
２－12　浸水想定区域等に位置する要配慮者利用施設
 　浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設

※浸水想定区域内に要配慮者施設がある河川のみ掲載
信濃川…信　　刈谷田川…刈　　猿橋川…猿　　稲葉川…稲　　道満川…道　　菖蒲川…菖　　柿川…柿　　太田川…太　　渋海川…渋　　栖吉川…栖　　黒川…黒　  浄土川…浄　　魚野川…魚　　郷本川…郷

長岡

地域 信 刈 猿 稲 道 菖 柿 太 渋 栖 黒 浄 魚 郷 施設種別 施設名 住所

長岡 2.0～5.0 ～0.5 ～0.5 中学校 南中学校 南町2-1-1
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0★ 0.5～1.0 老人デイサービスセンター デイサービスきたえるーむ長岡柏 柏町1-5-25 ｴｸｾﾚﾝﾄ柏BIF
長岡 2.0～5.0 ～0.5 0.5～1.0 地域子育て支援拠点施設 子育ての駅ながおか市民防災センター 千歳1-3-85
長岡 2.0～5.0 ～0.5 老人デイサービスセンター デイサービスセンター幸町 幸町1-13-15
長岡 2.0～5.0 ～0.5 0.5～1.0 小学校 千手小学校 千手2-8-1
長岡 2.0～5.0 ～0.5 ～0.5 保育所 南部保育園 千手2-9-4
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ ～0.5 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム千手 千手3-1-14
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ ～0.5 認知症高齢者グループホーム グループホーム千手 千手3-1-14
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ ～0.5 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護千手 千手3-1-14
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ 0.5～1.0 小規模保育事業所Ａ型 ベビールームそら 千手3-4-14
長岡 2.0～5.0 ～0.5 0.5～1.0 認定こども園 長生幼稚園　まんまる 西千手2-1-1
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 0.5～1.0 児童館施設 千手児童館 西千手2-5-1
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ 0.5～1.0 保育所 長生保育園 西千手3-116-3
長岡 1.0～2.0★ ～0.5★ 共同生活援助(GH) ちょうせいホーム 草生津2-6-38
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 認可外保育所 公益社団法人長岡市シルバー人材センター 台町2-4-56
長岡 0.5～1.0 ★ ～0.5 小学校 四郎丸小学校 四郎丸1-2-25
長岡 1.0～2.0 ★ ～0.5 児童館施設 四郎丸児童館 四郎丸1-11-20
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ ～0.5 保育所 東部どんぐり保育園 四郎丸2-3-25
長岡 1.0～2.0 ～0.5 認定こども園 認定こども園東部保育園 四郎丸3-5-11
長岡 0.5～1.0 ～0.5 放課後等デイサービス あすなろ 四郎丸4-9-4　SKｻｶｲﾋﾞﾙ4階
長岡 0.5～1.0 ～0.5 児童発達支援 あすなろ 四郎丸4-9-4　SKｻｶｲﾋﾞﾙ4階
長岡 0.5～1.0 保育所 東部第二保育園 土合5-2-4
長岡 0.5～1.0 特定施設入所者生活介護 ナーシングホーム長岡駅東 沖田3-106
長岡 1.0～2.0 ～0.5 老人デイサービスセンター ニチイケアセンター長岡末広 末広1-1-7
長岡 0.5～1.0 ～0.5 認定こども園 認定こども園明幸幼稚園すまいる保育園 錦1-6-23
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンターゆｌａｘ（ゆらっくす） 曙2-3-15
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 共同生活援助(GH) みやうちホーム 曙3-3-14
長岡 ～0.5 ～0.5 小学校 豊田小学校 豊田町4-1
長岡 ～0.5 ～0.5 児童館施設 豊田児童館 豊田町5-1
長岡 1.0～2.0 1.0～2.0 認定こども園 東光こども園 上条町223-1
長岡 ～0.5 小規模保育事業所Ａ型 花園みどり保育園 花園南2-183
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 病院 立川綜合病院 旭岡1-24
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 認可外保育所 もみじの手保育園 旭岡1-24
長岡 1.0～2.0 1.0～2.0 有料老人ホーム 旭岡レジデンス 旭岡2-207
長岡 1.0～2.0 1.0～2.0 認可外保育所 ヤクルト旭岡保育ルーム 旭岡2-287
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ 0.5～1.0 地域子育て支援拠点施設 子育ての駅ちびっこ広場 大手通2-5 ﾌｪﾆｯｸｽ大手ｳｴｽﾄ内
長岡 2.0～5.0 ～0.5 1.0～2.0 地域活動支援センター 地域活動支援センターふぁーれ 城内町3-5-11
長岡 2.0～5.0 ～0.5 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） のぞみの家 城内町3-5-13 吉川ﾋﾞﾙ1F
長岡 0.5～1.0 ～0.5 0.5～1.0 障害者福祉サービス事業所（通所） クリエイターズウェルながおか 東坂之上町2-4-10
長岡 2.0～5.0 ～0.5 0.5～1.0 小規模保育事業所Ａ型 まちの保育園ぴゅあ 東坂之上町3-1-20
長岡 ～0.5 ～0.5★ ～0.5 障害者福祉サービス事業所（通所） 就労支援ワーク＆カレッジ　One　ながおか 表町1-10-5 ｱｰﾊﾞﾝﾋﾙｽﾞ長岡第二101

長岡 ～0.5 ～0.5 ～0.5 地域福祉センター 長岡市社会福祉センター 表町2-2-21
長岡 ～0.5 ～0.5 ～0.5 特定施設入所者生活介護 ナーシングホームメッツ大手 表町2-2-21
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 認定こども園 認定こども園長岡天使・聖母幼稚園 表町4-2-10
