能型居宅介護 杜の桜 桜井市大字慈恩寺1番地の1

122 桜井市 特別養護老人ホーム 大和桜井園 桜井市大字阿部1070番地

123 桜井市 桜井市高齢者総合福祉センター 桜井市大字倉橋1166番地

124 桜井市 特別養護老人ホーム　グランビレッジ倉橋 桜井市大字倉橋1088-1

125 桜井市 日中サービス支援型共同生活援助事業所　たぬきどり 桜井市倉橋1608-2

126 桜井市 指定障害福祉サービスセンター 双葉 桜井市大泉573-4 10

127 五條市 特別養護老人ホームまきの苑 五條市大澤町5-25

128 五條市 特別養護老人ホーム祥水園 五條市野原西3-3-41

129 五條市 介護老人保健施設　ルポゼまきの 五條市大澤町９－８

130 五條市 介護老人福祉施設　友喜苑 五條市住川町1165-4

131 五條市 介護老人保健施設　ローズ 五條市二見5-3-64

132 五條市 特別養護老人ホーム　ハートランド五條 五條市二見5-3-63

133 五條市 五條市立養護老人ホーム　花咲寮 五條市二見5-3-63

134 五條市 障害者支援施設　つわぶき苑 五條市住川町1163-2

135 五條市 五條学園 五條市島野町709-1

136 五條市 障害者支援施設　仁優園 五條市滝町6-1

137 五條市 五條市保健福祉センター（カルム五條） 五條市野原西6-1-18 11

138 御所市 特別養護老人ホーム　友幸苑 御所市重阪７７１－１

139 御所市 特別養護老人ホーム　さうす国見 御所市柏原１３２０

140 御所市 特別養護老人ホーム　国見苑 御所市柏原１５９４－１

141 御所市 特別養護老人ホーム　テンダーヒル御所 御所市船路４１５

142 御所市 養護老人ホーム　聖ヨゼフホーム 御所市戸毛５４－６

143 御所市 特別養護老人ホーム　ウォームヴィラ新庄 葛城市平岡５２８

144 御所市 老人保健施設　鴻池荘 御所市池之内１０６４

145 御所市 特別養護老人ホーム　せせらぎの園 御所市増33-3

146 御所市 社会福祉法人　柊の郷　グループホーム柊の郷 葛城市寺口１６８９－１

147 御所市 社会福祉法人　三寿福祉会　つわぶき苑 五條市住川町１１６３－２

148 御所市 有限会社　ふたば介護センター 御所市三室５８９

149 御所市 有限会社　しあわせ 御所市櫛羅１５３

150 御所市 有限会社　由衣の里 御所市蛇穴６２４

151 御所市 老人短期入所生活介護施設＞すみれ 御所市三室７２５－１ 14

152 生駒市 特別養護老人ホーム梅寿荘 生駒市門前町８番７号

153 生駒市 特別養護老人ホームフォレストホーム 生駒市北田原町2429-4

154 生駒市 特別養護老人ホーム高山ちどり 生駒市高山町８０３０番地

155 生駒市 特別養護老人ホームやすらぎの杜　延寿 生駒市小瀬町１１００番地

156 生駒市 介護老人保健施設やすらぎの杜　優楽 生駒市小瀬町３２４番地２

157 生駒市 生駒市福祉センター 生駒市さつき台２丁目６番地１

158 生駒市 かざぐるま 生駒市壱分町３５６番地２ 7

159 香芝市 香芝市総合福祉センター 香芝市逢坂一丁目374番地１

160 香芝市 特別養護老人ホーム　すばる 香芝市鎌田157番地1
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161 香芝市 介護老人保健施設　てんとう虫 香芝市平野23番地1

