
長崎県内の不在者投票指定施設一覧

（病　院） 令和2年6月12日現在
名　　称 所　　在　　地

長 崎 市
医療法人重工記念長崎病院 長崎市飽の浦町１－７３
聖フランシスコ病院 長崎市小峰町９－２０
医療法人保善会　田上病院 長崎市田上２丁目１４番１５号
独立行政法人　国立病院機構　長崎病院 長崎市桜木町６－４１
社会福祉法人恩賜財団　済生会長崎病院 長崎市片淵２丁目５番１号
医療法人慈恵会　小江原中央病院 長崎市小江原２丁目１番２０号
社会医療法人長崎記念病院 長崎市深堀町１丁目１１－５４
社会福祉法人　十善会病院 長崎市篭町７－１８
日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎市茂里町３－１５
医療法人　健正会　大久保病院 長崎市戸石町１４７０－１
一般社団法人　是真会 長崎リハビリテーション病院 長崎市銀屋町４番１１号
社会医療法人　春回会井上病院 長崎市宝町６－１２
医療法人　後藤会　ながさき内科・リウマチ科病院 長崎市油屋町１－２１
医療法人和仁会　和仁会病院 長崎市中里町９６
医療法人　緑十字会高原中央病院 長崎市諏訪町６－２４
医療法人　光仁会　光仁会病院 長崎市三原３丁目６４３
廣中病院  長崎市田手原町８１１－９
医療法人　稲仁会三原台病院 長崎市三原１丁目８番３５号
公益社団法人日本海員掖済会　長崎掖済会病院 長崎市樺島町５－１６
医療法人　厚生会道ノ尾病院 長崎市虹が丘町１－１
医療法人　昭和会昭和会病院 長崎市東山手町６－５１
医療法人　光晴会病院  長崎市葉山１丁目３番１２号
社会医療法人健友会　上戸町病院 長崎市上戸町４丁目２－２０
三景台病院 長崎市弥生町７－４３
医療法人協治会　杠葉病院 長崎市三和町４１３
医療法人昌生会　出口病院 長崎市柿泊町２２５０
医療法人　徳洲会長崎北徳洲会病院 長崎市滑石１丁目１２－５
医療法人　厚生会虹が丘病院 長崎市虹が丘町１－１
医療法人　恵会　光風台病院 長崎市鳴見台２丁目４５－２０　
医療法人　稲仁会　介護老人保健施設　三原の園    長崎市三原１丁目８番３５号
介護老人保健施設シンフォニー稲佐の森 長崎市大谷町４１８－１
介護老人保健施設ハーモニーガーデン 長崎市網場町４９２番地１３
医療法人和仁会  介護老人保健施設中の里 長崎市古賀町815-2
社会福祉法人平成会　介護老人保健施設ナーシングケア横尾 長崎市横尾３－２６－２
医療法人友愛会　田川療養所 長崎市錦２丁目１番１号
医療法人博和会　介護老人保健施設ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄ愛宕 長崎市愛宕４丁目１４番２号
介護老人保健施設　東長崎ナ－シングホ－ム 長崎市東町１８９３番地５
医療法人友愛会　介護老人保健施設にしきの里 長崎市錦２丁目１番１号
介護老人保健施設　ダイヤランド崎望館 長崎市ダイヤランド３丁目３１番地３
医療法人緑風会　長崎みどり病院 長崎市富士見町１８番２４号
介護老人保健施設　シンフォニー稲佐の森Ⅱ 長崎市大谷町４１８番地１
三和中央病院 長崎市布巻町１６５番地１
長崎友愛病院　　 長崎市蚊焼町２３１４番地１
医療法人清潮会　介護老人保健施設　みどりの里 長崎市布巻町１６５番地１
日浦病院 長崎市下黒崎町１４０２ 
介護老人保健施設エスポアールそとめ 長崎市上黒崎町2201-3
長崎大学病院 長崎市坂本１丁目７－１
医療法人秋桜会　介護老人保健施設コスモスガーデン桜の里 長崎市桜の里２丁目２７番２８号
サテライト型小規模介護老人保健施設サンブライト愛宕Ⅱ 長崎市愛宕４丁目１１番１号
大石共立病院 長崎市琴海村松町２４６
医療法人社団大同会　ニュー琴海病院 長崎市琴海形上町1849番地７
地方独立行政法人長崎市立病院機構　長崎みなとメディカルセンター 長崎市新地町６－３９
医療法人　衆和会長崎腎病院 長崎市興善町５番１号
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名　　称 所　　在　　地