長岡 0.5～1.0 ～0.5 有料老人ホーム ウェルマンション朝日 本町1-2-7
長岡 ～0.5 ～0.5★ 保育所 西部保育園 渡里町3-46
長岡 2.0～5.0 ～0.5 ～0.5 共同生活援助(GH) やなぎはらホーム 柳原町2-18
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 認定こども園 認定こども園中島幼稚園わくわく保育園 中島1-14-14
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 児童館施設 中島児童館 中島2-6-1
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 認知症高齢者グループホーム ニチイケアセンター長岡中島 中島3-6-28
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ ～0.5 小学校 中島小学校 中島3-9-33
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ ～0.5 共同生活援助(GH) なかじま 中島4-2-4
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ ～0.5 特定施設入所者生活介護 ナーシングホームメッツ中島 中島4-41-1
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ ～0.5 放課後等デイサービス Cサポ・キッズ 中島5-2-10
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ ～0.5 小学校 表町小学校 中島5-7-7
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ ～0.5 児童館施設 表町児童館 中島5-7-7
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 ～0.5★ 認知症対応型デイサービス デイホームしなの 信濃2-6-18
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 ～0.5★ 老人デイサービスセンター デイサービスセンターしなの 信濃2-6-18
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 ～0.5★ 軽費老人ホーム（ケアハウス） ケアハウスしなの 信濃2-6-18
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 ～0.5 特別支援学校 長岡聾学校 水道町2-1-13
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 サービス付き高齢者向け住宅 長岡鶴の里水道町 水道町2-6-16
長岡 2.0～5.0★ ～0.5 1.0～2.0 中学校 東中学校 水道町5-1-1
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 小規模保育事業所Ａ型 なごみ保育園分園 神田町3-5-2
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ 小学校 神田小学校 西神田町2-3
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ 児童館施設 神田児童館 西神田町2-3-1
長岡 2.0～5.0★ ～0.5★ 0.5～1.0 保育所 昭和保育園 昭和2-2-5
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ 0.5～1.0 共同生活援助(GH) ともるⅡ 石内1-6-14
長岡 2.0～5.0★ ～0.5★ ～0.5 認定こども園 認定こども園長岡みのり幼稚園 石内2-5-38
長岡 2.0～5.0★ 1.0～2.0 小規模多機能型居宅介護事業所 プラット新町 泉1-7-20
長岡 2.0～5.0★ 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） 多機能就労支援センター大きなかぶ 泉1-7-22
長岡 2.0～5.0★ 1.0～2.0 介護老人保健施設 あらまち 泉1-7-24
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 0.5～1.0 病院 吉田病院 長町1-1668
長岡 1.0～2.0 ～0.5 0.5～1.0 認定こども園 認定こども園長岡和光幼稚園なごみ保育園 長町2-550-1
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 放課後等デイサービス こどもプラス長岡東教室 長町2-甲1647
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 児童発達支援 こどもプラス長岡東教室 長町2-甲1647
長岡 1.0～2.0 ～0.5 0.5～1.0 有料老人ホーム アダージョ福住（７～１２Ｆ） 福住1-5-3

河川名及び浸水想定（ｍ）　※緊急避難地域内の場合は★（緊急避難地域…河川の氾濫時には水の勢いが強く危険であり、短時間での浸水が予想される地域）



長岡 1.0～2.0 ～0.5 0.5～1.0 特定施設入所者生活介護 アダージョ福住（２～６Ｆ） 福住1-5-3
長岡 1.0～2.0 ～0.5 0.5～1.0 小規模保育事業所Ａ型 マンマのお部屋 福住1-5-3
長岡 1.0～2.0 ～0.5 0.5～1.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンター福住 福住1-7-21
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームサクラーレ福住 福住2-1-7
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 特定施設入所者生活介護 サクラーレ福住 福住2-1-7
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 老人短期入所施設 特別養護老人ホームサクラーレ福住 福住2-1-7
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 福住 福住2-1-15
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 認知症高齢者グループホーム グループホーム福住 福住2-1-15
