
※高潮・・高潮浸水想定区域 　　　　

1 介護老人福祉施設　玉成苑 長浦町5-80-1 ○

2 介護老人福祉施設　湘南ホーム 太田和5-500 ○

3 介護老人福祉施設　横須賀愛光園 武3-39-1 ○

4 介護老人福祉施設　横須賀愛光園（ユニット型） 武3-39-1 ○

5 衣笠ホーム 芦名2-4-1

6 共楽荘　特養ホーム 衣笠栄町4-14 ○

7 高齢者総合福祉センターヒューマン 佐島3-12-15 ○

8 さくらの里山科 太田和5-86-1 ○

9 サニーヒル横須賀 長井6-21-7 ○

10 太陽の家 西浦賀6-1-1 ○

11 太陽の家二番館 西浦賀6-1-2 ○

12 特別養護老人ホーム　恵徳苑 日の出町1-9-1

13 特別養護老人ホーム　興寿苑 池上6-5-21 ○

14 特別養護老人ホーム　シャローム 走水1-35 ○

15 特別養護老人ホーム　塚山ホーム 吉倉町2-24-1 ○

16 特別養護老人ホーム　やまびこ荘 武3-39-2 ○

17 特別養護老人ホーム　ゆうあいの郷　衣笠 衣笠町44-7 ○

18 特別養護老人ホーム　横須賀グリーンヒル 大矢部1-9-30 ○

19 特別養護老人ホーム　横須賀椿園 太田和2-3-21

20 横須賀あじさい園 粟田2-20-1 ○

21 横須賀老人ホーム 野比5-5-6 ○

22 介護老人保健施設　衣笠ろうけん 小矢部2-23-1

23 介護老人保健施設　しんわ走水荘 走水2-5-6 ○

24 介護老人保健施設　ソレイユカーマ 西浦賀5-32-1 ○

25 介護老人保健施設　野比苑 野比1-41-1 ○

26 介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 芦名1-16-12 ○ ○

27 介護老人保健施設　フィオーレ久里浜 神明町1028-7 ○

28 湘南グリーン介護老人保健施設 大矢部1-9-32 ○

29 第三湘南グリーン介護老人保健施設 太田和5-85-20 ○

介護老人保健施設

土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

介護老人福祉施設

令和４年４月現在

（別紙）地域防災計画に定める要配慮者利用施設の名称及び所在地
※土砂・・土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流・地すべり）
※洪水・・洪水浸水想定区域
　　　　　　該当する河川・・平（平作川）、鷹（鷹取川）、竹（竹川・松越川）

●「対象災害」に○又は平、鷹、竹が記載されている施設はその災害種別に応じ、
　以下の事を実施する。
１．避難確保計画を作成し、横須賀市へ提出する。
２．１に基づいた避難訓練を実施し、横須賀市へ報告する。
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

