福祉避難所一覧
NO

施設名

住所

高齢者福祉施設
1 グループホームみずきの家

池端町 384-1

2 グループホーム陽だまり

表町 2-27-20

3 グループホーム山王の家

山王町 133

4 グループホームあかしあの里

日輪寺町東田 350-2

5 グループホーム朱咲の家

南町 1-12-7

6 グループホームしらさぎ

小坂子町129-1

7 グループホーム春らんらん

荒牧町2-36-1

8 グループホーム星辰の家

富士見町時沢703-1

9 グループホームゆめさき

富士見町原之郷 975

10 グループホームN・Sホーム

下大島町 596-1

11 グループホームひかり

南町 3-7-5

12 グループホーム若宮こぐま舘

若宮町四丁目16番1号

13 グループホーム箱田

箱田町206-4

14 グループホームみどり荘

公田町 1194

15 グループホームルルドの家

公田町 1165

16 グループホームふれあいの家六供

六供町813番地1

17 グループホームなでしこ

関根町 2-7-3

18 グループホームひまわり

大友町 3-22-9

19 グループホーム菜の花

上増田町 1

20 グループホームあおなし

青梨子町 1670

21 グループホーム城東

城東町3-10-10

22 グループホームかしわぐら

柏倉町 855-8

23 グループホームかわらはま

河原浜町 21-4

24 グループホームしょうわ

昭和町 2-1-2

25 グループホームベルジ前橋たやの家

上泉町 1870-3

26 グループホームじゃんけんぽん大利根前橋

上新田町881

27 グループホームすずかけの家

天川大島町1441

28 グループホーム広瀬のほとり

平和町2-11-6

29 グループホーム上陽

中内町40-4

30 グループホーム荒牧ぬくもりの家

荒牧町1458番地4

31 グループホーム粕川カトレアホーム

粕川町深津 1144-2

32 グループホームさちね

上細井町 2015

33 グループホーム「ここあ」前橋

朝倉町 947-1

34 特別養護老人ホーム春日の里

上佐鳥町 774

35 特別養護老人ホーム明風園

亀泉町1-26

36 特別養護老人ホーム恵風園

日吉町二丁目20番14号

37 特別養護老人ホーム第二明光園

樋越町東原19-1

38 特別養護老人ホーム清里荘

青梨子町503

39 特別養護老人ホーム上毛の里

上増田町600

40 特別養護老人ホームすみれ荘

富田町1180-1

41 特別養護老人ホームせきね園

関根町668

42 特別養護老人ホームみのりの丘

富士見町小沢534番地9

43 特別養護老人ホームやすらぎ園

江木町1225-1

44 特別養護老人ホームあゆみの里

柏倉町2189-223

45 特別養護老人ホームこうふく園

大胡町351-1

46 特別養護老人ホーム元気の郷

粕川町月田400

47 特別養護老人ホームかまくら

上細井町2050-7

48 特別養護老人ホームえいめい

天川大島町3-705

49 特別養護老人ホーム悠ゆうみなみちょう

南町2-67-5

50 特別養護老人ホームサンホームふじみ

富士見町小沢207-1

51 特別養護老人ホームシャリティエまえばし

表町2-18-8

52 特別養護老人ホームサンライフ問屋町

問屋町1-5-4

53 特別養護老人ホーム桜桃園

房丸町 48-1

54 鐘の鳴る丘愛誠園

東金丸町95

55 あじさい園

川曲町536

56 ほのぼの荘

金丸町252-1

57 介護老人保健施設青梨子荘

青梨子町1670

58 介護老人保健施設山王ライフ

山王町133

59 介護老人保健施設おうみ

総社町総社2628

60 介護老人保健施設やまぶき

小屋原町977-3

61 介護老人保健施設けやき苑

下大島町596-1

62 介護老人保健施設平成苑

表町2-27-22

63 介護老人保健施設創春館

日輪寺町342-1

64 老人保健施設一羊館

小坂子町1012-5

65 老人保健施設ビハーラ寿苑

江木町1072

66

独立行政法人地域医療機能推進機構
群馬中央病院附属介護老人保健施設

67 群馬老人保健センター陽光苑
68

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
群馬県済生会老人保健施設あずま荘

紅雲町一丁目7番13号
大友町3-26-8
上新田町603-1

69 小規模多機能型居宅介護ふれあいの家六供

六供町813-1

70 小規模多機能の家おぎくぼんち

荻窪町1266番地10

71 小規模多機能あづま

箱田町206番地1

72 小規模多機能ホーム朱咲の家

南町一丁目12番地7

73 小規模多機能ホーム春らんらん

荒牧町二丁目36番地1

74 小規模多機能ホーム星辰の家

富士見町時沢703番地1

75 小規模多機能ホームしょうわ

昭和町2-1-2

76 小規模多機能の家じゃんけんぽん大利根前橋

上新田町881番地

77 小規模多機能ホームすずかけの家

天川大島町1441

78 小規模多機能型居宅介護総社の杜

大渡町一丁目11番地8

79 小規模多機能ホーム上陽

中内町40番地4

80 小規模多機能こぐま舘

日吉町二丁目8番3号

81 株式会社ウイニングスマイルカンパニー

西大室町286番地1

82 前橋ケアセンターそよ風

箱田町428番地1

83 コミュニティケアセンター青梨子

青梨子町1680番地5

障害者福祉施設
84 ぷれも

川曲町176番1

85 アシスト前橋

青梨子町1690-1

86 こがね荘

青梨子町1655

87 たんぽぽホーム

江木町1231

88 前橋市心身障害者デイサービスセンター

元総社町二丁目20-6

89 青空

上増田町178

90 らいず

青柳町983-1

91 ぷらーな

橳島町13-2

92 なかま

富士見町小沢117-6

93 ワークハウスドリーム

城東町三丁目15-26

94 赤城野荘

江木町1231

95 光明園

江木町1231

96 ルンビニー苑

江木町1231

97 泉荘

上泉町1858-1

98 桂荘

上泉町1860-1

99 セルプおおむろ

西大室町285

100 わーくはうすすてっぷ

東上野町136-1

市有施設
101 しきしま老人福祉センター

荒牧町1154-1

102 ひろせ老人福祉センター

広瀬町二丁目16

103 おおとも老人福祉センター

大友町一丁目12-10

104 かすかわ老人福祉センター

粕川町前皆戸189-1

105 ふじみ老人福祉センター

富士見町田島866-1

106 前橋市総合福祉会館

日吉町二丁目17-10