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム福住 福住2-1-15
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 認知症対応型デイサービス グループホーム福住 福住2-1-15
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 老人短期入所施設 特別養護老人ホーム福住 福住2-1-15
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 事業所内保育事業所 こどもさくら苑 福住2-1-15
長岡 1.0～2.0 ～0.5 0.5～1.0 障害者福祉サービス事業所（通所） 希望の家 福住2-4-44
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 小規模保育事業所Ａ型 マンマのお部屋est 東神田3-5-34
長岡 0.5～1.0 ～0.5 小学校 川崎小学校 干場1-1-24
長岡 0.5～1.0 ～0.5 認定こども園 認定こども園帝京長岡幼稚園 干場1-4-24
長岡 ～0.5 ～0.5 児童館施設 川崎中央児童館 地蔵1-4-1
長岡 1.0～2.0 ～0.5 小学校 阪之上小学校 今朝白1-11-21
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 老人福祉センター 長岡市高齢者センターけさじろ 今朝白2-8-18
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 認知症対応型デイサービス デイホームけさじろ 今朝白2-8-18
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンターけさじろ 今朝白2-8-18
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 不登校児童生徒適応指導教室 長岡フレンドリールーム 今朝白2-8-18
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 保育所 けさじろ保育園 今朝白2-9-28
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 児童館施設 阪之上児童館 今朝白2-9-28
長岡 0.5～1.0 ～0.5 児童発達支援 こどもサポート教室「きらり」長岡校 今朝白3-11-5
長岡 0.5～1.0 ～0.5 放課後等デイサービス こどもサポート教室「きらり」長岡校 今朝白3-11-5
長岡 1.0～2.0★ 有料老人ホーム ナーシングホームメッツ川崎 川崎2-2475-1
長岡 1.0～2.0★ 老人デイサービスセンター デイサービスセンターメッツ川崎 川崎2-2475-1
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0★ 保育所 東部川崎保育園 川崎3-2388
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0★ 児童発達支援 虹色Levita（レヴィタ） 川崎3-2439
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0★ 放課後等デイサービス 虹色Levita（レヴィタ） 川崎3-2439
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ 中学校 東北中学校 川崎5-485-1
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 認可外保育所 ニチイキッズ長岡かわさき保育園 川崎6-866-7
長岡 ～0.5 ～0.5★ 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム川崎 川崎6-1286
長岡 ～0.5 ～0.5★ 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護川崎 川崎6-1286
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 老人デイサービスセンター ツクイ長岡川崎 川崎6-1351-10
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0★ 児童館施設 川崎児童館 川崎6-2407-5
長岡 1.0～2.0 認知症高齢者グループホーム グループホーム川崎東 川崎町563-1
長岡 1.0～2.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンター川崎東 川崎町563-1
長岡 1.0～2.0 小学校 川崎東小学校 川崎町671-1
長岡 1.0～2.0 児童クラブ施設 川崎東児童クラブ 川崎町671-1
長岡 0.5～1.0 共同生活援助(GH) さくらホーム 川崎町1962-1
長岡 0.5～1.0 共同生活援助(GH) フェニックスホーム 川崎町1962-1
長岡 0.5～1.0 障害者短期入所事業所 短期入所事業かわさき 川崎町1962-1
長岡 ～0.5 障害者福祉サービス事業所（通所） みのわの里工房かわさき 川崎町1963-1
長岡 0.5～1.0 共同生活援助(GH) かわさきホーム 川崎町字萱場1966-1
長岡 1.0～2.0 病院 長岡中央綜合病院 川崎町2041
長岡 1.0～2.0 認可外保育所 長岡中央綜合病院たんぽぽ保育園 川崎町2041
長岡 2.0～5.0 ～0.5 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） たんぽぽ 東新町1-1-5
長岡 2.0～5.0 ～0.5 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） もみの木工房つばさ 東新町1-1-50
長岡 2.0～5.0 ～0.5 1.0～2.0 共同生活援助(GH) もみの木の家 東新町1-1-50
長岡 2.0～5.0 ～0.5 ～0.5 障害者福祉サービス事業所（通所） もみの木工房ふたば 東新町1-6-8
長岡 2.0～5.0 ～0.5 1.0～2.0 保育所 北部保育園 東新町3-1-1
長岡 1.0～2.0 ～0.5 ～0.5 共同生活援助(GH) サン 東栄3-10-13
長岡 ～0.5 ～0.5 ～0.5 特定施設入所者生活介護 ナーシングホーム長岡北 琴平1-2-5
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 ～0.5 認知症高齢者グループホーム 愛の家グループホーム長岡琴平 琴平1-4-45
