
［添付資料］／添付資料5 避難確保促進施設一覧表

避難促進施設一覧表【学校】

1 小学校 浜分小学校 追分1-11-31

2 小学校 久根別小学校 東浜1-11-1

3 小学校 谷川小学校 富川2-2-1

4 小学校 上磯小学校 中野通200

5 小学校・中学校 茂辺地小学校・中学校 茂辺地3-4-12

6 中学校 浜分中学校 追分1-17-1

7 中学校 上磯中学校 中野通320

8 高等学校 北海道函館水産高等学校 七重浜2-15-3

高等学校 北海道上磯高等学校

特別支援学校 北海道北斗高等支援学校

地
図
№

施設種別 施設名 住所

9 中野通3-6-1
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［添付資料］／添付資料5 避難確保促進施設一覧表

避難促進施設一覧表【保育所等】

1 認定こども園 七重浜こども園 七重浜3-12-5

2 認定こども園 浜分こども園 七重浜5-11-8

3 認定こども園 浜分こども園（もっく） 七重浜5-12-28

4 保育所 東光保育園 中央2-3-23

5 保育所 第二東光保育園 久根別1-18-12

6 保育所 第三東光保育園 谷好3-3-34

7 保育所 第四東光保育園 大工川32-6

8 幼稚園 上磯立正幼稚園 東浜2-9-13

放課後児童クラブ 上磯Ａ児童クラブ

放課後児童クラブ 上磯Ｂ児童クラブ

放課後児童クラブ 上磯Ｃ児童クラブ

放課後児童クラブ 久根別Ａ児童クラブ

放課後児童クラブ 久根別Ｂ児童クラブ

11 放課後児童クラブ 第２久根別児童クラブ 久根別1-24-21

放課後児童クラブ 第１浜分Ａ児童クラブ

放課後児童クラブ 第２浜分Ａ児童クラブ

放課後児童クラブ 第３浜分Ａ児童クラブ

放課後児童クラブ 第３浜分Ｂ児童クラブ

14 放課後児童クラブ 第４浜分児童クラブ 追分5-14-1

15 放課後児童クラブ 谷川児童クラブ 富川2-2-1

9

10

12

13

東浜1-11-1

追分1-17-1

七重浜5-11-20
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中野通200
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［添付資料］／添付資料5 避難確保促進施設一覧表

