
1 

 

平成２９年９月６日 

柏崎市防災・原子力課 
 

委員ご質問への回答 

 

＜ 竹内委員（8月 7日）受付分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．柏崎市内の入院設備のある医療機関と入所型の社会福祉施設は、平成２９年５月１日

現在で添付資料のとおりです。各医療機関と各社会福祉施設からは避難計画を作成して

いただくこととしていますが、避難計画作成ガイドラインが新潟県等で検討中のため、

それに基づいて施設避難計画が策定されますので、現状では避難や施設内退避に最低限

必要なスタッフ数をお示しできません。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 柏崎市、刈羽村 に対する 質問 

１. いわゆる避難弱者について、柏崎市と刈羽村それぞれへの質問です。 

東京電力が避難計画に関する支援として、避難者の放射性物質による汚染検査と、

介護が必要な方の避難の支援を挙げています。入院・入所中の方が、どのように

被ばくを避け避難するのかイメージしたいので、以下①、②を教えてください。 

① 柏崎市と刈羽村の PAZと UPZそれぞれの、医療機関の入院病床数と避難や病院内

退避に最低限必要なスタッフ数及び、高齢者施設・障がい者施設の入所者数と避

難や施設内退避に最低限必要なスタッフ数を教えてください。 

①－２ ＰＡＺの高齢化率の高い町内集会所や入所施設では避難が困難であれば屋内に

留まることができるような設備を設置しているとお伺いしています。町内集会所

においてはだれが高齢者のお世話をするのでしょう？また入所施設では施設職

員のみの対応でしょうか？ 
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Ａ．柏崎市のＰＡＺ内で、在宅の住民等を対象とした放射線防護設備を設置している施設

としては、高浜コミュニティセンターと柏崎原子力広報センターがあります。自家用車

やバスでの即時避難が困難で、専用車両等が必要な方から避難搬送準備が整うまで屋内

退避をしていただくことになりますが、その間に放射性物質の放出があった場合に備え

て、放射線防護設備を設置しています。また、施設での屋内退避対応として市職員等を

配置し、要援護者をその介助者（家族の方等）とともにお世話をすることになります。

入所施設では施設職員の方から対応していただくために、施設ごとに屋内退避と放射線

防護設備操作のマニュアルが作成され、訓練も行われています。 

 

 

 

Ａ．避難準備が整うまで、屋内退避をしていただくことを基本としています。なお、高浜

コミュニティセンターと柏崎原子力広報センターでは、連続３日間非常用発電機を運転

できる燃料と、３日分の飲食料を備蓄しています。 

 

 

 

Ａ．柏崎市では、「柏崎市要配慮者避難支援全体計画」を策定し、避難行動要支援者名簿

を整備しています。また、避難行動要支援者登録制度に基づき支援を希望される方から

申請いただき、個別支援計画を市と自主防災組織と情報を共有しています。平成２９年

１月２５日現在の状況は、表のとおりです 

 

 
地 区 避難行動要支援者対象者数 支援登録者数 

ＰＡＺ ４４７人 ３２３人 

ＵＰＺ ２,１２３人 １,５６６人 

①－３ 即時避難が必要な PAZに最大何日程度、要援護者とその介助者を留めおけるとお

考えでしょうか？ 

② 災害時要援護者台帳の PAZと UPZそれぞれの人数を教えてください 



平成２９年９月６日　柏崎市防災・原子力課
竹内委員ご質問への回答　　添付資料１

№ 施設名
発電所
からの

方位・距離

重点
区域

郵便番号 住所 開設者 一般 療養 精神 結核 感染症 定員 職員数 診療科目
コンク
リート
施設

1 柏崎中央病院 南南西2② UPZ 945-0055 柏崎市駅前2-1-25 医療法人財団公仁会 54 0 0 0 0 54 県と協議中
内･外･泌･リハ･神内･消内･消
外･循内･肛外･糖内分内･乳
外･整･脳外

○

2 産科・婦人科山田医院 南南西2② UPZ 945-0055 柏崎市駅前2-1-27 医療法人社団山田医院 12 0 0 0 0 12 県と協議中 産婦・産・婦 ○

3 関病院 南南西2② UPZ 945-0826 柏崎市元城町1-42 医療法人明生会 0 0 100 0 0 100 県と協議中 精 ○

4 国立病院機構新潟病院 南西2① UPZ 945-8585 柏崎市赤坂町3-52 国(独立行政法人) 350 0 0 0 0 350 県と協議中
内･外･小･整･リハ･神内･リ
ウ･放･歯･精神科･心療内科･
脳神経外科