30
第三湘南グリーン介護老人保健施設（ユニット
型）

太田和5-85-20 ○

31 第二湘南グリーン介護老人保健施設 太田和5-85-1 ○

32 花織よこすか中央 米が浜通1-5-5

33 サポート横須賀くごう 公郷町3-92-10

34 サポート横須賀さの 佐野町3-14-11

35 小規模多機能なかよし 鴨居2-80-37 ○

36 小規模多機能ホーム　チェリーホーム森崎 森崎1-1-21 ﾏﾙｴﾑﾋﾞﾙ1階 平

37 小規模多機能ホームゆりの花　南武 武4-17-20

38 太陽の家　逸見倶楽部 東逸見町2-4-9

39 太陽の家馬堀倶楽部 馬堀町1-1-7

40 太陽の家安浦倶楽部 安浦町2-27-2

41 ミモザ久里浜セントポーリア 佐原5-28-33

42 愛加那 津久井4-19-11 ○

43 太田和湘南ホームショートステイ 太田和5-500 ○

44 介護老人福祉施設　玉成苑 長浦町5-80-1 ○

45 衣笠ホーム短期入所生活介護事業所 芦名2-4-1

46 共楽荘短期入所生活介護福祉サービスセンター 衣笠栄町4-14 ○

47 恵徳苑短期入所生活介護サービス 日の出町1-9-1

48 高齢者総合福祉センターヒューマン 佐島3-12-15 ○

49 さくらの里山科 太田和5-86-1 ○

50 サニーヒル横須賀 長井6-21-7 ○

51 シャローム短期入所センター 走水1-35 ○

52 ショートステイ　ＴＡＫＥ 長坂3-10-55

53 ショートステイ　ケアサポートよこすか 佐原5-25-23 ○

54 ショートステイ　みうら富士 長沢6-45-6 ○

55 太陽の家 西浦賀6-1-1 ○

56 太陽の家　短期入所サービスセンター 西浦賀6-1-1 ○

57 太陽の家二番館　短期入所サービスセンター 西浦賀6-1-2 ○

58
特別養護老人ホーム　興寿苑　短期入所生活介
護事業所

池上6-5-21 ○

59 特別養護老人ホーム　やまびこ荘 武3-39-2 ○

60 特別養護老人ホーム　ゆうあいの郷　衣笠 衣笠町44-7 ○

61 特別養護老人ホーム（短期入所）塚山ホーム 吉倉町2-24-1 ○

62 横須賀愛光園　短期入所事業 武3-39-1 ○

63 横須賀あじさい園　ショートステイセンター 粟田2-20-1 ○

64 横須賀グリーンヒルケアセンター 大矢部1-9-30 ○

65 横須賀椿園ケアセンター 太田和2-3-21

66 横須賀老人ホーム　短期入所生活介護 野比5-5-6 ○

小規模多機能型居宅介護事業所

短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

67 介護老人保健施設　衣笠ろうけん 小矢部2-23-1

68 介護老人保健施設　しんわ走水荘 走水2-5-6 ○

69 介護老人保健施設　ソレイユカーマ 西浦賀5-32-1 ○

70 介護老人保健施設　野比苑 野比1-41-1 ○

71 介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 芦名1-16-12 ○ ○

72 介護老人保健施設　フィオーレ久里浜 神明町1028-7 ○

73 湘南グリーン介護老人保健施設 大矢部1-9-32 ○

74 第三湘南グリーン介護老人保健施設 太田和5-85-20 ○

75
第三湘南グリーン介護老人保健施設（ユニット
型）

太田和5-85-20 ○

76 第二湘南グリーン介護老人保健施設 太田和5-85-1 ○

77 愛加那 津久井4-19-11 ○

78 あすりはデイサービス 浦郷町3-64 ○

79 アボンド追浜デイサービスセンター 浜見台1-13-5

80 彩葉デイサービス 岩戸1-8-4 ○

81 彩葉デイサービス　弐番館 岩戸1-8-3 ﾗｽﾀｰﾙｰﾑC ○

82 えびすデイサービスセンター 上町1-40 長瀬ﾋﾞﾙ1階

83 えびすデイサービスセンター２号館 上町1-39-4

84 大津ケアステーション元気 大津町2-14-10

85 オリーブデイズ 森崎1-14-19 平 ○

86 かもい名倉堂リハビリセンター 鴨居2-40-16 MSﾋﾞﾙ1102 ○

87 機能回復訓練強化型　マッスル　デイサービス 池上2-10-15

88
機能回復訓練強化型　マッスルデイサービス　追
浜

追浜本町2-1-123 鷹 ○

89 ケアライフ風樹 秋谷1-3-40

90 けいすいデイサービス　北久里浜 根岸町3-9-9 平 ○

91 高齢者総合福祉センターヒューマン 佐島3-12-15 ○

92 サロンデイ池上 池上3-8-11

93 サロンデイ根岸 根岸町3-16-35 平 ○

94 さんふらわぁデイサービス根岸店 根岸町4-26-17 1階A号室 平 ○

95 セカンドアルバムこころね 佐原5-6-13

96 セカンドアルバムさいかの家 浦賀1-8-11 ○

97 セカンドアルバムそら 大矢部2-1-12 二見ﾋﾞﾙ1階

98 セカンドアルバムとりむ 坂本町5-1 ○

99 セカンドアルバムひなた 池上2-10-13 石渡ﾋﾞﾙ2階

100 セカンドアルバムみなくら 鷹取2-14-6 ○

101 セントケア衣笠 平作8-19-14

102 だんらんの家　ＯＨＡＮＡ　平成町 安浦町1-9

103 だんらんの家　北久里浜 岩戸5-27-22

104 津久井浜ケアセンターデイサービス 津久井1-2-3

105 デイ　まちにて 安浦町1-1

106 デイサービス　ウェーブ 平作6-16-1 ○

地域密着型通所介護事業所
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

107 デイサービス　えみふる 長浦町1-25

108 デイサービス　さわやまテラス 東逸見町4-16-35

109 デイサービス　サンライフ三春町 三春町6-85-39

110 デイサービス　ジョイクラブ 林1-22-8

111 デイサービス　にこ ﾊｲﾗﾝﾄﾞ4-11-3

112 デイサービス　のぞみ 長坂2-9-36 赤羽ﾋﾞﾙ2F

113 デイサービス　はち 船越町4-24-36 ○

114 デイサービス　ひだまり 追浜町1-53-2 ○

115 デイサービス　ひなたぼっこ 久里浜2-20-1 3F 平

116 デイサービス　ふる里 池上4-17-21 ○

117 デイサービス　ふる里ハイランド ﾊｲﾗﾝﾄﾞ1-21-7 ○

118 デイサービス　みうら富士 長沢6-45-6 ○

119 デイサービス　ももんが 西浦賀5‐23‐25

120 デイサービスセンター天真館　衣笠 平作8-20-5

121 デイサービスセンターのびのび接骨院 上町3-9

122 デイサービス天真館テラス 平作8-20-5

123 デイサービス二羽のうさぎ 芦名2-30-1

124 デイサービス花栞 馬堀町2-18-14 ○

125 デイサービスふくふく亭 鴨居2-19-3大井ﾋﾞﾙ ○

126 デイサービスふくふく亭プラス 小矢部3-7-9 ｱﾋﾞﾀﾋﾞﾙ3号館 ○

127 デイサービス宝夢 武3-5-17 ○

128 デイサービス唯の風横須賀林 林4-3-8

129 デイサロン武１番館 武1-29-14

130 といろ 小矢部2-2-20

131 中島内科デイサービス 米が浜通1-17 YMﾋﾞﾙ3階

132 ぱわりはでい・久里浜 久里浜4-11-15 平 ○

133 ひすいデイサービス 浦賀1-11-1 ○

