
 

    

緊急受入施設一覧                                                            

 

№ 地区名 区分 施設名 住所 電話番号 運営事業者 備考 

1 千手 特養／小規模多機能 サポートセンター千手 千手 3-1-14 31-3263 (福)長岡福祉協会 高齢者 

2 四郎丸 特養／小規模多機能 サポートセンター美沢 美沢 4-211-6 30-1733 (福)長岡福祉協会 高齢者 

3 豊田 特養／ショート はるか 花園南 2-337 38-0850 (福)虹のまち福祉会 高齢者 

4 阪之上 特養 桜ガーデンプレイス福住 福住 2-1-15 31-3281 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

5 阪之上 特養／ショート サクラーレ福住 福住 2-1-7 35-5590 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

6 川崎 特養／小規模多機能 サポートセンター川崎 川崎 6-1286 39-1008 (福)長岡福祉協会 高齢者 

7 新町 小規模多機能 プラット新町 泉 1-7-20 38-8877 ながおか医療生活協同組合 高齢者 

8 新町 老健 あらまち 泉 1-7-24 30-0388 ながおか医療生活協同組合 高齢者 

9 大島 特養／ショート／小規模多機能 サポートセンター千秋 千秋 2-221-14 28-8820 (福)長岡福祉協会 高齢者 

10 大島 看護多機能 サポートセンター大島 大島新町字谷内甲 1161 28-2161 (福)長岡福祉協会 高齢者 

11 大島 老健 サンプラザ長岡 三ツ郷屋町 35 27-1515 (福)長岡福祉協会 高齢者 

12 宮内 特養／ショート まちだ園 町田町 540 39-3927 (福)長岡福寿会 高齢者 

13 宮内 老健 やすらぎ園 町田町 555 33-5551 (医)至誠会 高齢者 

14 宮内 小規模多機能 サポートセンター三和 三和 3-138-2 31-4790 (福)長岡福祉協会 高齢者 

15 宮内 特養／小規模多機能 サポートセンター摂田屋 摂田屋 5-9-6 39-1510 (福)長岡福祉協会 高齢者 

16 宮内 小規模多機能 プラット笹崎 笹崎 2-1-20 37-0706 ながおか医療生活協同組合 高齢者 

17 宮内 ショート ショートステイつつじガーデン宮内 曲新町 2-2-5 33-6222 (株)アド・メディカル 高齢者 

18 宮内 小規模多機能 ささえ愛まえかわ 上前島 3-275-1 94-5330 ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 高齢者 

19 六日市 特養／ショート 岡南の郷 渡沢町字早田 53 23-7511 (福)信濃川令終会 高齢者 

20 山通 小規模多機能 プラット高町 高町 2-59-294 39-3019 ながおか医療生活協同組合 高齢者 

21 山通 特養 はるか高町 高町 2-59-363 38-7151 (福)虹のまち福祉会 高齢者 

22 栖吉 小規模多機能 さわやか苑長倉 長倉 4-110 39-0500 (株)クレアメディコ 高齢者 

23 富曽亀 ショート ショートステイつつじガーデン 新保町 667-1 22-6322 (株)アド・メディカル 高齢者 

24 富曽亀 ショート みどりの杜 小曽根町 928 21-2701 (株)みどりの杜 高齢者 

25 富曽亀 特養／ショート あおいの里・長岡 稲葉町 820-6 25-1122 (福)葵新生会 高齢者 

26 富曽亀 老健 葵の園・長岡 新保町 882-1 24-1100 (医)晴生会 高齢者 

27 山本 特養／ショート かつぼ園 加津保町 1695-2 44-8338 (福)長岡東山福祉会 高齢者 

※特養：特別養護老人ホーム、老健：介護老人保健施設、小規模多機能：小規模多機能型居宅介護事業所、看護多機能：看護小規模多機能型居宅介護事業所、ショート：短期入所生活介護



 

 

№ 地区名 区分 施設名 住所 電話番号 運営事業者 備考 

28 山本 特養 花の里かつぼ 水穴町 393 44-8742 (福)長岡東山福祉会 高齢者 

29 黒条 特養 アカシアの丘黒条 黒津町字東田 367 25-6110 (福)朋友福祉会 高齢者 

30 上川西 特養／ショート 槇山けやき苑 槇山町 1593-1 29-2500 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

31 上川西 小規模多機能 さわやか苑長岡藤沢 藤沢 1-9-10 29-8800 (株)クレアメディコ 高齢者 

32 深才 小規模多機能 サポートセンター深沢 深沢町 2278-8 46-6610 (福)長岡福祉協会 高齢者 

33 深才 老健 桃李園 西津町 4630 47-3003 (福)長岡老人福祉協会 高齢者 

34 関原 特養／ショート 縄文の杜関原 関原町１字上の沢 1072-1 21-5055 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