佐 世 保 市
地方独立行政法人　佐世保市総合医療センター 佐世保市平瀬町９－３
国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 佐世保市島地町１０－１７
独立行政法人　労働者健康安全機構　長崎労災病院 佐世保市瀬戸越２丁目１２－５
特定医療法人　雄博会千住病院 佐世保市宮地町５－５
医療法人　是心会久保内科病院 佐世保市田原町１１－９
社会医療法人財団　白十字会  佐世保中央病院 佐世保市大和町１５　
医療法人成蹊会　佐世保北病院 佐世保市下本山町４３２－１
医療法人　慶仁会天神病院 佐世保市天神５丁目２３－３１
医療法人　慶友会西海病院  佐世保市権常寺町１５００
医療法人　陽明会宮原病院 佐世保市藤原町４６－５
医療法人誠愛会　佐世保記念病院 佐世保市鹿子前町１０４
自衛隊佐世保病院 佐世保市平瀬町無番地
社会医療法人財団白十字会　介護老人保健施設　長寿苑 佐世保市日宇町２８３５ 
医療法人光省会 福田外科病院 佐世保市藤原町３８番３号
医療法人佐世保同仁会サン・レモリハビリ病院 佐世保市江上町４８４８－１
医療法人篤信会　杏林病院 佐世保市早苗町４９１－１４
俵町浜野病院 佐世保市俵町２２番地１号
医療法人  松栄会　老人保健施設　松寿園 佐世保市小佐世保町２－１
社会福祉法人由起会　介護老人保健施設コスモス 佐世保市上柚木町２５１５
医療法人翠山会　介護老人保健施設すいざん荘 佐世保市赤崎町７４番地２
社会医療法人財団白十字会　介護老人保健施設　サン 佐世保市大和町３０
老人保健施設　サクラ 佐世保市八幡町１番地の２
介護老人保健施設　ひまわり 佐世保市指方町５０４０－３
社会医療法人財団　白十字会　燿光リハビリテーション病院 佐世保市山手町855-1
医療法人　敬仁会松浦病院 佐世保市世知原町栗迎９番地１
京町内科病院 佐世保市本島町１番２０号
医療法人愛恵会　佐世保愛恵病院 佐世保市瀬戸越４丁目２番１５号
医療法人　十全会　潜竜徳田循環器内科整形外科病院 佐世保市江迎町田ノ元４６７
地方独立行政法人　北松中央病院 佐世保市江迎町赤坂299
介護老人保健施設　つつじの郷 佐世保市鹿町町下歌ヶ浦１０９－１
千住介護医療院 佐世保市宮地町５－５

島 原 市
医療法人　済家会柴田長庚堂病院 島原市中堀町６８
医療法人　社団　東洋会　池田病院 島原市湖南町６８９３－２
医療法人城内会　八尾病院 島原市城内１－１１９３
医療法人　済家会島原保養院 島原市南下川尻町８１８９－２
医療法人ウイング　高城病院 島原市中野町丙１１６５
医療法人　社団威光会　松岡病院 島原市江戸丁１９１９
医療法人重眞会　介護老人保健施設フォスター島原 島原市中野町丙２７－１
医療法人有隣会　貴田神経内科・呼吸器科・内科病院 島原市有明町大三東戊７９０番地２
長崎県島原病院 島原市下川尻町7895番地

諫 早 市
独立行政法人　地域医療機能推進機構　諫早総合病院 諫早市永昌東町２４－１
医療法人　宏善会諫早記念病院 諫早市天満町２－２１
医療法人　和光会恵寿病院 諫早市有喜町593番地１
社会福祉法人　幸生会諫早療育センタ－      諫早市有喜町537番地２
医療法人青藍会　みどりの園病院 諫早市上大渡野町１１５７番地４
西諌早病院 諫早市貝津町３０１５
医療法人　祐里会姉川病院 諫早市小野島町２３７８－２
医療法人社団尚整会菅整形外科病院 諫早市小野町３３２
医療法人祥仁会  ろうけん西諌早 諫早市貝津町３０１５
社会医療法人三佼会　宮崎病院 諫早市久山町１５７５番地１
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介護老人保健施設　ケアホーム・クローバー 諫早市長田町２５４７番地
医療法人見松会あきやま病院 諫早市目代町７３７番地１
唐比病院 諫早市森山町唐比西１１６５
慈恵病院 諫早市多良見町化屋９９５
医療法人社団淳生会　介護老人保健施設　恵風園 諫早市多良見町化屋９９５
日本赤十字社長崎原爆諫早病院 諫早市多良見町化屋９８６番地２
介護医療院　恵愛荘 諫早市有喜町593番地１
介護医療院　からこ 諫早市森山町唐比西１１６５

