
２　老人ホーム等
（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 養護老人ホーム　向陽苑崎浦 金沢市三口新町１丁目８番１号

2 特別養護老人ホーム　万陽苑 金沢市三口新町１丁目８番１号
3 救護施設　三陽ホーム 金沢市三口新町１丁目８番１号
4 特別養護老人ホーム　寿晃園 金沢市鞍月東１丁目１９番地
5 特別養護老人ホーム　第二万陽苑 金沢市大桑町中ノ大平１８番２５
6 石川県　八田ホーム 金沢市八田町東９１２番地
7 特別養護老人ホーム　さくらセンター 金沢市湊２丁目１７１番地
8 ケアハウスあいびす 金沢市北塚町西４４０番地
9 特別養護老人ホ－ム　第三万陽苑 金沢市三小牛町２４の３番地１
10 特別養護老人ホ－ムやすらぎホーム 金沢市上荒屋１丁目３９番地
11 特別養護老人ホ－ム　金沢朱鷺の苑 金沢市岸川町ほ５番地
12 特別養護老人ホーム千木園　 金沢市千木町ホ３番地１
13 軽費老人ホームケアハウス千木の里 金沢市千木町ホ４番地１
14 特別養護老人ホーム第二金沢朱鷺の苑 金沢市上辰巳町拾字２１１番地
15 特別養護老人ホーム中央金沢朱鷺の苑 金沢市広岡２丁目１番７号
16 障害者支援施設金沢湖南苑　 金沢市忠縄町３８０番地
17 特別養護老人ホーム　戸室和楽ホーム 金沢市俵町コ１番１
18 特別養護老人ホーム　萬生苑 金沢市利屋町は６４－１番地
19 障害者支援施設　金沢ふくみ苑 金沢市福増町南１６番地
20 有料老人ホーム　神宮寺 金沢市神宮寺１丁目１５番２７号
21 特別養護老人ホーム　いずみ園 金沢市増泉４丁目４番２８号
22 特別養護老人ホーム　第２千木園 金沢市観法寺町ヘ７４番地１
23 介護付有料老人ホーム　シティモンド金沢 金沢市橋場町２番１０号
24 ケアハウス　シニアマインド２１ 金沢市山科町午４０番地１
25 有料老人ホーム　ひだまり 金沢市上荒屋１丁目７９番地
26 金沢春日ケアハウス 金沢市元菊町２０番１号
27 特別養護老人ホーム　金澤五番丁 金沢市下本多町五番丁１４番地
28 特別養護老人ホーム　なんぶやすらぎホーム 金沢市弥生３丁目２番地１号
29 社会福祉法人久楽会　ファミリーケア城南 金沢市城南１丁目２１番２１号
30 ショートステイ　みらい・太陽丘 金沢市太陽が丘３丁目１番地１４
31 特別養護老人ホーム　朱鷺の苑西インター 金沢市森戸２丁目２０番地
32 まほろば四十万 金沢市四十万三丁目２８８番地
33 小規模特別養護老人ホーム　第三千木園ひきだ 金沢市疋田３丁目５８番地
34 ケアハウス朱鷺の苑やわらぎ 金沢市本町１丁目６番１号
35 サンケア赤土 金沢市赤土町カ１番地２４
36 サンケア戸板 金沢市戸板1丁目２６番地
37 特別養護老人ホームあかつき 金沢市平和町１丁目２番２８号
38 有料老人ホーム　マザーシップ浅野本町 金沢市浅野本町ニ１７２番１
39 特別養護老人ホーム　金沢備中 金沢市材木町２１番２１号
40 介護付有料老人ホーム　ひなた駅西 金沢市北安江３丁目３番１号
41 地域密着型特別養護老人ホーム　さくらセンター湊 金沢市湊２丁目１７１番地
42 地域密着型特別養護老人ホームみらい 金沢市鞍月東１丁目１２番地
43 有料老人ホーム悠悠泉本町 金沢市泉本町４丁目２０番地１
44 介護付有料老人ホーム　シニアホームみらい鞍月 金沢市鞍月東１丁目６番地