35 関原 小規模多機能 サポートセンターアネックス関原 関原南 1-4385 47-5004 (福)長岡福祉協会 高齢者 

36 日越 特養／ショート こぶし園 喜多町 2900 20-5170 (福)長岡福祉協会 高齢者 

37 日越 老健 悠遊苑 大字日越 337 47-8511 (医)立川メディカルセンター 高齢者 

38 中之島 特養／ショート 高齢者総合施設中之島  中之島 2105-6 61-2828 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

39 越路 特養／ショート わらび園 浦 3060 41-3150 (福)長岡老人福祉協会 高齢者 

40 越路 小規模多機能 あおぞら館 浦 5041-4 86-8817 (NPO)ドリーム 高齢者 

41 越路 特養／ショート こしじの里 不動沢 2219-5 41-0801 (福)小越会 高齢者 

42 三島 特養／ショート みしま園 宮沢 580-3 42-3131 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

43 三島 老健 楽山苑 宮沢字合清水 327-1 42-3500 (医)楽山会 高齢者 

44 小国 特養 あいあい 小国町太郎丸 1520－1 95-5172 (福)あいあい 高齢者 

45 小国 特養／ショート おごしの里 小国町楢沢 90 95-3110 (福)小越会 高齢者 

46 和島 特養／小規模多機能（休止中） 地域密着型複合施設わしま 小島谷 3399 89-8560 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

47 寺泊 特養／ショート 桐原の郷 寺泊下桐 3700-1 0256-97-5000 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

48 寺泊 老健 介護老人保健施設てらどまり 寺泊下桐 850-1 0256-97-3200 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

49 栃尾 ショート さわやかリバーサイド長岡 金町 2-5-10 51-6511 (株)さわやか倶楽部 高齢者 

50 栃尾 特養／ショート 地域密着型複合施設みやざわ苑 栃尾宮沢 1778 52-2500 (福)刈谷田福祉会 高齢者 

51 栃尾 特養／ショート いずみ苑 栃尾泉 419-2 53-2211 (福)刈谷田福祉会 高齢者 

52 栃尾 特養／ショート てまり総合ケアセンター 平 1‐3‐55 51-5005 (福)平成福祉会 高齢者 

53 栃尾 特養／ショート サンホーム 楡原 784-13 52-0151 (福)太陽福祉会 高齢者 

54 与板 老健 介護老人保健施設グリーンヒル与板 与板町槙原 393-8 72-2500 (福)長岡三古老人福祉会 高齢者 

55 与板 ショート レスピット・イン・こぶし 与板町中田字江割 59-1 72-0030 (福)長岡福祉協会 高齢者 

※特養：特別養護老人ホーム、老健：介護老人保健施設、小規模多機能：小規模多機能型居宅介護事業所、看護多機能：看護小規模多機能型居宅介護事業所、ショート：短期入所生活介護 



 

 

№ 地区名 区分 施設名 住所 電話番号 運営事業者 備考 

56 川口 特養／ショート あおりの里 西川口 1173-3 89-4880 (福)小千谷北魚沼福祉会 高齢者 

57 山通 施設入所支援／短期入所 新潟県あけぼの園 柿町 88 34-3214 (福)中越福祉会（指定管理） 知的障害 

58 山通 短期入所 ほっとステイさんわ 柿町 756-6 77-2749 (福)さんわ福祉会 知的障害 

59 山通 通所 かきのみ園 柿町 756-6 36-9009 (福)さんわ福祉会 知的障害 

60 深才 施設入所支援／短期入所 桐樹園 西津町字原 4668 47-2200 (福)長岡福祉協会 身体障害 

61 深才 施設入所支援／短期入所 桜花園 西津町字原 4668 47-5525 (福)長岡福祉協会 知的障害 

62 深才 療養介護／短期入所 長岡療育園 深沢町字高寺 2278-8 46-6611 (福)長岡福祉協会 重症心身障害 

63 日越 施設入所支援／短期入所 リハビリセンター王見台 王番田町 2900 28-8800 (福)長岡福祉協会 身体障害 

64 越路 施設入所支援／短期入所 しぶみ園 不動沢 2219-5 41-0803 (福)小越会 身体障害 

65 越路 施設入所支援／短期入所 みのわの里療護園 不動沢 126-3 92-3748 (福)中越福祉会 身体障害 

66 越路 施設入所支援／短期入所 みのわの里更生園 不動沢 126-3 92-4945 (福)中越福祉会 知的障害 

67 栃尾 施設入所支援／短期入所 守門の里 楡原 2220 52-1055 (福)栃尾福祉会 知的障害 

 