○

5 柏崎厚生病院 南2② UPZ 945-1341 柏崎市大字茨目2071-1 医療法人立川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 60 0 240 0 0 300 県と協議中 精･歯･内 ○

6 柏崎総合医療センター 南南西2① UPZ 945-8535 柏崎市北半田2-11-3 厚生連 400 0 0 0 0 400 県と協議中

内･外･精･泌･小･整･呼内･皮･
産婦･耳･リハ･眼･神内･消内･
循内･脳外･放･麻･腎内･血内･
糖内分内・心外･歯･歯外

○

1,216

医療機関一覧（入院設備あり）



 



平成２９年９月６日　柏崎市防災・原子力課
竹内委員ご質問への回答　　添付資料２

№ 施設種別 施設名
発電所
からの

方位・距離

重点
区域

郵便番号 住所 設置主体 定員 職員数
コンク
リート
施設

入所
施設

1 養護老人ホーム 御山荘 南2① UPZ 945-1351 柏崎市大字上田尻3960-1 (福)柏崎刈羽福祉事業協会 80 県と協議中 ○ ○

2 特別養護老人ホーム いこいの里 南4② UPZ 945-1115 柏崎市大字佐水3140 (福)泚山会 80 県と協議中 ○ ○

3 特別養護老人ホーム くじらなみ 南西3① UPZ 945-0855 柏崎市鯨波2-4-3 (福)泚山会 80 県と協議中 ○ ○

4 特別養護老人ホーム しおかぜ荘 南南西2② UPZ 945-0072 柏崎市北園町21-19 (福)柏崎刈羽福祉事業協会 50 県と協議中 ○ ○

5 特別養護老人ホーム たんねの里(地域密着) 南西3① UPZ 945-0857 柏崎市谷根3190-1 (福)泚山会 29 県と協議中 ○ ○

6 特別養護老人ホーム なごみ荘 南南西1① PAZ 945-0023 柏崎市原町4-23 (福)柏崎刈羽福祉事業協会 80 県と協議中 ◎ ○

7 特別養護老人ホーム にしかりの里 東北東1① PAZ 949-4132 柏崎市西山町長嶺1726-1 (福)西山刈羽福祉会 70 県と協議中 ◎ ○

8 特別養護老人ホーム はやまの里(地域密着) 北北東2② UPZ 949-4204 柏崎市西山町大崎1593-1 (福)西山刈羽福祉会 29 県と協議中 ○ ○

9 特別養護老人ホーム むつみ荘 南南東2② UPZ 945-0112 柏崎市大字畔屋392-1 (福)柏崎刈羽福祉事業協会 115 県と協議中 ○ ○

10 特別養護老人ホーム 柏柳の里 南5① UPZ 945-1502
柏崎市高柳町岡野町2254-
1

(福)泚山会 70 県と協議中 ○ ○

11 介護老人保健施設 さつき荘 南2② UPZ 945-1355 柏崎市大字軽井川2791-2 (医財団)公仁会 140 県と協議中 ○ ○

12 介護老人保健施設 米山爽風苑 南2② UPZ 945-1341 柏崎市大字茨目2071-1 (医)立川メディカルセンター 150 県と協議中 ○ ○

13 軽費老人ホーム(ケアハウス) ケアハウスしおかぜ 南南西2② UPZ 945-0072 柏崎市北園町21-19 (福)柏崎刈羽福祉事業協会 30 県と協議中 ○ ○

14 老人短期入所施設 ケアセンター久松 南南西2② PAZ 945-0011 柏崎市松波1-4-53 (株)ステビア新潟 40 県と協議中 ○ ○

15 老人短期入所施設 ショートステイ愛の里にしやま 東北東2① PAZ 949-4135 柏崎市西山町坂田5418-1 キハン(株) 45 県と協議中 ○

16 老人短期入所施設 ショートステイ駅前桜寿 南南西2② UPZ 945-0055 柏崎市駅前2-1-35 (株)さくら介護サービス 10 県と協議中 ○

17 認知症高齢者グループホーム グループホーム　つむぎの家　かのん 南3① UPZ 945-1431 柏崎市加納5890 (株)ケンブリッジ 18 県と協議中 ○ ○