避難促進施設一覧表【診療所等】

1 診療所 たや内科 久根別1-26-8

2 診療所 海老沢医院 飯生3-1-36

3 診療所 おおきた内科胃腸科医院 七重浜8-17-1

4 診療所 上磯整形外科クリニック 久根別1-26-8

5 診療所 小松内科循環器科医院 七重浜5-15-15

6 診療所 成田眼科医院 東浜2-4-1

7 診療所 藤原内科・こころクリニック 追分2-56-13

8 診療所 熊谷内科小児科医院 飯生2-4-25

9 診療所 かみいそこどもクリニック 中央2-4-3

10 診療所 ほくと小児クリニック 追分2-66-12

11 診療所 かみいそ循環器内科クリニック 東浜2-22-39

12 診療所 岡本ひ尿器科医院 飯生1-2-8

13 診療所 平田博巳内科クリニック 七重浜4-27-40

14 診療所 治耳鼻咽喉科 東浜2-14-14

15 診療所 北斗耳鼻咽喉科クリニック 久根別1-26-8

地
図
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施設種別 施設名 住所

142



［添付資料］／添付資料5 避難確保促進施設一覧表

避難促進施設一覧表【障がい①】

1 共同生活援助 ボンコパン６ 一本木142-1

2 共同生活援助 グループホームぎんが 一本木173-2

3 共同生活援助 むくどり荘 追分2-20-17　むくどり荘

4 共同生活援助 PROGRESS 追分2-20-5

5 共同生活援助 のどか 追分2-60-10　のどか

6 共同生活援助 くねべつ荘 久根別4-40-6　くねべつ荘

7 共同生活援助 明和荘 当別1-4-3

8 共同生活援助 かわつき荘 中野通252-地　かわつき荘

9 共同生活援助 ともよし荘 七重浜1-11-12　ともよし荘

10 共同生活援助 はまわけ荘 七重浜1-9-5　はまわけ荘

11 共同生活援助 たちばな 七重浜2-28-17　たちばな

12 共同生活援助 たちばな 七重浜2-35-40　Gウイング101　たちばな

13 共同生活援助 はいつ村川 七重浜3-20-13　ハイツ村川201

14 共同生活援助 ハイツ村川Ⅲ 七重浜3-20-9　ハイツ村川Ⅲ

15 共同生活援助 ななえ荘 七重浜4-9-15　ななえ荘

16 共同生活援助 おしま荘 七重浜4-9-17　おしま荘

17 共同生活援助 せきれい荘 七重浜5-11-5　せきれい荘

18 共同生活援助 来夢 七重浜6-5-7　来夢

19 共同生活援助 はまなす 七重浜6-8-28　はまなす

20 共同生活援助 かりん 七重浜6-8-29　かりん

21 共同生活援助 PROGRESS 七重浜7-3-13

22 共同生活援助 こまどり荘 七重浜8-3-17－101　ヴィラージュ七重浜　こまどり荘

23 共同生活援助 PROGRESS 七重浜8-2-52

24 共同生活援助 PROGRESS 七重浜8-2-82

25 共同生活援助 こまどり荘 七重浜8-3-17－301　ヴィラージュ七重浜　こまどり荘

26 共同生活援助 ひだまり荘 三ツ石1-1-21　ひだまり荘

27 共同生活援助 グループホームはあと 飯生1-3-1　グループホームはあと
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［添付資料］／添付資料5 避難確保促進施設一覧表

避難促進施設一覧表【障がい②】

共同生活援助

短期入所事業所

29 生活介護事業所 ワークセンターほくと 押上1-2-30

30 就労継続支援事業所(Ｂ型) 就労支援センターPORTハウス 久根別1-14-30

31 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスらしさ 久根別1-28-2

32 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　はぴねすⅡ 久根別2-2-2

33 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　はぴねす 久根別2-6-5

就労継続支援事業所(Ｂ型)

生活介護事業所

35 児童発達支援事業所 児童発達支援事業所おりーぶ　てとて 七重浜1-12-35

36 就労継続支援事業所(Ａ型) 函館あすなろ会 七重浜1-8-1

児童発達支援

放課後等デイサービス

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス

39 就労継続支援事業所(Ｂ型) ふくろう 七重浜3-10-20

40 生活介護 おしま屋 七重浜5-12-31

41 共同生活援助 グループホームPROGRESS 七重浜8-2-52

42 就労継続支援事業所(Ｂ型) リバース 七重浜8-6-2

共同生活援助

短期入所

44 就労継続支援事業所(Ｂ型) ら・ぱれっと 追分3-1-28

就労継続支援事業所(Ｂ型)

生活介護

46 短期入所 ショートステイつれづれの郷 追分7-11-21

児童発達支援事業所 つくしんぼ学級

児童発達支援事業所 おひさま

48 短期入所 老人短期入所事業所清華園 添山472-1

49 就労継続支援事業所(Ｂ型) はあと 飯生1-14-9

共同生活援助

短期入所

51 放課後等デイサービス のあのあ 富川2-2-3

45 おしま菌床きのこセンター 追分6-1-12

47 追分7-8-8

50 グループホームはあと 飯生1-3-1

七重浜2-32-1

38 さくらるーむ七重浜 七重浜2-36-2

43 つぐみ荘 追分2-51-3

28 カーム 一本木142-1

34 クッキーハウス 久根別3-207
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施設種別 施設名 住所

37 発達支援事業所ともよくらぶ
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［添付資料］／添付資料5 避難確保促進施設一覧表

避難促進施設一覧表【介護】

介護付有料老人ホーム

通所介護

2 介護付有料老人ホーム 晴れやか 飯生1-6-7

3 小規模多機能型居宅介護 らしさ 久根別1-27-30

4 小規模多機能型居宅介護 らしさ七重浜 七重浜2-25-18

地域密着型通所介護

特定施設入居者生活介護

6 サービス付き高齢者向け住宅 北斗 七重浜2-37-5

通所介護

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護

通所介護

小規模多機能型居宅介護 ななえはま　わとな

認知症対応型共同生活介護 ウィズ七重浜

通所介護

サービス付き高齢者向け住宅

11 予防支援 北斗市地域包括支援センターかけはし 中野通2-18-1

地域密着型介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

介護老人福祉施設

13 小規模多機能型居宅介護 ひまわり 飯生1-6-7

14 通所介護 海老沢デイ 飯生3-1-36

15 認知症対応型共同生活介護 なごみの家 七重浜7-7-46

16 認知症対応型共同生活介護 くぼ 谷好2-9-8

17 介護老人保健施設 やわらぎ苑上磯 追分5-3-13

18 認知症対応型共同生活介護 やわらぎ 追分5-3-1

19 認知症対応型共同生活介護 第２やわらぎ 追分5-3-3

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護
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添山472-1清華園

白ゆり北斗

1

5

8

7

10

12

20

9

七重浜1-4-17あんじゅう七重浜

久根別3-4-19幸縁

七重浜5-8-17

追分121-27つれづれの郷・北斗

元気 七重浜5-3-19

ほくと桜華 七重浜8-4-1

七重浜8-3-37
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