134 ホームケアセンター大津 大津町1-13-16 ｵｰｼｬﾝﾊｲﾂ1F

135 リハビリステーション　つう快 汐入町2-1 ｻﾝﾏﾘｰﾅ汐入1F

136 リハビリデイケアサロン　ゆうも 池上4-16-15

137 リハビリデイケアサロンすずの木 安浦町3-25

138 リハビリデイケアサロンすずの木　みはる 三春町1-20 小川ﾋﾞﾙ1階

139 リハビリデイサービス　アニュー 三春町2-4 ｴｸｾﾙﾊｲﾑV1階

140 リハビリデイサービス　チェリーホーム田浦
田浦町4-9-16 OTAKENSO
BLD1F

141 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ久里浜店 久里浜7-30-12

142 リハビリデイセンター悠　久里浜 舟倉1-16-17 平 ○

143 リハビリデイセンター悠　第２ 根岸町4-20-1 平

144 リハビリデイセンター悠　ハッピーマウス 野比2-4-15

145 リハビリデイセンター悠　学び館 根岸町4-35-4 平

146 リハビリデイセンター悠　学び館　衣笠 金谷2-3-29 ○

147
リハビリ特化型デイサービス　カラダラボ横須賀
衣笠

衣笠栄町2丁目16-3 ﾋﾞｯｸｻｰｸﾙ
ﾋﾞﾙ1F

平
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

148 レコードブック久里浜 根岸町4-2-1 平

149 ローズホール 光風台35-33 ○

150 太田和湘南ホームデイサービスセンター 太田和5-500 ○

151 追浜老人デイサービスセンター 追浜東町1-32 追浜ｹｱｾﾝﾀｰ内 ○

152 衣笠病院長瀬ケアセンター 長瀬3-6-2 ○

153 喜望の園デイサービスセンター 田浦町2-80-7

154 共楽荘通所介護福祉サービスセンター 衣笠栄町4-14 ○

155 クラールデイサービス 久里浜3-10-2 MKﾋﾞﾙ2階

156 クラールデイサービス　長沢 長沢1-6-33

157 けいしんデイサービスセンター＆Ｏrang 佐野町5-11

158 恵徳苑デイサービスセンター 東逸見町4-16-70

159 さくらの里 小矢部4-19-4 ○

160 サニーヒル横須賀 長井6-21-7 ○

161 さんふらわぁデイサービス 野比3-10-21

162 シャローム在宅ケアセンター 走水1-35 ○

163 しんわデイサービス佐原 佐原4-8-23

164 スマイル池上 池上3-3-3

165 スマイル住まいる走水 走水1-1-6 ○

166 スマイルデイサービス彩歳１号館 三春町1-22-2 ○

167 スマイルデイサービス彩歳２号館 三春町1-22-2 ○

168 太陽の家デイサービスセンター 西浦賀6-1-1 ○

169 ツクイ横須賀森崎 森崎1-2-30 平

170 デイサービス　ＡＲＫ　ＴＡＫＥ 長坂3-10-55

171 デイサービスセンター　あしたの風 佐原3-4-22

172 デイサービスセンター　大矢部接骨院 大矢部3-1-3

173 デイサービスセンター　ケアサポートよこすか 佐原5-25-23 ○

174 デイサービスセンターさくらんぼ　湘南野比 長沢6-7-1 ○

175 デイサービスセンター湘南荒崎 長井5-25-1 ○

176 デイサービスセンター塚山ホーム 吉倉町2-24-1 ○

177 デイサービスセンター福寿よこすか武 武1-20-18

178 デイサービスちろりん村横須賀 武1-20-15

179 デイリハセンター　花の里　さくら 浦郷町4-12

180 デイリハセンター　花の里　すみれ 追浜本町2-14 鷹 ○

181 特別養護老人ホーム　やまびこ荘 武3-39-2 ○

182 ニチイケアセンター湘南山手 吉井4-20-10

183 ニチイケアセンター横須賀佐原 佐原1-4-20 ○

184
パナソニック　エイジフリーケアセンター横須賀佐
原・デイサービス

佐原1-11-5

185 ひまわりケアサービス 汐入町2-38

186 横須賀愛光園　デイサービスセンター 武3-39-1 ○

187 横須賀あじさい園　デイサービスセンター 粟田2-20-1 ○

通所介護事業所

5



土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

188 横須賀グリーンヒルケアセンター 大矢部1-9-30 ○

189 横須賀市立粟田老人デイサービスセンター ﾊｲﾗﾝﾄﾞ2-41-1 ○

190 横須賀市立鴨居老人デイサービスセンター 鴨居3-11-11 ○

191 横須賀市立北下浦老人デイサービスセンター 長沢2-6-40

192 横須賀市立鷹取老人デイサービスセンター 湘南鷹取4-7-1 ○

193 横須賀市立本町老人デイサービスセンター
本町2-1 横須賀市立総合福祉
会館3階

194 横須賀椿園ケアセンター 太田和2-3-21

195 横須賀老人ホーム　通所介護 野比5-5-6 ○

196 リハビリセンター　アイ・ウィッシュ追浜 追浜東町3-28 ○

197 リハビリデイサロン「海」 根岸町3-3-16 平 ○

198 リハビリデイサロン「海」ＭＩＨＡＲＵ 三春町1-17-1

199 リハビリデイセンター悠 根岸町4-13-6 ｺｰﾎﾟつかごし1階

200 リハビリデイセンター悠　林 林2-1-31

201 リハビリデイセンター悠　馬堀海岸 馬堀町1-2-5 ○

202 老人デイサービス　興寿苑 池上6-5-21 ○

203 あきやま医院
根岸町1-9-9 久里浜ｽｶｲﾏﾝｼｮ
ﾝ2階

平

204 介護老人保健施設　衣笠ろうけん 小矢部2-23-1

205 介護老人保健施設　しんわ走水荘 走水2-5-6 ○

206 介護老人保健施設　ソレイユカーマ 西浦賀5-32-1 ○

207 介護老人保健施設　野比苑 野比1-41-1 ○

208 介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 芦名1-16-12 ○ ○

209 介護老人保健施設　フィオーレ久里浜 神明町1028-7 ○

210 黒坂整形外科医院 港が丘2-21-4

211 湘南グリーン介護老人保健施設 大矢部1-9-32 ○

212 白ゆり総合リハケアクリニック 野比2-2-6

213 第三湘南グリーン介護老人保健施設 太田和5-85-20 ○

214 第二湘南グリーン介護老人保健施設 太田和5-85-1 ○

215 武　整形外科 武3-5-36

216 パシフィックホスピタルデイケアセンター 野比5-7-2 ○

217 あずみ苑　津久井浜 津久井1-16-57 ○

218 グループホーム　アイ・ウィッシュ 大矢部3-1-3

219 グループホーム　あしたの風 佐原3-4-22

220 グループホーム　あんずの家 浦郷町4-1-2 ○

221 グループホーム　梅の郷 長浦町5-2-3 ○

222 グループホーム　浦上台 浦上台3-2-3

223 グループホーム　古街の家 佐野町6-14-3

224 グループホーム　サンライフ三春町 三春町6-85-39

225 グループホーム　チェリーホーム 馬堀町2-13-1

226 グループホーム　チェリーホーム森崎 森崎1-1-21 ﾏﾙｴﾑﾋﾞﾙ2･3階 平

通所リハビリテーション事業所

認知症対応型共同生活介護事業所
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