18 認知症高齢者グループホーム グループホーム　のた 南4② UPZ 945-1241 柏崎市野田775-1 (有)スマイル 18 県と協議中 ○

19 認知症高齢者グループホーム グループホームのぞみの家 南南西2② UPZ 945-0834 柏崎市常盤台7-20 (有)スマイル 18 県と協議中 ○

20 認知症高齢者グループホーム ツクイ柏崎グループホーム 南南西2① PAZ 945-0025 柏崎市柳田町7-26 (株)ツクイ 18 県と協議中 ○

21 認知症高齢者グループホーム ニチイケアセンター柏崎 南南西2② UPZ 945-0067 柏崎市西港町3-20 (株)ニチイ学館 18 県と協議中 ○ ○

22 認知症高齢者グループホーム ももの木かしわざきグループホーム和奏 南南西2② UPZ 945-0826 柏崎市元城町1-46-2 (株)スワロー 9 県と協議中 ○

23 認知症高齢者グループホーム グループホーム米山五楽庵 南2② UPZ 945-1392 柏崎市大字茨目2071-1 (医)立川メディカルセンター 18 県と協議中 ○

24 認知症高齢者グループホーム グループホームかたくりの里 北東3② UPZ 949-4111 柏崎市西山町別山1589-1 (福)西山刈羽福祉会 9 県と協議中 ○

25 有料老人ホーム えみふる(特定) 南南西2② UPZ 945-0051 柏崎市東本町2-5-16 (株)ケンブリッジ 48 県と協議中 ○ ○

26 有料老人ホーム ハートフルケア柏崎(特定) 南3② UPZ 945-1113 柏崎市大字古町725 (株)東日本福祉経営サービス 50 県と協議中 ○ ○

27 有料老人ホーム はなことば柏崎(特定) 南南西2② PAZ 945-0074 柏崎市春日2-6-1-11 (株)新潟ゆうあい 32 県と協議中 ○

28 有料老人ホーム はなことば柏崎２号館 南南西2① UPZ 945-0041 柏崎市松美2-5-38 (株)新潟ゆうあい 49 県と協議中 ○

29 有料老人ホーム 駅前桜寿(特定) 南南西2② UPZ 945-0055 柏崎市駅前2-1-35 (株)さくら介護サービス 20 県と協議中 ○

30 有料老人ホーム 桜寿(特定) 南西3① UPZ 945-0845 柏崎市新赤坂町4-10-5 (株)さくら介護サービス 22 県と協議中 ○

31 有料老人ホーム ロージィ・コート柏崎(特定) 南南西2① UPZ 945-0034 柏崎市三和町6-43 (株)アセットクリエーション 50 県と協議中 ○ ○

32 サービス付き高齢者向け住宅 サンテみなと桜寿(有料) 南西2① UPZ 945-0853 柏崎市番神1-2-6 (株)さくら介護サービス 8 県と協議中 ○

33 サービス付き高齢者向け住宅 シルバーハウスさわやか苑柏崎春日(有料) 南南西2② PAZ 945-0074 柏崎市春日1-2-51 (株)クレア・メディコ 24 県と協議中 ○

34 高齢者生活支援施設 結の里 南5① UPZ 945-1502 柏崎市高柳町岡野町1801 柏崎市 25 県と協議中 ○ ○

35 有料老人ホーム サンテみなと桜寿 南西2① UPZ 945-0853 柏崎市番神1-2-6 (株)さくら介護サービス 8 県と協議中 ○

36 有料老人ホーム ケアライフ柏崎 南南西2① UPZ 945-0035 柏崎市北半田2-2-27 エフビー介護サービス(株) 30 県と協議中 ○

37 有料老人ホーム サンテ駅前桜寿 南南西2① UPZ 945-0054 柏崎市日石町1-12 (株)さくら介護サービス 44 県と協議中 ○

38 有料老人ホーム つばめ荘 南南西2① UPZ 945-0826 柏崎市元城町1-48 (株)スワロー 14 県と協議中 ○

39 高齢者用冬期共同住宅 ひだまり (冬季のみ11月～4月) 南5① UPZ 945-1502 柏崎市高柳町岡野町711-1 柏崎市 8 県と協議中 ○

40 認知症高齢者グループホーム グループホームまつみ 南南西2① UPZ 945-0041 柏崎市松美1-5-10 (福)柏崎刈羽福祉事業協会 18 県と協議中 ○

41 認知症高齢者グループホーム グループホーム　サンライズ松波 南南西2② PAZ 945-0011 柏崎市松波2-3-45 (有)スマイル 18 県と協議中 ○