大 村 市
市立大村市民病院 大村市古賀島町１３３－２２
大村共立病院 大村市上諏訪町１０９５
医療法人　慧明会貞松病院 大村市東本町５３７
南野病院 大村市東三城町３３
独立行政法人　国立病院機構　長崎医療センター 大村市久原２丁目1001番地1
長崎県精神医療センター 大村市西部町1575番地２

平 戸 市
柿添病院 平戸市鏡川町２７８
医療法人　光佑会　北川病院 平戸市浦の町７３７
医療法人光佑会　老人保健施設ひらんど 平戸市浦の町７４５番地１号
国民健康保険平戸市民病院 平戸市草積町１１２５番地１２
平戸市立生月病院 平戸市生月町山田免２９６５
医療法人　裕光会谷川病院 平戸市田平町山内免４００
青洲会病院 平戸市田平町山内免６１２－４
社会医療法人青州会　介護老人保健施設ひらどせと 平戸市田平町山内免６１３－１８
医療法人愛恵会　平戸愛恵病院 平戸市田平町野田免２０２番地
介護療養型老人保健施設　のぞみ 平戸市田平町山内免400番地

松 浦 市
医療法人　長愛会菊地病院 松浦市志佐町浦免１７６５－４
田中病院 松浦市御厨町里免８７１
武部病院 松浦市今福町北免２０９１－１
医療法人社団壮志会　介護老人保健施設よかとこ 松浦市星鹿町牟田免４０１

対 馬 市
社会福祉法人あすか福祉会　つしま彩光園 対馬市厳原町東里３３８－１
介護老人保健施設　結石山荘 対馬市上対馬町大浦６６－１
長崎県上対馬病院 対馬市上対馬町比田勝630番地
長崎県対馬病院 対馬市美津島町雞知乙1168番７

壱 岐 市
長崎県壱岐病院 壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地
医療法人　玉水会赤木病院 壱岐市郷ノ浦町本村触１１１
医療法人　協生会品川病院 壱岐市郷ノ浦町東触８５４番地２
社会医療法人　玄州会光武内科循環器科病院 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３
社会医療法人　玄州会　介護老人保健施設　光風 壱岐市郷ノ浦町東触１００６－１
医療法人(社団)協生会  介護老人保健施設　壱岐 壱岐市勝本町本宮南触２３６

五 島 市
聖マリア病院 五島市松山町１３３－２
郡家病院 五島市末広町１－９
医療法人社団厚善会　介護老人保健施設末広荘 五島市末広町７番地５
社会福祉法人五島会　介護老人保健施設五島福寿園 五島市吉久木町９０８番地１
医療法人 山下医院　介護老人保健施設　リハビリセンタ－ふくえ 五島市吉田町２３９０
長崎県五島中央病院 五島市吉久木町２０５番地
長崎県富江病院  五島市富江町狩立４９９
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西 海 市
長崎セントノーヴァ病院 西海市西彼町伊之浦郷１２７
介護老人保健施設元亀の里 西海市西彼町鳥加郷２２０１番地２
介護療養型老人保健施設　さいかい 西海市大島町1876番地59

雲 仙 市
医療法人社団　英仁会　愛野ありあけ病院 雲仙市愛野町甲３７０
公立　新小浜病院 雲仙市小浜町南本町９３
公立介護老人保健施設　老健おばま 雲仙市小浜町南本町59番地

南 島 原 市
医療法人博愛会　哲翁病院  南島原市口之津町甲１１８１
医療法人南風会　浦上病院 南島原市南有馬町１２８５－１
医療法人薫風会　介護老人保健施設　夢織りの里 南島原市西有家町里坊４１－１
医療法人栄和会　泉川病院 南島原市深江町丁２４０５
介護老人保健施設フォンテ 南島原市深江町丁２４２１

