
１　病　院　等
　              　　 （令和５年２月２１日現在）

所在地 № 指 定 施 設 の 名 称   所　　　在　　　地
金沢市 1 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター 金沢市下石引町１番１号

2 金沢大学附属病院 金沢市宝町１３番１号
3 石川県済生会石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ１３番地６
4 社会福祉法人　金沢聖霊総合病院 金沢市長町１丁目５番３０号
5 独立行政法人地域医療機能推進機構　金沢病院 金沢市沖町ハ－１５
6 石川県立中央病院 金沢市鞍月東２丁目１番地
7 金沢赤十字病院 金沢市三馬２丁目２５１番地
8 独立行政法人国立病院機構　医王病院 金沢市岩出町ニ７３番地
9 社会医療法人財団董仙会　恵寿金沢病院 金沢市下新町６番２６号
10 北陸病院 金沢市泉が丘２丁目１３番４３号
11 医療法人社団六豊会すずみが丘病院 金沢市もりの里３丁目７６番地
12 金沢市立病院 金沢市平和町３丁目７番３号
13 整形外科　米澤病院 金沢市京町１番３０号
14 城北病院 金沢市京町２０番３号
15 医療法人社団光仁会　木島病院 金沢市松寺町子４１番地１
16 医療法人社団竜山会　石野病院 金沢市千日町７番１５号
17 川北病院 金沢市野町１丁目３番５５号
18 金沢西病院 金沢市駅西本町６丁目１５番４１号
19 医療法人社団浅ノ川　千木病院 金沢市千木町ヘ３３番地１
20 医療法人社団浅ノ川　千木病院　介護医療院 金沢市千木町ヘ３３番地１
21 医療法人社団映寿会　映寿会みらい病院 金沢市鞍月東１丁目９番地
22 小池病院 金沢市大手町８番２０号
23 小池病院　介護医療院 金沢市大手町８番２０号
24 敬愛病院 金沢市兼六元町１４番２１号
25 敬愛病院　介護医療院 金沢市兼六元町１４番２１号
26 安田内科病院 金沢市大豆田本町ハ６２番地
27 医療法人十全会　十全病院 金沢市田上本町カ４５－１
28 医療法人積仁会　岡部病院 金沢市長坂町チ部１５番地
29 医療法人社団浅ノ川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町へ１７４番地
30 青和病院 金沢市大浦町ホ２２番地１
31 医療法人明仁会　かないわ病院 金沢市普正寺町９番６号
32 医療法人社団和宏会　大手町病院 金沢市大手町５番３２号
33 医療法人社団和宏会　大手町病院　介護医療院 金沢市大手町５番３２号
34 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中８３番地
35 宗広病院 金沢市桜町２４番３０号
36 金沢春日ケアセンター 金沢市元菊町２０番１号
37 医療法人社団竜山会　金沢古府記念病院 金沢市古府1丁目１５０番地
38 医療法人映寿会　介護老人保健施設みらいのさと太陽 金沢市鞍月東１丁目１７番地
39 介護老人保健施設　あっぷる 金沢市長坂町チ部１５番地
40 老人保健施設　なでしこの丘 金沢市馬替２丁目１４２番地
41 介護老人保健施設　老健ホームいしかわ 金沢市忠縄町１４４番地１
42 老人保健施設　福久ケアセンター 金沢市福久町ワ１番地１
43 田中町温泉ケア・センタ－ 金沢市田中町は１６番地
44 医療法人社団浅ノ川　金沢循環器病院 金沢市田中町は１６番地
45 老人保健施設千木町ケア・センター 金沢市千木町ヘ３番地１　
46 独立行政法人　地域医療機能推進機構　金沢病院付属介護老人保健施設 金沢市沖町ハの部１５番地
47 金沢有松病院 金沢市有松５丁目１番７号
48 医療法人財団医王会　医王ヶ丘病院 金沢市田上本町ヨ２４番地５
49 小規模老人保健施設　「あんやと」 金沢市弥勒町ニ１番地１
50 松原病院 金沢市石引４丁目３番５号
51 介護老人保健施設　ろうけん桜並木 金沢市田上さくら２丁目７２番地
52 介護老人保健施設ピカソ 金沢市田上本町カ４５番１

七尾市 53 公立能登総合病院 七尾市藤橋町ア部６番地４
54 独立行政法人国立病院機構　七尾病院 七尾市松百町８部３番地１
55 医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 七尾市富岡町９４番地
56 老人保健施設　和光苑 七尾市津向町ト１０７番地
57 介護老人保健施設　鶴友苑 七尾市田鶴浜町リ部１１番地１
58 介護老人保健施設　寿老園 七尾市中島町鹿島台は部１４番地１
59 医療法人財団愛生会　浜野介護医療院 七尾市津向町野中２０番１

不在者投票を取り扱うことができる施設一覧表



所在地 № 指 定 施 設 の 名 称   所　　　在　　　地
小松市 60 小松ソフィア病院 小松市沖町４７８番地

61 やわたメディカルセンター 小松市八幡イ１２番地７号
62 医療法人社団東野会　東野病院 小松市今江町７丁目４６８番地
63 森田病院　　　　　　　　　　　　 小松市園町ホ９９番地の１
64 粟津神経サナトリウム 小松市矢田野町ヲ８８番地
65 国民健康保険　小松市民病院 小松市向本折町ホ６０番地
66 老人保健施設　まだら園 小松市北浅井町リ１２５番地１
67 介護老人保健施設グリーン・ポート小松 小松市岩渕町４６番地２
68 介護老人保健施設　レイクサイド木場 小松市三谷町そ８０番地
69 介護老人保健施設　さくら園 小松市園町ホ３５番地