七尾市 45 養護老人ホーム　あっとほーむ若葉 七尾市矢田町２２号七株田１２番地５
46 特別養護老人ホーム　あっとほーむ若葉 七尾市矢田町２２号七株田１２番地５
47 青山彩光苑リハビリテーションセンター 七尾市青山町ろ部２２番
48 青山彩光苑ライフサポートセンター 七尾市青山町ろ部１５番地１
49 特別養護老人ホーム　秀楽苑 七尾市中島町鹿島台は部１７番地３
50 介護老人福祉施設　エレガンテなぎの浦 七尾市津向町ト部１０７番地４
51 ケアハウス　アンジェリィなぎの浦 七尾市津向町ト部１０７番地４
52 ケアハウス　ビハーラの里 七尾市能登島半浦町６部１１番地１
53 介護老人福祉施設　千寿苑 七尾市千野町に部１５番地
54 特別養護老人ホーム　のとじま悠々ホーム 七尾市能登島半浦町５部６番地２
55 特別養護老人ホーム　ななみの里 七尾市石崎町泉台１番地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 56 養護老人ホーム　松寿園 小松市向本折町ホ３１番地

57 特別養護老人ホーム　松寿園 小松市向本折町ホ３１番地
58 社会福祉法人自生園　養護老人ホーム　  自生園 小松市上荒屋町ソの４番地の１０
59 障害者支援施設　小松陽光苑 小松市瀬領町ヨ２８８番地
60 養護老人ホーム　第二松寿園 小松市月津町ヲ９５番地
61 社会福祉法人自生園　特別養護老人ホーム　自生園 小松市上荒屋町ソの４番地の１０
62 特別養護老人ホーム　第二松寿園 小松市月津町ヲ９５番地
63 軽費老人ホーム　ケアハウスファミール 小松市安宅町ル１番地８
64 特別養護老人ホーム　あたかの郷 小松市安宅町ル１番地２８
65 特別養護老人ホーム　愛らんど萌寿 小松市波佐谷町東６４番地
66 特別養護老人ホーム　みゆきの郷 小松市松崎町赤場１番１
67 地域密着型特別養護老人ホーム　みゆきの郷 小松市松崎町赤場１番１
68 ウエルネスふらま 小松市千代町と１００番１
69 ウエルネスかねの 小松市金平町ラ１００番地１

輪島市 70 特別養護老人ホーム　あての木園 輪島市三井町小泉上野２番地
71 養護老人ホーム　ふるさと能登 輪島市気勝平町１番地２７０
72 特別養護老人ホーム　みやび 輪島市町野町寺地１０２７番地
73 特別養護老人ホーム　あかかみ 輪島市門前町赤神１０の１番地
74 特別養護老人ホーム　ゆきわりそう 輪島市門前町深田２２の４２番地
75 有料老人ホーム　福祉の杜 輪島市山岸町い２６－２
76 特別養護老人ホーム　福祉の杜 輪島市山岸町い２６－２
77 地域密着型特別養護老人ホーム第２ゆきわりそう 輪島市門前町深田ろ６番地

珠洲市 78 特別養護老人ホーム　長寿園 珠洲市宝立町春日野４字１１７番地
79 特別養護老人ホーム第三長寿園 珠洲市宝立町鵜飼子字３６番地４

加賀市 80 指定障害者支援施設　やすらぎ 加賀市潮津町ム６９番地１
81 特別養護老人ホ－ム加賀中央慈妙院 加賀市山田町蛇谷１番地１６
82 特別養護老人ホーム　サンライフたきの里 加賀市山中温泉滝町リ１番地１
83 指定障害者支援施設夢ようよう 加賀市潮津町ム５９番地１
84 加賀中央ヴィラ松が丘 加賀市山田町蛇谷１－９
85 ケアハウス山代温泉ヴィラ 加賀市上野町ケ２４５
86 ケアハウス　和 加賀市片山津町ム３０番
87 特別養護老人ホーム　片山津温泉日日好日院 加賀市片山津温泉ア９６番１
88 特別養護老人ホーム　動橋慈妙院 加賀市動橋町カ４番地２
89 特別養護老人ホーム　山代温泉慈妙院 加賀市山代温泉温泉通７３番
90 特別養護老人ホーム　慈妙院加賀 加賀市大聖寺東町１丁目３０番
91 ケアハウス　慈妙院加賀 加賀市大聖寺東町１丁目３０番
92 特別養護老人ホーム　藤華苑 加賀市大聖寺東町１丁目２６番地３
93 太陽のプリズム河原 加賀市河原町ホ３６番地