227 グループホーム　ちゃばしら 坂本町5-5-18 ○

228 グループホーム　とまと 西浦賀5-33-7ｼｰｻｲﾄﾞ池上 ○

229 グループホーム　なごみ 根岸町4-10-10

230 グループホーム　はるかぜハウス 長沢1-8-23

231 グループホーム　ひなたぼっこ 津久井2-2-51 和賀ﾋﾞﾙ2階

232 グループホーム　ふれんど 大矢部3-30-6 ○

233 グループホーム　みうら富士 長沢6-45-6 ○

234 グループホーム　ゆう愛 三春町1-9-34

235 グループホーム　吉井の郷 吉井1-9-3 ○

236 グループホーム　来夢の家 西逸見町1-38 ○

237 グループホーム・美咲の家 津久井1-17-7

238 グループホーム秋谷 秋谷1-7-22

239 グループホームいずみ 平作8-20-20

240 グループホーム観音崎 走水1-6-3 ○

241 グループホームこころ 追浜東町1-32 追浜ｹｱｾﾝﾀｰ内 ○

242 グループホームつばき 太田和2-10-3

243 グループホームゆりの花 衣笠栄町1-27

244 グループホームゆりの花・武 武1-10-5

245 グループホームゆりの花･森崎 森崎1-13-11 平 ○

246 高齢者グループホーム　かもいの家 鴨居3-87-31 ○

247 さくらの家一番館 小矢部4-17-4

248 さくらの家三番館 小矢部4-15-7 ○

249 さくらの家二番館 小矢部4-15-8 ○

250 小規模多機能ホームゆりの花　南武 武4-17-20

251 スマイル住まいる走水 走水1-1-6 ○

252 スマイル住まいる横須賀大矢部 大矢部3-18-5

253 ツクイ津久井浜グループホーム 津久井2-17-23

254 ツクイ横須賀光風台グループホーム 光風台29-18

255 ニチイケアセンター衣笠 平作5-10-7

256 ニチイケアセンター横須賀佐原 佐原1-4-20 ○

257 はくおうの里 長沢1-34-15 ○

258 花物語はまゆう 二葉2-26-2

259 花物語よこすか北 船越町1-39-3

260 花物語よこすか中央 米が浜通1-5-5

261 花物語よこすか東 馬堀町1-11-5

262 やすらぎの杜 浜見台2-14-1 ○

263 ローズホーム 長瀬1-13-3 ○

264 グループホーム　あんずの家 浦郷町4-1-2 ○

265 グループホーム　とまと 西浦賀5-33-7ｼｰｻｲﾄﾞ池上 ○

266 グループホームいずみ 平作8-20-20

267 スマイル鷹取 鷹取2-19-6 ○

認知症対応型通所介護事業所
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

268 スマイルデイサービス長坂 長坂3-9-7

269 スマイルデイサービス野比海岸 野比2-5-14

270 田浦高齢者デイサービスセンター 田浦町2-80-1 ○

271 デイサービス　リビングルーム 浜見台1-5-6 ○

272 デイサービスあんず 船越町1-18-8

273 デイサービスセンター　興寿苑池上 池上6-5-19 ○

274 デイサービスセンター　チェリーホーム北久里浜 根岸町4-16-1 田中ﾋﾞﾙ1F 平

275 デイサービスセンター椿 太田和2-10-3

276 デイサービスつばさ 野比1-44-5

277 デイサービスひまわりの家 光風台8-13

278 デイリハセンター　花の里　あさがお
追浜東町3-65 追浜会館ﾋﾞﾙA
棟

279 ニチイケアセンター衣笠 平作5-10-7

280 まるなかデイサービス 馬堀町1-19-15 ○

281 悠の家 佐原5-22-5 ○

282 ローズハウス 長沢1-27-27

283 ローズハット 日の出町3-12-8

284 看護小規模多機能型居宅介護　はるかぜハウス 長沢1-8-23

285 セントケア看護小規模衣笠 平作8-19-14

286 太陽の家浦賀　看護小規模多機能型居宅介護 浦賀2-3-20 ○

287 Ｍｙ・Ｈｏｍｅ 東逸見町4-36-1 ○

288 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ衣笠山公園 小矢部4-8-15 ○

289 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ久里浜 久村672-1 ○

290 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ横須賀 安浦町2-23-1

291 愛加那リハリゾート 津久井4-21-8 ○

292 ヴィンテージ・ヴィラ横須賀 西逸見町1-38 ○

293 オーシャンビュー湘南荒崎 長井5-25-1 ○

294 丘の里 浜見台2-10-2

295
介護付き有料老人ホーム　アシステッドリビング
浦賀

二葉1-8-30 ○

296
介護付き有料老人ホーム　アシステッドリビング
湘南佐島

佐島の丘1-2-10

297 かしこ長沢 長沢1-2-10

298 かもめ 津久井1-14-3

299 グループハウス　森の里 須軽谷字天王谷967

300 交欒　湘南佐島 佐島1-14-1

301 サニーステージ野比海岸 野比3-24-11

302 サニーステージ野比弐番館 野比5-3-2

303 住宅型有料老人ホーム　太陽の家　公郷 公郷町1-55-2 平

304 住宅型有料老人ホーム　和の里 追浜町3-17-1

305 しんわホーム小原台 小原台22-2

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

有料老人ホーム
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

306 しんわホーム佐原 佐原4-8-23

307 しんわホーム武山館 武1-30-24

308 しんわホーム長坂 長坂3-3-5

309 しんわホーム望洋台 望洋台8-6

310 すみれ 長坂3-6-35

311 太陽の家　安浦 安浦町2-27

312 トレクォーレ横須賀 西逸見町1-38-30 ○

313 ネクサスコート湘南鷹取 湘南鷹取2-35-5 ○

314 はなことば追浜 追浜町1-1-11 ○

315 花珠の家よこすか 浦郷町3-10-5

316 ハビタスカーマ 西浦賀5-32-2 ○

317 葉山湘南国際村シニアライフセンター 湘南国際村1-5-3

318 福寿よこすか池上 池上4-4-1 ○

319 福寿よこすか武 武1-20-18

320 プラージュ・シエル湘南長沢 長沢1-30-8 ○

321 ゆうゆうassistナーシングホーム北久里浜 根岸町3-2-14 平 ○

322 有料老人ホーム　ききょう 大矢部5-12-7

323 有料老人ホーム　サニーライフ横須賀 長坂3-9-20

324 有料老人ホームみとみ 久里浜2-27-17

325 ラ・ナシカ　よこすか 平作5-7-8

326 ラ・ナシカ　よこすか弐番館 根岸町1-1-12

327
ライフコート湘南野比　住宅型有料老人ホーム
さくらんぼ

長沢6-7-1 ○

328
ライフコート横須賀武山　住宅型有料老人ホーム
さくらんぼ

武1-20-15

329 リアンレーヴ横須賀 米が浜通1-18-2

330
サービス付き高齢者向け住宅はなことば横須賀
衣笠

衣笠町44-5 ○