輪島市 70 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番２８
71 市立輪島病院 輪島市山岸町は１番１地

珠洲市 72 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部１番地１
73 介護老人保健施設　美笑苑 珠洲市三崎町小泊ト部３番１

加賀市 74 加賀市医療センター 加賀市作見町リ３６番地
75 独立行政法人国立病院機構　石川病院 加賀市手塚町サ１５０番地
76 医療法人社団慈豊会　久藤総合病院 加賀市大聖寺永町イ１７番地
77 介護医療院　まごころ 加賀市大聖寺永町イ１７番地
78 加賀温泉ケアセンター 加賀市直下町ヲ９１番地
79 加賀こころの病院 加賀市小菅波町１２１番地１
80 蓮井病院 加賀市大聖寺東町１丁目７１番地１
81 介護老人保健施設　加賀中央メディケアホーム 加賀市山田町蛇谷１番地１９
82 医療法人社団長久会 介護老人保健施設 加賀のぞみ園 加賀市南郷町３乙の４番地
83 介護老人保健施設　葵の園・丘の上 加賀市冨塚町中尾１２６番地の２
84 介護老人保健施設　太陽の丘 加賀市深田町ロの２番地の１
85 介護老人保健施設 山中温泉しらさぎ苑 加賀市山中温泉長谷田町チ１７番地１
86 片山津温泉・丘の上病院 加賀市冨塚町中尾１－３

羽咋市 87 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎２４番地
かほく市 88 医療法人社団芙蓉会　二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ７２番地

89 二ツ屋病院　介護医療院 かほく市二ツ屋ソ７２番地
90 石川県立こころの病院 かほく市内高松ヤ３６番地

白山市 91 公立松任石川中央病院 白山市倉光３丁目８番地
92 老人保健施設　千代野苑 白山市米永町３０３番地５
93 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ１番地
94 介護老人保健施設　なごみ苑 白山市米永町３００番地２

能美市 95 国民健康保険　能美市立病院 能美市大浜町ノ８５
96 寺井病院 能美市寺井町ウ８４番地
97 芳珠記念病院 能美市緑が丘１１丁目７１番地
98 介護医療院　陽だまり 能美市緑が丘１１丁目７１番地
99 能美市介護老人保健施設はまなすの丘 能美市大浜町ム５２番地１８
100 介護老人保健施設手取の里 能美市寺井町ウ８４番地

野々市市 101 医療法人社団　浅ノ川金沢脳神経外科病院 野々市市郷町２６２－２
102 社会福祉法人金沢市民生協会　ときわ病院 野々市市中林４丁目１２３番地
103 医療法人社団洋和会　池田病院 野々市市新庄２丁目１０番地
104 介護老人保健施設　あんじん 野々市市新庄２丁目３０番地
105 老人保健施設金沢南ケア・センター 野々市市蓮花寺町１番１号
106 南ケ丘病院 野々市市西部中央土地区画整理事業施行地区56街区1番

川北町 107 介護老人保健施設　あんじん川北 能美郡川北町壱ツ屋１９５番地
津幡町 108 河北中央病院 河北郡津幡町字津幡ロ５１番地２

109 介護老人保健施設　ふぃらーじゅ 河北郡津幡町字東荒屋３５４番地
内灘町 110 老人保健施設　内灘温泉保養館 河北郡内灘町白帆台１－８８－１

111 金沢医科大学病院 河北郡内灘町字大学１丁目１番地
112 内灘温泉病院　　　　　　　　　　 河北郡内灘町白帆台１－８８－１

志賀町 113 町立富来病院　　　　　　　　　　 羽咋郡志賀町富来地頭町７の１１０番地１
114 町立介護医療院　夕なぎ 羽咋郡志賀町富来地頭町７の１１０番地１
115 介護医療院　悠悠 羽咋郡志賀町富来領家町ハの３０番地
116 介護老人保健施設　有縁の荘 羽咋郡志賀町仏木ク１５番地２０
117 加藤病院 羽咋郡志賀町高浜町への１番地１
118 介護医療院　笑福 羽咋郡志賀町高浜町への１番地１

宝達志水町 119 町立宝達志水病院 羽咋郡宝達志水町子浦ロ１１番地１
中能登町 120 介護老人保健施設　なごみの里鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ部１０６番地
穴水町 121 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タの８番地

122 穴水町立老人保健施設あゆみの里 鳳珠郡穴水町字川島タ３８番地
123 介護医療院　恵寿鳩ヶ丘 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦１５、３９番地８



所在地 № 指 定 施 設 の 名 称   所　　　在　　　地
能登町 124 公立宇出津総合病院 鳳珠郡能登町字宇出津タ字９７番地

125 医療法人社団持木会　柳田温泉病院 鳳珠郡能登町字上町８字３９３番地
126 柳田温泉病院　介護医療院 鳳珠郡能登町字上町８字３９３番地