社会福祉施設（高齢者系）一覧



平成２９年９月６日　柏崎市防災・原子力課
竹内委員ご質問への回答　　添付資料２

42 認知症高齢者グループホーム グループホーム　ひなた 南3① UPZ 945-1431 柏崎市大字加納5884 (株)ケンブリッジ 18 県と協議中 ○

PAZ 327

UPZ 1,383

計 1,710



平成２９年９月６日　柏崎市防災・原子力課
竹内委員ご質問への回答　　添付資料３

№ 施設種別 施設名
発電所
からの

方位・距離

重点
区域

郵便番号 住所 設置主体 定員 職員数
コンク
リート
施設

入所
施設

1 障害者支援施設 松波の里 南南西1② PAZ 945-0011 柏崎市松波4-8-18 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 50 県と協議中 ○ ○

2 障害者支援施設 松風の里 南南西1① PAZ 945-0011 柏崎市松波4-8-8 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 50 県と協議中 ◎ ○

3 障害者支援施設・障害児入所施設 さざなみ学園 南南西1① PAZ 945-0011 柏崎市松波4丁目12番81号 (福)柏崎刈羽ミニコロニ― 45 県と協議中 ◎ ○

4 障害福祉サービス(居住系) こすもす荘 南南西1② PAZ 945-0011 柏崎市松波3-4-27 (福)こすもすの会 12 県と協議中 ○

5 障害福祉サービス(居住系) 米山荘 南南西1② PAZ 945-0011 柏崎市松波3-3-16 (福)晴真会 4 県と協議中 ○

6 障害福祉サービス(居住系) よねやま 南2② UPZ 945-1341 柏崎市茨目3-3-30 (福)晴真会 5 県と協議中 ○

7 障害福祉サービス(居住系) たいようホーム 南南西2① UPZ 945-0046 柏崎市四谷2-4-3 (福)たいよう福祉会 6 県と協議中 ○

8 障害福祉サービス(居住系) あっとホーム 南南西2② UPZ 945-0076 柏崎市小倉町10-14 (福)たいよう福祉会 5 県と協議中 ○

9 障害福祉サービス(居住系) 風sunホーム 南南西1② PAZ 945-0011 柏崎市松波4-5-10 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 6 県と協議中 ○

10 障害福祉サービス(居住系) なぎさホーム 南南西1② PAZ 945-0011 柏崎市松波4-2-56 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 4 県と協議中 ○

11 障害福祉サービス(居住系) 風の丘ホーム 南南西2① PAZ 945-0026 柏崎市藤元町26-4 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 5 県と協議中 ○

12 障害福祉サービス(居住系) あらはまホーム 南南西1② PAZ 945-0017 柏崎市荒浜3-6-2 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 5 県と協議中 ○

13 障害福祉サービス(居住系) なかはまホーム 南南西2② UPZ 945-0852 柏崎市中浜1-3-5 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 5 県と協議中 ○

14 障害福祉サービス(居住系) ここ・はうす　まきはら 南南西2① PAZ 945-0015 柏崎市槇原町3-2 (福)ロングラン 5 県と協議中 ○

15 障害福祉サービス(居住系・短期入所) Fステーション 南南西2② UPZ 945-0052 柏崎市錦町5番20号 (福)ロングラン 3 県と協議中 ○

16 障害福祉サービス(居住系・短期入所) ここ・はうす 南南西2① UPZ 945-0046 柏崎市四谷1-14-37 (福)ロングラン 4 県と協議中 ○

17 障害福祉サービス(居住系) 米山自在館 南2② UPZ 945-1341 柏崎市茨目字二ツ池2043 (福)晴真会 14 県と協議中 ○

18 障害福祉サービス(居住系) よねやまホーム 南2② UPZ 945-1341 柏崎市茨目字二ツ池2043 (福)晴真会 8 県と協議中 ○

19 救護施設 かしわ荘 南南東2② UPZ 945-0112 柏崎市大字畔屋194-1 (福)柏崎刈羽福祉事業協会 180 県と協議中 ○ ○

20 障害福祉サービス(居住系) やまもとホーム 南1② PAZ 945-0013 柏崎市山本326-43 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 4 県と協議中 ○

21 障害福祉サービス(通所系)・障害児入所施設 (独)国立病院機構新潟病院 南西2① UPZ 945-8585 柏崎市赤坂町3-52 (独)国立病院機構新潟病院 180 県と協議中 ○ ○

PAZ 190

UPZ 410

計 600

社会福祉施設（障がい系）一覧