331 住まいるＣｌａｓｓ池上 池上3-3-3

332 ハッピーホーム銀翼の森 長沢1-50-8

333 福寿よこすか佐原 佐原5-28-34

334 ミモザ久里浜セントポーリア 佐原5-28-33

335 ミモザ久里浜はまゆう苑 森崎1-6-3 平 ○

336 リビングケア唯の家　横須賀林 林4-3-8

337 ローズハイツ 光風台35-33 ○

338 生活支援ハウス　あずま 追浜東町1-32 ○

339 養護老人ホーム共楽荘 衣笠栄町4-14 ○

340 横須賀養護老人ホーム（盲養護老人ホーム） 野比5-5-6 ○

341 ケアハウスあっとホーム 武3-39-2 ○

サービス付き高齢者向け住宅

生活支援ハウス

養護老人ホーム

軽費老人ホーム（ｹｱﾊｳｽ）
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

342 シャロームケアハウス 「ルツの家」 走水1-35 ○

343 横須賀グリーンヒル　ケアハウス 大矢部1-9-31 ○

344 秋谷老人福祉センター 秋谷3-6-25 ○

345 池上老人福祉センター 池上4-6-1 ○

346 鴨居老人福祉センター 鴨居3-11-11 ○

347 北下浦老人福祉センター 長沢2-6-40

348 公郷老人憩いの家 公郷町6-1 ○

349 本町老人福祉センター 本町2-1

350 ＬｉＧのいえ　田浦 田浦町3-34

351 ＮＰＯ法人むげんグループホーム空 久里浜2-35-3

352 WING21 小矢部2-9-4北ｳｲﾝｸﾞ101号 ○

353 あすなろの家 小矢部4-18-11

354 あんしんの家　ひまわり 荻野2-2

355 いちばん星ケアホーム慧 太田和2-3-18

356 いちばん星生活ホーム銀河 太田和1-12-7

357 いちばん星生活ホーム宙 太田和2-19-3

358 海風会ケアホーム昴 太田和2-14-6 ○

359 海風学園ケアホームKAI 馬堀町2-28-16 ○

360 海風学園ケアホームシンフォニー 長坂3-34-6

361 海風学園ケアホームハーモニー 吉井2-7-14 ○

362 かもめはうす 佐野町4-49 ○

363 きらめきの家 西浦賀2-24-14

364 グループホーム えくぼ 武1-1-11 ○

365 グループホーム ほほえみ 林1-30-12 竹

366 グループホームあうん
船越町3-15-3 ｼﾞｭﾈﾊﾟﾚｽ横須
賀402号

○

367 グループホーム一歩 長沢3-1-13 102号

368 グループホームかがやき 武1-1-7 ○

369 グループホームたすく
久里浜3-34-1 ﾊﾝｽﾞ久里浜Ⅱ
701号

○

370 グループホームデュエット 武1-28-8

371 グループホームどすこい部屋 林1-12-6

372 グループホームひだまり 林2-5-28 竹

373 グループホームみうらんど 久村203 ○

374 グループホームやすらぎ 根岸町4-1-4ﾌﾟﾗﾝﾀﾝ和泉201 平

375 くれよんはうす 三春町5-82-54

376 ケアホームすまいる 小原台31-26-102

377 ケアホームはなあかり 芦名2-22-7

378 ケアホームはなえみ 芦名2-14-11 ○

379 こっとんはうす 池上4-1-10

380 こもれび 舟倉1-13-10 平 ○

共同生活援助事業所（グループホーム）

老人福祉センター
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

381 坂の上の家 長沢3-7-8

382 ステップハウス 長沢4-31-11

383 すまいるEnn 長瀬1-16-6 ○

384 生活ホームマリオ 安浦町2-19

385 セラヴィ横須賀 船越町4-21 ○

386 たけのこ会アイエルホーム 佐野町1-20

387 知恵の光荘 公郷町2-19-4 平

388 てのひらホーム 長浦町4-2 ○

389 にじいろのパレット 小矢部1-7-5 平

390 はなめ 野比2-1-14 1階

391 はやし生活ホーム 長井1-4-27ﾌﾟﾗｻﾞ963 101･102

392 ふれあいホームうらら 安浦町3-30

393 ペリー 久里浜7-19-8

394 ほっと・ホット 大津町2-19-7 ○

395 横須賀清和ホーム 津久井3-14-3

396 横須賀第三清和ホーム 岩戸3-12-13

397 横須賀第二清和ホーム 津久井3-11-26

398 Cocorport　横須賀Office 小川町13-1 ｱｻﾋ横須賀ﾋﾞﾙ5F

399 Cocorport　横須賀第2Office
小川町13-20 横須賀中央ﾋﾞﾙ
4F B号室

400 ウェルビー横須賀中央駅前センター
若松町3-14-10ｲﾃﾞｱｰﾚ横須賀
中央1階

401 かがみ田苑 野比5-5-5 ○

402 フードプランニング 森崎1-19-12 平 ○

403 プレップワークス堀ノ内
三春町3-25湘南信用金庫堀ﾉ
内支店2F

404 ペガサス横須賀センター 日の出町1-12-11 小林ﾋﾞﾙ2階

405 ミラークよこすか
大滝町2-15-1 横須賀東相ﾋﾞﾙ6
階

406 あすなろ学苑 小矢部4-19-4 ○

407 エルオーエル 根岸町4-9-15 熔材ﾋﾞﾙ1階 平

408 カフェドルチェ 安浦町2-24-3

409 さくらマート 久里浜4-15-12 平

410 仕事探しクラブ 坂本町4-2 ○

411 社会福祉法人清光会　清光園 武1-2074-2 ○

412 就労継続支援B型事業所つばさ 三春町2-4 EMIAS203号 ○

413 就労継続支援B型事業所つばさ第二 船越町1-50 山田ﾋﾞﾙ2階 ○

414 スペース・ほっと 船越町1-57

415 田浦障害者活動センター 田浦町2-80-1 ○

416 なかよし広場 佐原5-19-20

417 なごみ 米が浜通2-16

就労移行支援事業所

就労継続支援事業所
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

418 虹工房　横須賀中央 若松町2-7 藤田ﾋﾞﾙ6F

419 はまゆう 舟倉1-31-2 平

420 ピケマルシェ３６５日 野比3-26-35 ○

421 陽だまり 安浦町2-23

422 フードプランニング 森崎1-19-12 平 ○

423 フローラ 太田和4-2426 ○

424 フロムワン福祉園 公郷町3-69-1 ○

425 ベルナ 汐入町2-2澤田ﾋﾞﾙ2階

426 めいあい衣笠 衣笠栄町1-27-2

427 メイアイグリーン 追浜町3-5

428 横須賀市立福祉援護センター第１かがみ田苑 野比5-5-5 ○

429
よこすか中央障がい者福祉センター　はやぶさ工
房

本町2-21 ○

430 いちばん星 太田和4-2213 ○

431 神奈川後保護施設 吉倉町1-無番地 ○

432 シャローム浦上台 浦上台1-11-1 ○

433 重度神奈川後保護施設 吉倉町1-無番地 ○

434 清光ホーム 武1-1977 ○

435 三浦しらとり園 長沢4-13-1

436 横須賀へーメット 長井1-14-1 ○

437 田浦障害者地域リハビリセンター 田浦町2-80-1 ○

438 三浦しらとり園 長沢4-13-1

439 Ｄａｙｚ　かしこ 長沢1-2-7

440 ＷｉＳＨ 根岸町4-10-8 ﾎﾜｲﾄｺｰﾎﾟ1階

441 アクティブプレイス虹 太田和2-11-24