162 香芝市 介護老人保健施設　オークピア鹿芝 香芝市穴虫885番地1

163 香芝市 和里（にこり）香芝 香芝市鎌田594番地

164 香芝市 身体障がい者療護施設　どんぐり 香芝市上中1263番地26

165 香芝市 どんぐり学園 香芝市上中1263番地32

166 香芝市 障がい者支援施設　ゆらくの里 香芝市尼寺616番地

167 香芝市 ボノボ 香芝市磯壁一丁目1057番地3

168 香芝市 特別養護老人ホーム　ぬくもり香芝 香芝市下田西二丁目7番61号

169 香芝市 香芝市中央公民館 香芝市下田西三丁目7番5号 11

170 葛城市 葛城市立新庄小学校附属幼稚園 葛城市南道穂145番地1

171 葛城市 葛城市立忍海小学校附属幼稚園 葛城市忍海338番地1

172 葛城市 葛城市立新庄北小学校附属幼稚園 葛城市疋田612番地

173 葛城市 葛城市立磐城小学校附属幼稚園 葛城市南今市50番地1

174 葛城市 葛城市立當麻小学校附属幼稚園 葛城市當麻583番地1

175 葛城市 葛城市福祉総合ステーション 葛城市染野789番地1

176 葛城市 社会福祉法人特別養護老人ホーム　当麻園 葛城市南今市372番地

177 葛城市 特別養護老人ホームウォームヴィラ新庄園 葛城市平岡528番地

178 葛城市 社会福祉法人　柊の郷　大和　生活介護事業所 葛城市寺口1656番地2

179 葛城市 医療法人博愛会介護老人保健施設かつらぎ 葛城市林堂360番地1

180 葛城市 医療法人誠安会介護老人保健施設ぬくもり葛城 葛城市西室150番地8 11

181 宇陀市 大宇陀保健センター 宇陀市大宇陀拾生250-2

182 宇陀市 菟田野保健センター 宇陀市菟田野松井473-1

183 宇陀市 榛原保健センター 宇陀市榛原福地28-1

184 宇陀市 中央保健センター 宇陀市室生大野3776-1

185 宇陀市 社会福祉法人弘道福祉会大宇陀特別養護老人ホームラガール 宇陀市大宇陀拾生250-6

186 宇陀市 社会福祉法人恵風会　特別養護老人ホームやまびこ 宇陀市菟田野平井135

187 宇陀市 社会福祉法人豊生会　特別養護老人ホームゆぁほうむ榛原 宇陀市榛原長峯200-1

188 宇陀市 社会福祉法人徳成会　特別養護老人ホーム悠楽園 宇陀市榛原檜牧584

189 宇陀市 社会福祉法人室生会　特別養護老人ホーム室生園 宇陀市室生下田口1216

190 宇陀市 株式会社クローバー　四つ葉のクローバー 宇陀市菟田野松井１番地の１

191 宇陀市 社会福祉法人心境荘苑障害者支援施設心境荘苑 宇陀市榛原笠間2540

192 宇陀市 グランソール奈良 宇陀市菟田野松井8 12

193 山添村 保健福祉センター 山添村大字大西1395-1 1

194 平群町 地域包括支援センター 平群町梨本350-1

195 平群町 平群北幼稚園 平群町緑ヶ丘1-3-21

196 平群町 はなさとこども園 平群町福貴1113

197 平群町 ゆめさとこども園 平群町椿井242-1

198 平群町 特別養護老人ホーム「グレースの里」 平群町越木塚336-1

199 平群町 特別養護老人ホーム「第二グレースの里」 平群町椿井244

200 平群町 ひまわり生駒苑 平群町上庄1-15-16 7
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福祉避難所一覧表 R4.1.1現在