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 共同生活援助(GH) 第2さくら 西新町1-8-6
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 小学校 新町小学校 西新町2-2-7
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 児童館施設 新町児童館 西新町2-2-24
長岡 2.0～5.0★ 0.5～1.0 認知症高齢者グループホーム グループホームざおう 蔵王1-1-45
長岡 2.0～5.0★ ★ ～0.5 障害者福祉サービス事業所（通所） ワークセンターざおう 蔵王1-6-19
長岡 2.0～5.0★ ★ ～0.5 認定こども園 幼保連携型認定こども園蔵王のもりこども園 蔵王1-8-15
長岡 2.0～5.0★ 1.0～2.0 中学校 北中学校 東蔵王2-8-37
長岡 2.0～5.0★ 1.0～2.0 保育所 柏保育園 寿2-1-5
長岡 2.0～5.0★ 1.0～2.0 病院 新潟県立精神医療センター 寿2-4-1
長岡 2.0～5.0★ 1.0～2.0 特別支援学校 柏崎特別支援学校のぎく分校 寿2-4-1
長岡 2.0～5.0★ 1.0～2.0 児童養護施設 双葉寮 寿2-8-11
長岡 0.5～1.0★ 0.5～1.0 保育所 大島保育園 大島本町2-10-28
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 放課後等デイサービス Cサポ・キッズfuture 大島本町3-1-40　第8ﾀｶｽﾊｳｽ
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 看護小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護大島 大島町字谷内甲1161
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 児童発達支援 こどもプラス長岡教室 大島新町3-1-6
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 放課後等デイサービス こどもプラス長岡教室 大島新町3-1-6
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 サービス付き高齢者向け住宅 ユニバーサルハイツ大島新町 大島新町3-1-10
長岡 0.5～1.0 1.0～2.0 事業所内保育事業所 ひまわり保育園 大島新町5-7-10
長岡 ～0.5 1.0～2.0 小学校 大島小学校 大島新町5-甲1000
長岡 ～0.5★ 認定こども園 認定こども園第一幼稚園 緑町1-38-363
長岡 ～0.5 ～0.5 障害者福祉サービス事業所（通所） 福祉ラボ　アルファスブライト 緑町1-38-431
長岡 0.5～1.0 1.0～2.0 児童館施設 大島児童館 緑町3-55-41
長岡 0.5～1.0 1.0～2.0 児童クラブ施設 大島第二児童クラブ 緑町3-59-10
長岡 ～0.5 ～0.5 障害者福祉サービス事業所（通所） 福祉ラボ　アルファスブライト第2事業所 緑町3-188-1
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 共同生活援助(GH) すばる 大山3-5-12
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 共同生活援助(GH) きたやま 北山3-12-4　1階
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 共同生活援助(GH) おおやま 北山3-12-4　2階
長岡 ～0.5 0.5～1.0 中学校 西中学校 希望が丘1-107
長岡 ～0.5 0.5～1.0 老人デイサービスセンター めぐリハビリデイサービス長岡 希望が丘1-529-1
長岡 ～0.5 0.5～1.0 保育所 希望が丘保育園 希望が丘3-12-2
長岡 ～0.5 ～0.5 共同生活援助(GH) 新潟マックパット・ハウス 宮内3-1-26
長岡 1.0～2.0 ～0.5 認定こども園 幼保連携型認定こども園宮内中央こども園 宮内3-10-13



長岡 1.0～2.0 ～0.5 共同生活援助(GH) えきまえ 宮内3-13-11
長岡 1.0～2.0 ～0.5 共同生活援助(GH) 新潟マック 宮内6-15-20
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 病児保育実施施設 生協こどもクリニック　病児保育室すこやか 沢田1-1-20
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 老人デイサービスセンター デイサービスささぶえ 笹崎2-1-15
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 認知症高齢者グループホーム グループホームささざき 笹崎2-1-20
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 小規模多機能型居宅介護事業所 プラット笹崎 笹崎2-1-20
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 特定施設入所者生活介護 ながおか医療生協アシスト笹崎 笹崎2-2-11
長岡 1.0～2.0 ～0.5 老人福祉センター 長岡市高齢者センターみやうち 曲新町566-7
長岡 1.0～2.0 ～0.5 認知症対応型デイサービス デイサービスセンターみやうち 曲新町566-7
長岡 1.0～2.0 ～0.5 老人デイサービスセンター デイサービスセンターみやうち 曲新町566-7
長岡 ～0.5 老人短期入所施設 ショートステイつつじガーデン宮内 曲新町2-2-5
長岡 1.0～2.0 ～0.5 児童館施設 上組児童館 曲新町564
長岡 ～0.5 ～0.5 保育所 摂田屋保育園 摂田屋1-1524-3
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム摂田屋 摂田屋5-9-6
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護摂田屋 摂田屋5-9-6
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ 認知症高齢者グループホーム グループホームこぶし摂田屋 摂田屋5-9-73
長岡 2.0～5.0 ～0.5 ★ 認知症高齢者グループホーム グループホームせったや 摂田屋町2701-14
長岡 2.0～5.0 ～0.5 ★ 老人デイサービスセンター デイサービスセンターせったや 摂田屋町2701-14