442 アトリエかもめ ﾊｲﾗﾝﾄﾞ4-50-8 ○

443 あまね共同作業所 舟倉1-12-1 平 ○

444 いずみ作業所 長井1-18-56 ○

445 いちばん星 太田和4-2213 ○

446 神奈川後保護施設 吉倉町一丁目無番地 ○

447 けいしんデイサービスセンター＆Ｏｒａｎｇｅ 佐野町5-11

448 ＣｏＳｕ－ＭｏＳｕ　清光園 武1-2074-2 ○

449 サポートセンターかいふう 馬堀町2-17-33 ○

450 サポートセンターかおる 岩戸2-10-1 ○

451 サポートセンターまぼり 池上2-14-10 田中ﾋﾞﾙ

452 シャローム浦上台 浦上台1-11-1 ○

453 シャローム浦上台デイサービスセンター 浦上台1-11-1 ○

454 重度神奈川後保護施設 吉倉町一丁目無番地 ○

455 生活介護事業所ゆずりは 林1-23-7

障害者支援施設

自立訓練事業所

生活介護事業所
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

456 清光ホーム 武1-1977 ○

457 茜洋舎 久里浜6-1

458 第2かがみ田苑 野比5-5-5 ○

459 田浦障害者デイサービスセンター 田浦町2-80-1 ○

460 たけのこ会協同作業所 佐野町1-36 ○

461 トライ 上町2-2-12

462 長沢ベーカリー 長沢1-34-13 ○

463 ピュアナチュラル 米が浜通2-13 GFｽﾉｰﾎﾜｲﾄ101

464 ぶどうの木 池上5-3-2

465 フロムワン福祉園 公郷町3-69-1 ○

466 ぼくのくれよん 三春町5-95-14

467 三浦しらとり園 長沢4-13-1

468 ゆう 芦名2-8-17

469 横須賀愛光園　デイサービスセンター 武3-39-1 ○

470 横須賀ヘーメット 長井1-14-1 ○

471 ライフゆうラボ 湘南国際村1-4-6

472 ワーカーズデイ虹の音 安浦町3-25 市川ﾏﾝｼｮﾝ1階

473 ワークセンターしぇる 佐島2-3-21 ○

474 ワークハウスあまね 舟倉2-10-11 平

475 わたげ 西浦賀3-13-21 ○

476 ライフゆう 湘南国際村1-4-6

477 いちばん星 太田和4-2213 ○

478 神奈川後保護施設 吉倉町1丁目無番地 ○

479 きかわ 野比2-1-14 1階

480 清光ホーム短期入所事業所 武1-1977 ○

481 シャローム浦上台短期入所サービスセンター 浦上台1-11-1 ○

482 重度神奈川後保護施設 吉倉町一丁目無番地 ○

483 ショートステイ・ライフゆう 湘南国際村1-4-6

484 ショートステイゆう 芦名2-8-17

485 セラヴィ横須賀 船越町4-21 ○

486 Ｐｅａｃｅ　Ｃｏｌｏｒ 武1-2074-2 ○

487 三浦しらとり園 長沢4-13-1

488 横須賀愛光園　短期入所事業 武3-39-1 ○

489 横須賀ヘーメット短期入所 長井1-14-1 ○

490 CCF（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ・ﾌﾚﾝｽﾞ） 池上2-10-18

491 il Gruppo パレッタ 坂本町4-2 ○

492 アトリエ夢喰虫 汐入町2-40-1 青柳ﾋﾞﾙ2F

493 あんしん農園 林1-18-10 竹

494 ウィニング・ウィンド 汐入町2-1 ○

療養介護事業所

短期入所事業所

障害者地域作業所等（地域活動支援センターを含む）
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

495 浦上台地域作業所 浦上台2-31-15

496 オフィス・ユニコーン 舟倉1-9-17 ﾃｲｸｵﾌ1-301 平 ○

497 風 林2-16-15

498 喫茶レゼル 船越町1-50 ○

499 公郷かりがね作業所 公郷町4-11-6 ○

500 こまめの会 田浦町2-80-1 ○

501 下町作業所
日の出町1-8-7 ﾌﾟﾗｰｽﾞ日の出
町101

502 すずらん 公郷町4-11-6 ○

503 第二はまゆう
舟倉1-32-1 ｺｰｴｲﾏﾝｼｮﾝ久里
浜101

平 ○

504 チームブルーよこすか
米が浜通1-4 Flos横須賀601号
室

505 どすこい横須賀 林4-4-6 ○

506 パン工房ピーターパン 東逸見町1-54

507 北部あおぞら作業所 追浜町3-39 ○

508 マイフレンド・こころん 池上4-5-13

509 みなみ地域活動支援センター 池田町5-8-11 ﾀｶﾊｼﾋﾞﾙ1F 平

510 やすらぎ作業所 根岸町4-4-23 平

511 やすらぎ第二作業所 公郷町4-11-6 ○

512 ゆんるり
久里浜4-2-4 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ久里浜
1F

平

513 ワークショップひまわり 米が浜通2-18

514 わたぼうし作業所 坂本町2-32

515 WiSH
根岸町4-11-18前原ﾋﾞﾙ102､
103号室

516 笑み笑みらんど 佐野町6-8 ○

517 エミタスアフタースクール 公郷町2-11-8 平

518 かもSUNランド 長沢4-16-12

519 きっずかしこ 長沢1-2-7

520 キッズ原っぱ 西浦賀1-17-5 ○

521 希望のひかり 武1-2074-2 ○

522 くすくすの森 芦名1-31-26

523 子育て支援　和美　横須賀中央教室 若松町1-8泉ﾋﾞﾙ5階

524 こどもひろば風／風キッズ 馬堀町2-17-33 ○

525 こどもプラス横須賀教室 根岸町4-16-1田中ﾋﾞﾙ2階 平

526 こぱんはうすさくら　横須賀平作教室 平作1-2-22 ｱﾌﾟﾄ2 A号室

527 コペルプラス　横須賀教室 日の出町1-12 浜野ﾋﾞﾙ2F

528 SUN放課後等デイサービス 森崎1-3-12 平

529 Joy 池田町2-11-13 ○

530 湘南国際アフタースクール久里浜 舟倉1-32-1-102､103 平 ○

531 湘南国際アフタースクール野比 野比1-11-8

532 スタジオみらい逗子田浦 船越町5-1 TKﾋﾞﾙ2階

障害児通所支援事業所
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

533 第３ＭＩＭＯの家 武3-5-35 ○

534 トータスキッズ
長沢1-32-11第5新星ﾋﾞﾙ302号
室

○

535 ハーティーパーチ池上
池上7-13-5 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ湘南池
上

○

536 ハッピーテラス衣笠教室 衣笠栄町3-2-2ｴｽｹｲﾋﾞﾙ3階 平

537 ハッピーテラス久里浜教室 久里浜5-15-10HSK2nd201号 平

538 はなぷぷ 池上4-10-11

539 ピュア児童ディサービス
小川町13-3 なかむら不動産ﾋﾞ
ﾙ3･4階

540 風キッズコッコロ 馬堀町3-1-30 ○

541 プレップ　サポートセンター浦賀 東浦賀1-1-1 渡辺ﾜﾝｽﾞﾋﾞﾙ4階 ○

542 プレップ　サポートセンター久里浜 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ4-5-5 平塚ﾋﾞﾙ2階