市町村名 施設名 所在地 計

201 三郷町 三郷町学校給食センター 三郷町大字勢野5020番1

202 三郷町 三郷中学校福祉避難所 三郷町立野北１－３－３ 2

203 斑鳩町 斑鳩町総合福祉会館生き生きプラザ斑鳩 斑鳩町小吉田1-12-35

204 斑鳩町 生活介護事業所　あゆみの家 斑鳩町龍田2-1-34

205 斑鳩町 特別養護老人ホーム・ケアハウス第二慈母園 斑鳩町大字法隆寺2091-1 3

206 安堵町 老人総合福祉施設あくなみ苑 安堵町大字岡崎33-1

207 安堵町 特別養護老人ホームもちの木 安堵町大字東安堵218-1 2

208 川西町 川西町保健センター 川西町結崎２１７－１ 1

209 三宅町 三宅幼児園 三宅町大字伴堂707-1 1

210 田原本町 特別養護老人ホームしきの郷 田原本町西竹田２７－１

211 田原本町 介護老人保健施設サンライフ田原本 田原本町小阪３０５－１

212 田原本町 特別養護老人ホーム田原本園 田原本町味間５２３－１

213 田原本町 田原本町ふれあいセンター 田原本町大字為川北方115-６

214 田原本町 なら桜桃会　第二作業所 田原本町為川北方119-1

215 田原本町 特別養護老人ホームぬくもり磯城 田原本町宮古７４１－１

216 田原本町 介護老人保健施設ぬくもり田原本 田原本町黒田285-1 7

217 御杖村 御杖村老人福祉センター 御杖村大字菅野１５８１ 1

218 高取町 特別養護老人ホームたかとり 高取町大字兵庫１９６番地

219 高取町 障害者支援施設雅乃郷 高取町大字市尾１０７５番地

220 高取町 障害者支援施設あけみどり 高取町大字市尾１０７０番地

221 高取町 やすらぎの丘・たかとりワークス 高取町大字観覚寺１３８２番地 4

222 明日香村 県立明日香養護学校 明日香村大字川原４１０番地

223 明日香村 特別養護老人ホームあまがし苑 明日香村大字栗原421番地の２

224 明日香村 特別養護老人ホームあすかの里 明日香村大字越２８０番地

225 明日香村 軽費老人ホーム明日香楽園 明日香村大字越８８番地

226 明日香村 障害者支援施設明日香園 明日香村大字川原263番地の1 5

227 上牧町 上牧町保健福祉センター 上牧町大字上牧３２４５－１

228 上牧町 特別養護老人ホーム　郁慈苑 上牧町大字上牧４２４４

229 上牧町 特別養護老人ホーム　郁徳苑 上牧町大字上牧４２４４

230 上牧町 特別養護老人ホーム　郁愛苑 上牧町大字上牧４２４４

231 上牧町 特別養護老人ホーム　郁楽苑 上牧町大字上牧４２４４

232 上牧町 ケアハウス　愛の故郷 上牧町大字上牧４２４４

233 上牧町 ケアハウス　フローレンス薬師山 上牧町大字上牧４２４４

234 上牧町 介護老人保健施設　ユートピア・ゆり 上牧町大字上牧４２４４

235 上牧町 西大和リハビリテーション病院 上牧町ささゆり台３丁目２－２

236 上牧町 介護付有料老人ホーム　有楽の杜　西大和 上牧町ささゆり台３丁目２－１

237 上牧町 介護付有料老人ホーム　有楽の杜　ささゆり 上牧町ささゆり台３丁目２－３

238 上牧町 障がい者支援施設　フレンズまきば 上牧町大字上牧９００－１

239 上牧町 介護老人保健施設　グランディまきば 上牧町大字上牧８９９－７

240 上牧町 介護老人保健施設　こころ上牧 上牧町大字上牧２７６８－２
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福祉避難所一覧表 R4.1.1現在

市町村名 施設名 所在地 計

241 上牧町 西和養護学校 上牧町大字下牧１０１０ 15

242 王寺町 文化福祉センター 王寺町畠田９丁目１６０８

243 王寺町 特別養護老人ホームてんとう虫 王寺町畠田８丁目１５０７ 2

244 広陵町 特別養護老人ホーム　大和園 広陵町三吉169番地

245 広陵町 養護老人ホーム　大和園広陽 広陵町三吉166番地

246 広陵町 介護老人保健施設　かぐやの里 広陵町大字三吉 1799番地の1

247 広陵町 広陵西小学校 北葛城郡広陵町大字平尾542

248 広陵町 広陵東小学校 北葛城郡広陵町大字百済1625－1

249 広陵町 広陵北小学校 北葛城郡広陵町大字弁財天303

250 広陵町 真美ヶ丘第一小学校 北葛城郡広陵町馬見南2-1-30

251 広陵町 真美ヶ丘第二小学校 北葛城郡広陵町馬見北7-1-32

252 広陵町 グリーンパレス 北葛城郡広陵町大字笠168

253 広陵町 広陵中学校 北葛城郡広陵町大字笠355

254 広陵町 真美ケ丘中学校 北葛城郡広陵町馬見中2-17-32

255 広陵町 総合保健福祉会館 北葛城郡広陵町大字笠161-2 12

256 河合町 河合町総合福祉会館 河合町山坊24-3 1

257 吉野町 社会福祉法人　太陽の村　　特別養護老人ホーム　柳光 吉野町大字柳１３９５番地の１

258 吉野町 吉野三町村老人福祉施設　さくら苑 吉野町大字楢井６０５番地の１ 2

259 大淀町 社会福祉法人綜合施設 美吉野園美吉野園 大淀町大字下渕629番地

260 大淀町 社会福祉法人綜合施設 美吉野園大淀園 大淀町大字下渕1623番地の2

261 大淀町 医療法人豊生会 介護老人保健施設 でぃあほうむ吉野 大淀町大字矢走666番地の6 3

262 黒滝村 黒滝村デイサービスセンター 黒滝村大字寺戸１８７－２

263 黒滝村 黒滝こども園 黒滝村大字寺戸４２１－１ 2

264 天川村 天川村保健福祉総合センター 天川村大字南日裏２００番地

265 天川村 天川小学校 天川村大字沢谷９２番地 2

266 十津川村 特別養護老人ホーム　高森の郷 十津川村大字猿飼308番地の2

267 十津川村 障害者支援施設　こだまの里 十津川村大字池穴160番地 2

268 下北山村 高齢者生活支援ハウスいこいの郷 下北山村大字浦向371番地

269 下北山村 いこいの郷デイサービスセンター 下北山村大字浦向371番地 2

270 川上村 川上村総合センター 川上村大字迫1374番地の2 1

合計 270
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