長岡 2.0～5.0 ～0.5 ★ 認知症対応型デイサービス 共用型デイサービスせったや 摂田屋町2701-14
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0★ 小学校 上組小学校 豊詰町227
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0★ 児童クラブ施設 上組第二児童クラブ 豊詰町227
長岡 1.0～2.0 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） こばと 下条町字大石1786-3
長岡 1.0～2.0 1.0～2.0 共同生活援助(GH) あかり 下条町字大石1787-3
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 幼稚園 宮内白ゆり幼稚園 下条町1440-1
長岡 5.0～★ 保育所 石坂保育園 村松町2467-3
長岡 ～0.5★ 小学校 石坂小学校 村松町2735
長岡 ～0.5★ 児童館施設 石坂児童館（石坂小学校内） 村松町2735
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ 中学校 宮内中学校 宮栄2-3-50
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 保育所 宮内保育園 宮栄3-2-18
長岡 2.0～5.0 ～0.5 児童発達支援センター 多機能こどもセンター銀河 宮栄3-17-15
長岡 2.0～5.0 ～0.5 放課後等デイサービス 多機能こどもセンター銀河 宮栄3-17-15
長岡 2.0～5.0 ～0.5 児童クラブ施設 宮内第二児童クラブ 宮栄3-21-27
長岡 2.0～5.0 ～0.5 児童館施設 宮内児童館 宮栄3-21-27
長岡 2.0～5.0 ～0.5 小学校 宮内小学校 宮栄3-22-1
長岡 2.0～5.0 ～0.5 障害者福祉サービス事業所（通所） さんわ工房 三和1-4-43
長岡 2.0～5.0 ～0.5 共同生活援助(GH) さんわの家 三和1-4-43
長岡 2.0～5.0 ～0.5 地域活動支援センター 地域活動支援センタージャン・リカバリー 三和1-5-19
長岡 2.0～5.0 ～0.5 老人デイサービスセンター ツクイ長岡三和 三和2-10-17
長岡 2.0～5.0 保育所 三和保育園 三和2-11-30
長岡 2.0～5.0 ～0.5 地域活動支援センター みのわの里障害者地域活動支援センターオアシス 三和3-123-1
長岡 2.0～5.0 ～0.5 放課後等デイサービス 虹のオアシス 三和3-123-1
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護三和 三和3-138-2
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ 共同生活援助(GH) さこんホーム 左近128-5
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 サービス付き高齢者向け住宅 ユニバーサルハイツ平島 平島2-53
長岡 2.0～5.0★ ★ 認可外保育所 ゆにおんの社南陽保育園 南陽1-2740-4
長岡 2.0～5.0 小学校 前川小学校 前島町75
長岡 2.0～5.0 児童館施設 前川児童館（前川小学校内） 前島町75
長岡 1.0～2.0★ 保育所 前川保育園 前島町211
長岡 1.0～2.0 小規模多機能型居宅介護事業所 ささえ愛まえかわ 上前島3-275-1
長岡 ～0.5 小学校 十日町小学校 十日町1220
長岡 ～0.5 児童館施設 十日町児童館 十日町1220-2
長岡 0.5～1.0 ～0.5 ～0.5 保育所 十日町保育園 十日町1778
長岡 ～0.5 ～0.5★ 小学校 岡南小学校 滝谷町143
長岡 ～0.5 ～0.5★ 児童館施設 山谷沢児童館（岡南小学校内） 滝谷町143
長岡 ～0.5 0.5～1.0 中学校 旭岡中学校 高畑町883-2
長岡 ～0.5★ 有料老人ホーム シルバーハウスさわやか苑長倉 長倉4-101
長岡 ～0.5★ 小規模多機能型居宅介護事業所 多機能ケアセンターさわやか苑長倉 長倉4-110
長岡 0.5～1.0 老人デイサービスセンター フィットネスデイnagomi長岡店 新保2-5-44
長岡 0.5～1.0 ～0.5 保育所 新保保育園 新保4-6-14
長岡 1.0～2.0 ～0.5 老人短期入所施設 ショートステイつつじガーデン 新保町667-1
長岡 1.0～2.0 ～0.5 認知症高齢者グループホーム グループホームつつじ 新保町668
長岡 1.0～2.0 ～0.5 認知症対応型デイサービス グループホームつつじ 新保町668
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・長岡 新保町882-2
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 老人福祉センター 長岡市高齢者センターふそき 新保町1399-3
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 認知症対応型デイサービス 長岡市デイサービスセンターふそき 新保町1399-3
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 老人デイサービスセンター 長岡市デイサービスセンターふそき 新保町1399-3
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 児童クラブ施設 富曽亀第二児童クラブ 新保町1399-3
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0★ 認定こども園 鵬幼稚園 豊2-13-24
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0★ 有料老人ホーム 相互の家＠堀金 堀金3-11-16
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0★ 老人デイサービスセンター デイサービスセンター永田 永田2-9-25
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 小学校 富曽亀小学校 永田町555
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 認定こども園 幼保連携型認定こども園いなばこども園 稲葉町793-1
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームあおいの里・長岡 稲葉町820-6