543 プレップ学習サポートセンター 平成町 安浦町2-11 湘南信用金庫2階

544 プレップサポートセンター県立大学 安浦町2-27ｱｯﾄﾏｰｸD号

545 放課後児童デイきゃろっと 公郷町4-7-6 平

546 放課後児童デイしぇる 佐島2-3-21 ○

547 放課後デイサービス　toiro　大津 大津町1-16-7 ﾋﾟｵﾓﾝﾃﾋﾞﾙ2階 ○

548 放課後等デイサービス　いちごいちえ 久比里1-18-10 平 ○

549 放課後等デイサービス・きりんグループ 田浦町2-80-1 ○

550 放課後等デイサービスあっぷっぷ 久里浜4-19-3 加藤ﾋﾞﾙ1F

551 放課後等デイサービスふれんど 大矢部3-30-6 ○

552 みうらんど 長坂3-18-3

553 Ｙｏｕ’ｓくらぶ 馬堀町3-3-1 前田ﾋﾞﾙ3階 ○

554 横須賀市療育相談センター 小川町16 ○

555 ライフゆう学齢デイ 湘南国際村1-4-6

556 れいんぼー ﾊｲﾗﾝﾄﾞ4-3-9

557 ＹＢＳにじのそら保育園
大滝町2-6 ｻﾞ･ﾀﾜｰ横須賀中央
3F

558 池上愛育園 池上7-6-6

559 うさぎ保育園 根岸町3-16-2 平

560 上町保育園 佐野町1-20 ○

561 大楠愛児園 芦名1-31-17

562 追浜保育園 追浜本町2-1 ○

563 鴨居保育園 鴨居3-1-6 ○

564 衣笠愛児園 平作8-14-1 ○

565 衣笠保育園 小矢部1-4-2 平

566 玉成保育園 三春町5-32

567 ぎんのすず保育園 追浜町2-71 ○

568 コアラ保育園 安浦町2-11

569 心育保育園
久里浜6-4-1ｼｰﾌﾛﾝﾄ久里浜1
階

保育所
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

570 小光子愛育園 佐野町3-15

571 小光子愛育園 分園（きらきら星）
日の出町1-6-8 ﾘｱﾗｲｽﾞ横須賀
3階

572 しんわピノキオ保育ランド 安浦町3-16

573 田浦保育園 長浦町1-1597 ○

574 武山保育園 武4-17-1

575 津久井保育園 津久井2-14-22 ○

576 鶴が丘保育園 鶴が丘2-3-1 ○

577 長井保育園 長井5-9-5 ○

578 にじいろ保育園久里浜コスモス 久里浜4-7-8 叶ﾋﾞﾙ4F 平

579 にじいろ保育園久里浜ポピー 久里浜4-12-23 ﾜｶﾌｼﾞﾋﾞﾙ1･2F 平

580 のばら保育園 追浜町2-16-7 ○

581 ハイランド保育園 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ2-12-17 ○

582 ハッピープリスクール 大津町1-12-20

583 はなまる保育園 久里浜5-12-15 平

584 パンダ保育園 追浜町3-1ｴﾙｼｬﾝﾃ追浜1･3階

585 パンダ保育園　分園　こぱんだ 追浜町3-5-2

586 日の出保育園 桜が丘1-47-1

587 平作保育園 平作6-4-33

588 富士保育園 久里浜5-3-9 平

589 船越保育園 船越町6-69

590 ベネッセ汐入保育園
本町3-23-7 横須賀汐入ﾊｲﾑ1-
2F

591 ベネッセ逸見保育園 西逸見町1-37 ○

592 森崎保育園 森崎3-8-1

593 岩戸こども園 岩戸3-37-5

594 浦賀こども園 浦賀6-3-1 ○

595 太田和こども園 太田和3-733

596 太田和こども園分園 太田和3-1177-3

597 キッズアカデミーぎんのすずこども園 追浜町2-70 ○

598 公郷こども園 公郷町6-7-1 ○

599 佐野こども園 佐野町5-7 ○

600 三和こども園上町分園 上町2-31ﾌﾟｴﾙﾄ上町

601 しらかばこども園 池田町1-22-12

602 しらかばこども園池田分園 池田町1-19-18 ○

603 しらかばこども園新大津分園 大津町4-8-6

604 長井婦人会こども園 長井2-2-3 ○

605 長岡こども園 長沢1-25-8

606 認定こども園追浜幼稚園 鷹取1-1-2 ○

607 認定こども園聖佳幼稚園 坂本町1-29

608 認定こども園聖心桜が丘幼稚園 桜が丘1-51-1

609 認定こども園善隣園 田浦町2-80-1 ○

幼保連携型認定こども園
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

610 認定こども園善隣園分園こばと園 東逸見町1-1

611 三和こども園 田戸台26

612 三和こども園安浦分園 安浦町2-27

613 幼保連携型認定こども園うわまち幼稚園 上町2-10 ○

614 和順こども園 久里浜2-19-14 平

615 和順こども園分園 久里浜2-18-1 平

616 追浜保育室ニコニコ 追浜東町3-65

617 ぎんのすずおひさま園 追浜町2-70-2 ○

618 久里浜幼稚園小規模保育園つぼみ 久里浜2-9-16

619 おうち保育室ぽっぽ 久里浜6-9-1-102

620 かるがも保育室 太田和4-2568

621 くりはまほいく 久里浜5-3-4

622 くるみ保育室 久里浜6-10-3-102

623 さくら保育室 大津5-14-6

624 しらかば家庭的保育事業所 池田町1-22-20

625 なないろ保育室 公郷町5-103-15

626 陽だまり保育室
田浦町2-80-1 田浦ふれあい住
宅402

○

627 ひよこ保育室 浦上台1-25-3ｱﾈｯｸｽK101号室

628 ペンギン保育室 久里浜6-10-2-104

629 ほのぼの家庭的保育室 田浦町3-8

630 もりの保育室 森崎6-8-20 ○

631 若宮台だっこ保育室 若宮台34-19

632 市療育相談センター　ひまわり園 小川町16 ○

633 春光学園 小矢部2-14-1 ○

634 しらかば子どもの家 長瀬3-3-1 ○

635 市立市民病院 長坂1-3-2 竹

636 横須賀市立うわまち病院 上町2-36 ○

637 三浦しらとり園 長沢4-13-1

638 ライフゆう 湘南国際村1-4-6

639 しらかばベビーホーム 長瀬3-3-1 ○

640 CROPHOUSE 秋谷1-6-3

641 ファミリーホームともしび 秋谷1-6-3-3

642 ファミリーホームわれもこう 三春町3-8 ○

家庭的保育事業所

児童発達支援センター

児童養護施設

助産施設

障害児入所施設

乳児院

ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）

小規模保育事業所

17



土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

643 （※）非公表 (※)非公表

644 愛らんどウェルシティ 西逸見町1-38-11 ○

645 愛らんど追浜
追浜本町1-28-5 ｻﾝﾋﾞｰﾁ追浜
店4階

646 愛らんど久里浜
久里浜6-14-2 久里浜行政ｾﾝ
ﾀｰ2階

平

647 愛らんど田浦 船越町6-77 田浦行政ｾﾝﾀｰ2階

648 愛らんど西 長坂1-2-2 西行政ｾﾝﾀｰ1階 竹

649 愛らんどよこすか 小川町20番地 すくすくかん5階

650 北健康福祉センター 船越町6-77

651 中央健康福祉センター 西逸見町1-38-11 ○

652 西健康福祉センター 長坂1-2-2 竹

653 南健康福祉センター 久里浜6-14-2 平

654 病児・病後児保育センター 上町2-36 ○

655 sukasuka-nursery 久里浜4-7-2 平

656 一時保護所 (※)非公表 ○

657 総合福祉会館 本町2-1

658 私立横須賀学院小学校 稲岡町82 ○

659 横須賀市立明浜小学校 久里浜6-7-1 平

660 横須賀市立粟田小学校 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ2-41-1 ○

661 横須賀市立池上小学校 池上3-5-1 ○

662 横須賀市立岩戸小学校 岩戸5-20-1 ○

663 横須賀市立浦賀小学校 浦賀3-8-1 ○

664 横須賀市立浦郷小学校 追浜東町2-14 ○

665 横須賀市立大楠小学校 芦名1-29-18 ○

666 横須賀市立大塚台小学校 池田町3-1-1 ○

667 横須賀市立大津小学校 大津町3-24-1 ○

668 横須賀市立大矢部小学校 大矢部3-26-1 ○

669 横須賀市立荻野小学校 荻野8番1号

670 横須賀市立追浜小学校 鷹取2-16-1 ○

671 横須賀市立小原台小学校 小原台3-1 ○

672 横須賀市立鴨居小学校 鴨居3-1-6 ○

673 横須賀市立北下浦小学校 長沢1-29-1

674 横須賀市立衣笠小学校 小矢部2-16-1 ○

一時保護所

総合福祉会館

小学校

一時預かり事業所

自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）

子育て支援センター

健康福祉センター

病児・病後児保育センター

18



土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