羽咋市 94 特別養護老人ホーム　眉丈園 羽咋市的場町稲荷山出口２６番地２
95 特別養護老人ホーム　はくいの郷 羽咋市島出町上１番地３

かほく市 96 特別養護老人ホーム　ことぶき園 かほく市学園台５丁目１９番地１
97 特別養護老人ホーム　あかしあ荘 かほく市白尾タ２２０番地
98 特別養護老人ホーム　サテライトあいおい かほく市宇気イ５１番地１

白山市 99 特別養護老人ホーム　福寿園 白山市山島台４丁目１００番地
100 特別養護老人ホーム大門園 白山市佐良ロ１２３番地
101 特別養護老人ホーム松美苑　 白山市笠間町１７３８　
102 ケアハウスまっとう 白山市山島台４丁目１１０番地
103 ケアハウス鳥越 白山市若原町甲８６番地
104 特別養護老人ホーム　キラッと篤寿苑 白山市平加町ヌ１１０番地１
105 特別養護老人ホーム　つるべ荘 白山市一塚町１３５１番地１
106 特別養護老人ホーム　美杉の郷 白山市桑島４号８７番地５
107 ケアハウス剣崎 白山市剣崎町１４８８番地
108 キラッと白山 白山市美川和波町カ１－３
109 小規模特別養護老人ホーム　キラッと美川 白山市美川和波町ワ７６番地２
110 地域密着型特別養護老人ホームおかりや 白山市倉光三丁目８番地
111 ショートステイつるぎ 白山市鶴来水戸町ノ１番地
112 特別養護老人ホーム　あじさいの郷 白山市明島町春１３０番地

能美市 113 特別養護老人ホーム　湯寿園 能美市湯谷町乙８８番地
114 特別養護老人ホーム　ボニュール根上苑 能美市下ノ江町イ２０１番地１



所在地 № 指 定 施 設 の 名 称   所　　　在　　　地
野々市市 115 軽費老人ホーム石川県　百々鶴荘 野々市市上林１丁目１７９番地

116 特別養護老人ホーム富樫苑 野々市市中林４丁目６２番地
117 介護付有料老人ホーム　スーパーびゅー蓮花寺 野々市市蓮花寺町２５
118 悠の風野々市 野々市市横宮町１６番９号
119 特別養護老人ホーム　かんじん 野々市市新庄２丁目４５番地

川北町 120 特別養護老人ホーム　かんじん川北 能美郡川北町字壱ツ屋２２５番地１
津幡町 121 特別養護老人ホーム　ふぃらーじゅ 河北郡津幡町字東荒屋４１３番地

122 特別養護老人ホームあがたの里 河北郡津幡町字能瀬イ１番地１
内灘町 123 特別養護老人ホーム夕陽ヶ丘苑 河北郡内灘町字大学１丁目５番地１
志賀町 124 特別養護老人ホーム　はまなす園 羽咋郡志賀町赤住ハの４番地１

125 特別養護老人ホーム　ますほの里 羽咋郡志賀町酒見韮山２０５番地
宝達志水町 126 特別養護老人ホームちどり園 羽咋郡宝達志水町宿五号１０番地２

127 特別養護老人ホーム　宝達苑 羽咋郡宝達志水町北川尻ニ部５５番地
128 特別養護老人ホーム　第二宝達苑 羽咋郡宝達志水町小川ハ２５０番地

中能登町 129 特別養護老人ホ－ム　鹿寿苑 鹿島郡中能登町西馬場エ部５６番地
130 第二鹿寿苑 鹿島郡中能登町西馬場エ部６４番地

穴水町 131 特別養護老人ホーム能登穴水聖頌園 鳳珠郡穴水町字岩車６字２７番地２
132 ユニットケア能登穴水聖頌園 鳳珠郡穴水町字岩車６字２７番地２
133 養護老人ホーム　朱鷺の苑 鳳珠郡穴水町字志ケ浦１５字１番地３
134 青山彩光苑穴水ライフサポートセンター 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦１５字３９番１２

能登町 135 養護老人ホーム石川県　鳳寿荘 鳳珠郡能登町字藤波井字４８番地１
136 特別養護老人ホーム石川県　鳳寿荘 鳳珠郡能登町字藤波井字４８番地２
137 特別養護老人ホーム第二長寿園 鳳珠郡能登町字布浦ノ字１０番地３
138 特別養護老人ホーム　こすもす 鳳珠郡能登町字五郎左ェ門分藤１７番地
139 軽費老人ホーム　ケアハウス縄文 鳳珠郡能登町字宇出津新港２丁目２３番地１