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 老人デイサービスセンター 通所介護あおいの里・長岡 稲葉町820-6
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 老人短期入所施設 短期入所生活介護あおいの里・長岡 稲葉町820-6
長岡 0.5～1.0 ～0.5★ 児童館施設 富曽亀児童館 小曽根町757-8
長岡 1.0～2.0 ～0.5 特定施設入所者生活介護 スマイルハウスみどりの杜 小曽根町919-1
長岡 ～0.5 ～0.5 老人デイサービスセンター みどりの杜 小曽根町928
長岡 ～0.5 ～0.5 老人短期入所施設 みどりの杜 小曽根町928
長岡 0.5～1.0 保育所 富曽亀保育園 亀貝町404-1
長岡 ～0.5 障害者福祉サービス事業所（通所） ワークセンター北陽 稲保1-306-4
長岡 2.0～5.0 認可外保育所 ヤクルト稲保保育ルーム 稲保1-307-4
長岡 1.0～2.0 1.0～2.0 ★ 小学校 新組小学校 福井町125
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 ★ 児童館施設 新組児童館 福井町957-1
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0 ★ 保育所 新組保育園 福井町974-1
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0 0.5～1.0 認定こども園 認定こども園希望が丘幼稚園 福島町566
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0★ 1.0～2.0 認知症高齢者グループホーム グループホーム新組 新組南町47
長岡 2.0～5.0 1.0～2.0★ 1.0～2.0 認知症対応型デイサービス グループホーム新組 新組南町47



長岡 0.5～1.0 有料老人ホーム シニアサポートホームみのり長岡 下々条2-1373-1
長岡 1.0～2.0★ 老人デイサービスセンター ツクイ長岡宝 宝2-1-8
長岡 1.0～2.0 小学校 黒条小学校 高見町400
長岡 0.5～1.0 中学校 堤岡中学校 高見町字東堤90
長岡 1.0～2.0★ 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームアカシアの丘黒条 黒津町字東田367
長岡 2.0～5.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンター黒条 黒津町字東田381
長岡 2.0～5.0 老人短期入所施設 ショートステイ黒条 黒津町字東田381
長岡 2.0～5.0 小規模保育事業所Ａ型 ほうゆう保育園 黒津町381
長岡 1.0～2.0 保育所 黒条保育園 黒津町377
長岡 1.0～2.0 児童クラブ施設 黒条第二児童クラブ 黒津町373
長岡 1.0～2.0 児童館施設 黒条児童館 黒津町373
長岡 2.0～5.0 ～0.5 小学校 下川西小学校 花井町1019
長岡 2.0～5.0 ～0.5 児童館施設 下川西児童館（下川西小学校内） 花井町1019
長岡 2.0～5.0 ～0.5 保育所 下川西保育園 花井町1081-4
長岡 0.5～1.0 1.0～2.0 共同生活援助(GH) あすなろ荘 三ッ郷屋1-2-4 ﾒｿﾞﾝみやびⅡ
長岡 0.5～1.0 1.0～2.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンター陽だまりの家 三ツ郷屋2-1-11
長岡 ～0.5 1.0～2.0 地域活動支援センター 越路ハイム地域生活支援センター 三ッ郷屋2-3-11
長岡 0.5～1.0 1.0～2.0 認可外保育所 大島白ゆり保育園 三ツ郷屋2-127
長岡 1.0～2.0 介護老人保健施設 サンプラザ長岡 三ツ郷屋町35
長岡 1.0～2.0 有料老人ホーム ここほーむ三ツ郷屋 三ツ郷屋町293-11
長岡 0.5～1.0 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） ワークセンターのっぺ 三ッ郷屋町331-1
長岡 0.5～1.0 病院 長岡西病院 三ツ郷屋町371-1
長岡 1.0～2.0 軽費老人ホーム（ケアハウス） ケアハウス西長岡 三ツ郷屋町382
長岡 0.5～1.0 中学校 大島中学校 三ッ郷屋町字下川原342
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 特定施設入所者生活介護 グッドエイジングクラブ古正寺の杜 寺島町718
長岡 2.0～5.0 ～0.5★ 0.5～1.0 認定こども園 恵和こども園 蓮潟町312
長岡 2.0～5.0★ 児童館施設 上川西児童館 下柳2-5-29
長岡 2.0～5.0★ 認定こども園 幼保連携型認定こども園あすなろこども園 下柳2-7-7
長岡 2.0～5.0★ 小学校 上川西小学校 下柳2-8-46
長岡 2.0～5.0★ 有料老人ホーム シルバーハウスさわやか苑長岡藤沢 藤沢1-9-10
長岡 2.0～5.0★ 小規模多機能型居宅介護事業所 多機能ケアセンターさわやか苑長岡藤沢 藤沢1-9-10
長岡 2.0～5.0★ 老人デイサービスセンター デイサービスセンターさわやか苑長岡藤沢 藤沢1-9-10
長岡 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） みのわの里夢ハウスけやきの家 江陽1-15-22
長岡 0.5～1.0 認知症高齢者グループホーム グループホームけやきの杜 上野町1059-2
長岡 0.5～1.0 認知症対応型デイサービス グループホームけやきの杜 上野町1059-2
長岡 0.5～1.0 認知症対応型デイサービス デイサービスセンターけやきの杜 上野町1059-2
長岡 0.5～1.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンターけやきの杜 上野町1059-2
長岡 0.5～1.0 軽費老人ホーム（ケアハウス） ケアハウスけやきの杜 上野町1059-2
長岡 1.0～2.0 中学校 江陽中学校 巻島町180
長岡 2.0～5.0 認知症高齢者グループホーム グループホームまきやま 槇山町1155-1
長岡 1.0～2.0 老人福祉センター 長岡市高齢者センターまきやま 槇山町1592-1
長岡 1.0～2.0 老人デイサービスセンター 長岡市デイサービスセンターまきやま 槇山町1592-1
長岡 1.0～2.0★ 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム槇山けやき苑 槇山町1593-1
長岡 1.0～2.0★ 認知症高齢者グループホーム グループホームけやき 槇山町1593-1