675 横須賀市立公郷小学校 公郷町4-5 ○ 平

676 横須賀市立久里浜小学校 久里浜6-6-1 平

677 横須賀市立高坂小学校 西浦賀3-1-1 ○

678 横須賀市立桜小学校 坂本町1-19

679 横須賀市立沢山小学校 東逸見町3-35 ○

680 横須賀市立汐入小学校 汐入町2-53 ○

681 横須賀市立城北小学校 平作1-6-1

682 横須賀市立神明小学校 神明町407

683 横須賀市立諏訪小学校 小川町18

684 横須賀市立田浦小学校 田浦町3-55 ○

685 横須賀市立鷹取小学校 湘南鷹取4-7-1 ○

686 横須賀市立武山小学校 太田和3-1-1

687 横須賀市立田戸小学校 米が浜通2-12 ○

688 横須賀市立津久井小学校 津久井5-2-1 ○

689 横須賀市立鶴久保小学校 不入斗町1-1

690 横須賀市立豊島小学校 上町3-21 ○

691 横須賀市立長井小学校 長井5-9-1 ○

692 横須賀市立長浦小学校 安針台3-1 ○

693 横須賀市立夏島小学校 浦郷町4-35 ○

694 横須賀市立根岸小学校 大津町5-5-1 ○

695 横須賀市立野比小学校 野比1-25-1

696 横須賀市立野比東小学校 野比4-6-1 ○

697 横須賀市立走水小学校 走水2-2-2 ○ ○

698 横須賀市立富士見小学校 武3-19-1 ○

699 横須賀市立船越小学校 船越町5-34 ○

700 横須賀市立逸見小学校 西逸見町1-14 ○

701 横須賀市立望洋小学校 桜が丘1-50-1 ○

702 横須賀市立馬堀小学校 馬堀町4-10-1 ○

703 横須賀市立森崎小学校 森崎3-13-1 ○

704 横須賀市立山崎小学校 三春町6-4 ○

705 私立緑ヶ丘女子中学校 緑が丘39 ○

706 私立横須賀学院中学校 稲岡町82 ○

707 横須賀市立池上中学校 池上3-5-1

708 横須賀市立不入斗中学校 坂本町1-19 ○

709 横須賀市立岩戸中学校 岩戸5-6-3 ○

710 横須賀市立浦賀中学校 浦賀3-26-1 ○

711 横須賀市立大楠中学校 芦名1-2-1 ○

712 横須賀市立大津中学校 大津町5-2-1 ○

713 横須賀市立大矢部中学校 森崎5-14-2 ○

714 横須賀市立追浜中学校 夏島町12 ○

715 横須賀市立鴨居中学校 鴨居3-2-2 ○

中学校
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

716 横須賀市立北下浦中学校 長沢1-30-17 ○

717 横須賀市立衣笠中学校 平作2-31-1 ○

718 横須賀市立公郷中学校 公郷町5-81 ○

719 横須賀市立久里浜中学校 久里浜2-11-1 平

720 横須賀市立坂本中学校 坂本町1-19 ○

721 横須賀市立神明中学校 神明町903 ○

722 横須賀市立田浦中学校 船越町7-66 ○

723 横須賀市立鷹取中学校 湘南鷹取2-30-1 ○

724 横須賀市立武山中学校 武3-31-1 ○

725 横須賀市立常葉中学校 小川町18

726 横須賀市立長井中学校 長井5-12-1 ○

727 横須賀市立長沢中学校 長沢5-1-1 ○

728 横須賀市立野比中学校 野比4-4-1 ○

729 横須賀市立馬堀中学校 馬堀町4-10-2 ○

730 神奈川県立追浜高等学校 夏島町13 ○

731 神奈川県立海洋科学高等学校 長坂1-2-1 ○ 竹

732 神奈川県立津久井浜高等学校 津久井4-4-1 ○

733 神奈川県立横須賀大津高等学校 大津町4-17-1

734 神奈川県立横須賀工業高等学校 公郷町4-10 ○ 平

735 神奈川県立横須賀高等学校 公郷町3-109 ○

736 神奈川県立横須賀南高等学校 佐原4-20-1 ○

737 私立湘南学院高等学校 佐原2-2-20

738 私立三浦学苑高等学校 衣笠栄町3-80 ○ 平

739 私立緑ヶ丘女子高等学校 緑が丘39 ○

740 私立横須賀学院高等学校 稲岡町82 ○

741 神奈川県立岩戸養護学校 岩戸5-6-5 ○

742 神奈川県立武山養護学校 武3-35-1 ○

743 筑波大学付属久里浜特別支援学校 野比5-1-2 ○

744 横須賀市立養護学校 岩戸5-6-4 ○

745 横須賀市立ろう学校 森崎5-13-1 ○

746 青い鳥幼稚園 三春町2-6 ○

747 ぎんなん幼稚園 大津町4-22-5 ○

748 久里浜幼稚園 久里浜2-9-1

749 ケンコウ幼稚園 小原台31-1

750 湘南長沢幼稚園 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ13-2 ○

751 城北幼稚園 平作6-3-10 ○

752 白鳩幼稚園 追浜本町2-1-2 ○

753 深愛幼稚園 衣笠栄町3-79

754 信証幼稚園 久里浜7-23-16

幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）

高等学校

特別支援学校
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土砂 洪水 高潮
NO. 施設名称 所在地

対象災害

755 田浦幼稚園 田浦町5-51 ○

756 たかとり幼稚園 湘南鷹取5-30-1

757 武山幼稚園 太田和1-12-1 ○

758 武山幼稚園本住寺 太田和1-12-1 ○

759 津久井幼稚園 津久井1-12-28

760 認定こども園あさひ幼稚園 公郷町2-18-3 平

761 認定こども園岩波幼稚園 鴨居2-56-12 ○

762 認定こども園大津幼稚園 大津町3-29-26 ○

763 認定こども園かもいようちえん 鴨居3-9-1

764 認定こども園湘南栄光幼稚園 浦上台3-29-3

765 認定こども園聖心第一幼稚園 上町2-15

766 認定こども園聖心第三幼稚園 汐見台2-16-15

767 認定こども園聖心第二幼稚園 富士見町3-8 ○

768 認定こども園相武幼稚園 太田和5-2665 ○

769 認定こども園南横須賀幼稚園 池田町2-9-17 ○

770 野比幼稚園 野比1-4-1

771 まぼり幼稚園 馬堀海岸3-11-1 ○

772 三笠幼稚園 稲岡町82-9

773 三春幼稚園 三春町1-34

774 横須賀上町教会附属 めぐみ幼稚園 上町2-43

775 横須賀市立大楠幼稚園 芦名1-29-1

776 横須賀幼稚園 本町3-9 ○

777 横須賀若草幼稚園 森崎2-13-3 ○

778 横須賀若葉幼稚園 金谷1-5-8

779 医療法人社団聖ルカ会パシフィックホスピタル 野比5-7-2 ○ ○

780
医療法人横浜未来ヘルスケアシステムよこすか
浦賀病院

西浦賀1-11-1 ○

781 神奈川歯科大学附属病院 小川町1-23

782 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 米が浜通1-16 ○

783 自衛隊横須賀病院 田浦港町1766-1 ○ ○

784 社会福祉法人湘南福祉協会総合病院湘南病院 鷹取1-1-1 ○

785
社会福祉法人日本医療伝道会総合病院衣笠病
院

小矢部2-23-1

786 聖ヨゼフ病院 緑が丘28 ○

787 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 野比5-3-1 ○

788 横須賀市立うわまち病院 上町2-36 ○

789 横須賀市立市民病院 長坂1-3-2 竹

790 ライフゆう 湘南国際村1-4-6

791 オハナハウス 坂本町5-22 ○

792 かもめ助産院ハイランド ﾊｲﾗﾝﾄﾞ1-38-3

病院

助産所
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土砂 洪水 高潮
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793 内出医院 馬堀海岸2-26-5 ○

794 海上自衛隊 横須賀衛生隊第1医務室 長浦町1-43 ○

795 海上自衛隊 横須賀衛生隊第2医務室 御幸浜4-1 竹 ○

796 海上自衛隊 横須賀衛生隊第3医務室 船越町7-73 ○ ○

797 後藤産婦人科医院 上町3-12

798 社会福祉法人阿部睦会共楽荘　診療所 衣笠栄町4-14 ○

799 社会福祉法人恩賜財団同胞援護会衣笠診療所 平作8-14-1 ○

800 富永整形外科 公郷町1-55-1 平

801 パクスレディースクリニック 佐原1-11-12

802 防衛大学校医務室 走水1-10-20 ○

803 ゆき呼吸器内科クリニック 大滝町2-15 横須賀東相ﾋﾞﾙ3F

804 横須賀マタニティクリニック 衣笠町3-1 ○

805 横須賀老人ホーム付属診療所 野比5-5-6 ○

806 陸上自衛隊 久里浜駐屯地医務室 久比里2-1-1 ○ 平 ○

807 陸上自衛隊 武山駐屯地医務室 御幸浜1-1 竹 ○

診療所（有床に限る）
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