長岡 1.0～2.0★ 認知症対応型デイサービス グループホームけやき 槇山町1593-1
長岡 1.0～2.0★ 老人短期入所施設 特別養護老人ホーム槇山けやき苑 槇山町1593-1
長岡 1.0～2.0★ 保育所 こどもけやき苑 槇山町1593-1
長岡 1.0～2.0★ 地域子育て支援拠点施設 子育ての駅千秋 千秋1-99-6
長岡 1.0～2.0★ 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム千秋 千秋2-221-14
長岡 1.0～2.0★ 認知症高齢者グループホーム グループホーム千秋 千秋2-221-14
長岡 1.0～2.0★ 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護千秋 千秋2-221-14
長岡 1.0～2.0★ 認知症対応型デイサービス グループホーム千秋 千秋2-221-14
長岡 1.0～2.0★ 認知症対応型デイサービス デイホーム千秋 千秋2-221-14
長岡 1.0～2.0★ 老人短期入所施設 特別養護老人ホーム千秋 千秋2-221-14
長岡 1.0～2.0★ 障害者福祉サービス事業所（通所） ワークセンター千秋 千秋2-221-14
長岡 ～0.5★ 病院 長岡赤十字病院 千秋2-297-1
長岡 ～0.5★ 認可外保育所 長岡赤十字病院保育所 千秋2-297-1
長岡 0.5～1.0 小学校 福戸小学校 福道町141
長岡 0.5～1.0 児童館施設 福戸児童館 福戸町2606-1
長岡 0.5～1.0 ～0.5 認定こども園 恵和めぐみキッズランド 大荒戸町字腰巻250-1
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンター大荒戸 大荒戸町字南原972-3
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0 軽費老人ホーム（ケアハウス） ケアハウス福戸 大荒戸町字南原972-3
長岡 1.0～2.0★ 0.5～1.0 障害者支援施設 リハビリセンター王見台 王番田町2900
長岡 1.0～2.0★ 0.5～1.0 障害者支援施設 リハビリセンター王見台（療護部） 王番田町2900
長岡 1.0～2.0 ★ 2.0～5.0 老人デイサービスセンター ツクイ長岡喜多町 喜多町978-1
長岡 1.0～2.0 ～0.5★ 1.0～2.0 共同生活援助(GH) こころ 喜多町字下川原993-1
長岡 1.0～2.0 ★ 1.0～2.0 認知症高齢者グループホーム ニチイケアセンター長岡　認知症対応型共同生活介護 喜多町1107-1
長岡 ～0.5 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームこぶし園 喜多町2900
長岡 ～0.5 老人短期入所施設 特別養護老人ホームこぶし園 喜多町2900
長岡 2.0～5.0 ～0.5 1.0～2.0 認定こども園 認定こども園太陽幼稚園・おひさま保育園 福山町447-2
長岡 ～0.5★ 認可外保育所 ヤクルト石動保育ルーム 石動南町10-4
長岡 0.5～1.0★ ～0.5 共同生活援助(GH) さつき 南七日町73-10
長岡 0.5～1.0★ ～0.5 共同生活援助(GH) あすか 南七日町73-10
長岡 ～0.5 児童館施設 日越児童館 宝地町753
長岡 2.0～5.0 0.5～1.0★ 0.5～1.0 障害者福祉サービス事業所（通所） スマイルセンター三喜 堺町字江底712-1
長岡 ～0.5 認定こども園 幼保連携型認定こども園ひごし中央こども園 高瀬町110
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 小学校 希望が丘小学校 西津町2204-2
長岡 0.5～1.0 0.5～1.0 児童館施設 希望が丘児童センター 西津町2301-1
長岡 1.0～2.0 0.5～1.0★ 認定こども園 認定こども園長峰幼稚園 西津町2444-1
長岡 1.0～2.0 共同生活援助(GH) しんわ 西津町3785-15
長岡 ～0.5 ～0.5 共同生活援助(GH) よつば 才津西町2237-1
中之島 ～0.5 ～0.5★ 老人憩の家 刈谷田荘 中之島1-5
中之島 ～0.5 1.0～2.0★ 保育所 中之島保育園 中之島430-1
中之島 ～0.5 1.0～2.0★ 共同生活援助(GH) 中之島寮 中之島556-7
中之島 1.0～2.0 2.0～5.0★ 障害者福祉サービス事業所（通所） デイワークス中之島 中之島834-7
中之島 ～0.5 1.0～2.0 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム中之島 中之島2105-6
中之島 ～0.5 1.0～2.0 認知症高齢者グループホーム グループホーム中之島 中之島2105-6
中之島 ～0.5 1.0～2.0 認知症対応型デイサービス グループホーム中之島 中之島2105-6



中之島 ～0.5 1.0～2.0 認知症対応型デイサービス デイホーム中之島 中之島2105-6
中之島 ～0.5 1.0～2.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンター中之島 中之島2105-6
中之島 ～0.5 1.0～2.0 老人短期入所施設 特別養護老人ホーム中之島 中之島2105-6
中之島 ～0.5 0.5～1.0 ～0.5 老人憩の家 はすはな荘 中之島6104-1
中之島 ～0.5 ～0.5 小学校 中之島中央小学校 鶴ヶ曽根1162
中之島 ～0.5 ～0.5 児童クラブ施設 中之島中央児童クラブ（中之島中央小学校内） 鶴ヶ曽根1162
中之島 ～0.5 小学校 上通小学校 灰島新田10-2
中之島 ～0.5 児童クラブ施設 上通児童クラブ（上通小学校内） 灰島新田10-2
中之島 0.5～1.0 0.5～1.0 保育所 上通保育園 大口248-1
中之島 ～0.5 中学校 中之島中学校 中野東2649-1
中之島 2.0～5.0 ～0.5 地域福祉センター 長岡市サンパルコなかのしま 中野中甲1666-2
中之島 2.0～5.0 ～0.5 老人デイサービスセンター 長岡市デイサービスセンターサンパルコなかのしま 中野中甲1666-2
中之島 2.0～5.0 ～0.5 ～0.5 保育所 みずほ保育園 中野西甲700
中之島 2.0～5.0 ～0.5 ～0.5 児童館施設 みずほ児童館 中野西甲700
中之島 2.0～5.0 ～0.5 ～0.5 地域子育て支援拠点施設 子育ての駅なかのしま 中野西甲700
中之島 1.0～2.0★ 保育所 中条保育園 中之島中条丙16
中之島 1.0～2.0★ 児童館施設 中条児童館 中之島中条丙16
中之島 2.0～5.0 老人デイサービスセンター デイサービスセンターほのぼの 中之島中条字三之江218-2
中之島 1.0～2.0★ 障害者福祉サービス事業所（通所） デイライフ中条 中之島町中条丁305-2
中之島 1.0～2.0 老人憩の家 日枝の里 中之島中条2919
中之島 2.0～5.0 小学校 信条小学校 中条新田92
中之島 2.0～5.0 児童クラブ施設 信条児童クラブ（信条小学校内） 中条新田92
中之島 2.0～5.0 1.0～2.0 老人憩の家 さくらの家 信条東221
中之島 2.0～5.0 1.0～2.0 保育所 信条保育園 信条東221
越路 ～0.5 小学校 越路小学校 浦270
越路 0.5～1.0 障害者福祉サービス事業所（通所） みのわの里ゆうあい 浦字中の坪528-4
越路 0.5～1.0 共同生活援助(GH) くらすわ 浦字中の坪528-18
越路 0.5～1.0 障害者福祉サービス事業所（通所） みのわの里工房こしじ 浦4712-1
越路 ～0.5 共同生活援助(GH) 浦中寮 浦4729
越路 ～0.5 地域子育て支援拠点施設 子育ての駅こしじ 浦4800
越路 ～0.5 保育所 こしじ保育園 浦4800
越路 0.5～1.0★ 共同生活援助(GH) 浦寮 浦6952
越路 0.5～1.0★ 共同生活援助(GH) かみや寮 神谷1527甲
越路 0.5～1.0 1.0～2.0★ 児童クラブ施設 越路ひだまり児童クラブ（越路児童交流会館内） 来迎寺1647
越路 0.5～1.0 2.0～5.0★ 保育所 白山保育園 来迎寺1706-2
越路 1.0～2.0 共同生活援助(GH) 白山南寮 来迎寺1817
越路 1.0～2.0 障害者短期入所事業所 らいこうじ 来迎寺1864
越路 1.0～2.0 共同生活援助(GH) 白山寮 来迎寺1984
越路 1.0～2.0 共同生活援助(GH) しぶみ寮 来迎寺2031
越路 1.0～2.0 共同生活援助(GH) むつみ寮 来迎寺2057
越路 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） みのわの里工房ほたる 来迎寺2061
越路 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） みのわの里工房はくさん 来迎寺2223
越路 1.0～2.0 共同生活援助(GH) もみじ寮 来迎寺2225
越路 1.0～2.0 老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンターらいこうじ 来迎寺甲2607-2
越路 0.5～1.0 地域福祉センター 長岡市越路総合福祉センター 来迎寺3697
越路 1.0～2.0 老人デイサービスセンター デイサービスぼこまめ 来迎寺4150
越路 2.0～5.0★ 共同生活援助(GH) 岩塚寮 飯塚1091-6
越路 2.0～5.0★ 障害者福祉サービス事業所（通所） みのわの里工房ますがた 飯塚1134-3
越路 0.5～1.0★ 共同生活援助(GH) 十楽寮 飯塚1154
越路 2.0～5.0★ 共同生活援助(GH) なかのしま寮 飯塚2619
越路 ～0.5★ 保育所 岩塚保育園 飯塚2811
越路 2.0～5.0★ 老人デイサービスセンター デイサービスセンターみのり 飯塚2836
三島 0.5～1.0 共同生活援助(GH) 虹Ａ棟 脇野町1514
三島 0.5～1.0 共同生活援助(GH) 虹Ｂ棟 脇野町1514
三島 1.0～2.0 共同生活援助(GH) ウエストパル 脇野町2328-1
三島 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） あゆみの舎 脇野町字松葉2328-8
三島 0.5～1.0 児童クラブ施設 脇野町児童クラブ（みしま交流センター内） 脇野町1140-1
和島 ～0.5 0.5～1.0 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームわしま 小島谷3399
和島 ～0.5 0.5～1.0 認知症高齢者グループホーム グループホームわしま 小島谷3399
和島 ～0.5 0.5～1.0 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護わしま 小島谷3399
和島 ～0.5 0.5～1.0 老人短期入所施設 特別養護老人ホームわしま 小島谷3399
和島 ～0.5 小学校 和島小学校 小島谷3545-1
和島 ～0.5 高齢者コミュニティセンター 長岡市高齢者コミュニティセンターゆきわり荘 小島谷3560-1
寺泊 2.0～5.0 児童クラブ施設 大河津児童クラブ（寺泊コミュニティセンター内） 寺泊敦ヶ曽根551
寺泊 2.0～5.0 保育所 おおこうづ保育園 寺泊敦ケ曽根671
寺泊 2.0～5.0 地域子育て支援拠点施設 子育ての駅てらどまり 寺泊敦ヶ曽根671
与板 0.5～1.0 認知症対応型デイサービス 桃李園デイホーム与板 与板町与板甲34
与板 0.5～1.0 老人デイサービスセンター 桃李園デイハウス与板 与板町与板甲34
与板 2.0～5.0 児童クラブ施設 たちばなクラブ（与板ふれあい交流センター内） 与板町与板甲339-1
与板 2.0～5.0 認定こども園 幼保連携型認定こども園与板こども園 与板町与板452
与板 1.0～2.0 障害者福祉サービス事業所（通所） 創造工房コスモス 与板町与板乙5954-3
与板 1.0～2.0 共同生活援助(GH) 与板寮 与板町与板乙5958-1
与板 5.0～★ 小学校 与板小学校 与板町東与板52
与板 5.0～★ 中学校 与板中学校 与板町東与板200
与板 5.0～★ 障害者福祉サービス事業所（通所） たちばな工房 与板町江西3-1-3
川口 2.0～5.0 地域活動支援センター 地域活動支援センター春よこい 東川口628-1
川口 2.0～5.0 地域福祉センター 長岡市川口地域福祉センター末広荘 東川口1979-20
川口 2.0～5.0 保育所 東川口保育園 東川口1979-115
川口 2.0～5.0 中学校 川口中学校 西川口951
川口 2.0～5.0 小学校 川口小学校 西川口1149
川口 2.0～5.0 児童クラブ施設 川口児童クラブ(川口小学校内） 西川口1149
川口 2.0～5.0 老人デイサービスセンター 長岡市デイサービスセンターぬくもり荘 西川口1168
川口 2.0～5.0 生活支援ハウス 長岡市高齢者生活支援ハウス川口ぬくもり荘 西川口1168
川口 2.0～5.0 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームあおりの里 西川口1173-3
川口 2.0～5.0 老人短期入所施設 あおりの里 西川口1173-3
川口 2.0～5.0 認知症高齢者グループホーム グループホームさくら 西川口1247-1
川口 2.0～5.0 老人デイサービスセンター 健康倶楽部かわぐち　老人デイサービスセンター 西川口1247-1