西 彼 杵 郡
医療法人平成会　女の都病院 西彼杵郡長与町高田郷８４９番１８
医療法人常葉会　長与病院 西彼杵郡長与町吉無田郷６４７
医療法人啓正会　清水病院 西彼杵郡時津町浜田郷５７２
医療法人光善会　長崎百合野病院 西彼杵郡時津町元村郷１１５５－２
医療法人啓正会　老人保健施設　ﾄﾗﾊﾞｰﾕ長崎 西彼杵郡時津町浜田郷５７２
社会医療法人春回会　長崎北病院 西彼杵郡時津町元村郷800番地
介護療養型老人保健施設なづみ 西彼杵郡時津町左底郷３８番地１
モン・サントラバーユ長崎 西彼杵郡時津町浜田郷７２６

東 彼 杵 郡
医療法人さざなみ鈴木病院 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷１０８５
独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター 東彼杵郡川棚町下組郷２００５－１
波佐見病院 東彼杵郡波佐見町稗木場郷７９２－１

北 松 浦 郡
医療法人　みなづき佐々病院 北松浦郡佐々町口石免１１０８－３
介護老人保健施設　さざ・煌きの里 北松浦郡佐々町八口免８０５－２

新 上 五 島 町
老人保健施設　グリーンヒル・かみごとう 南松浦郡新上五島町浦桑郷６４３番地１
老人保健施設　つくしの里 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷４３７番地１
長崎県　上五島病院 南松浦郡新上五島町青方郷1549番地11



長崎県内の不在者投票指定施設一覧

名　　称 所　　在　　地

老人ホ－ム
名 称 所 在 地

長 崎 市
特別養護老人ホ－ムなでしこ荘 長崎市西山台２丁目３２番４７号
養護老人ホ－ム恵の丘 長崎市三ツ山町１３９－２
特別養護老人ホーム　女の都山荘 長崎市女の都１丁目１５９７
軽費老人ホ－ムときわ荘 長崎市三ツ山町１３８
養護老人ホ－ム延命園 長崎市寺町３番１号
軽費老人ホ－ム老友荘 長崎市女の都１丁目１５９２
特別養護老人ホ－ム長崎の家 長崎市小江原町１丁目３６番１８号
特別養護老人ホ－ム古賀の里 長崎市古賀町８０６－２
特別養護老人ホ－ム鶴舞苑 長崎市秋月町３８９－１
特別養護老人ホ－ム三重の里 長崎市樫山町１４７０
社会福祉法人純心聖母会恵の丘長崎原爆ﾎｰﾑ(一般養護ﾎｰﾑ) 長崎市三ツ山町１３９－５
社会福祉法人純心聖母会恵の丘長崎原爆ﾎｰﾑ(特別養護ﾎｰﾑ) 長崎市三ツ山町１３９－５
社会福祉法人朋永会特別養護老人ホ－ムびわの園 長崎市茂木町２２２２
社会福祉法人清心会特別養護老人ホーム喜楽苑 長崎市竿浦町９４５
特別養護老人ホームプライエム横尾 長崎市横尾３丁目２６番１号
社会福祉法人致遠会特別養護老人ホームサンハイツ 長崎市油木町６５－１４
社会福祉法人平成会軽費老人ホーム　ケアハウス横尾 長崎市横尾３－２６－２
ケアハウス大浜 長崎市大浜町９３４－１
社会福祉法人はづき会特別養護老人ホームオレンジの丘 長崎市ダイヤランド３丁目３１番８号
社会福祉法人春秋会　ケアハウスリエゾン長崎 長崎市江川町１００番１
特別養護老人ホ－ム恵珠苑 長崎市田上２丁目１５－１２
社会福祉法人鳳彰會　ケアハウスひこばえの苑 長崎市早坂町１１８０番地４
特別養護老人ホームかたふち村 長崎市片淵３丁目５００－２
ケアハウス　城山台ソラール 長崎市立岩町３４番１６号
介護老人福祉施設　牧島荘 長崎市牧島町９番地１
特別養護老人ホーム　いこいの園 長崎市牧野町２１６８番地５
社会福祉法人実寿穂会　エルダーみずほ 長崎市岩屋町４５番１号
特別養護老人ホーム　青葉苑 長崎市戸町４丁目７番１７号
ケアハウス　サンハイツ 長崎市油木町６５番地１４
社会福祉法人鳳彰會　特別養護老人ホームひこばえ 長崎市早坂町１１８０番地７
特別養護老人ホーム　望星荘 長崎市岩屋町７４５番地４
特別養護老人ホーム　鶴舞苑Ⅱ 長崎市大谷町４１８番地１
ケアハウス　稲佐の森 長崎市大谷町４１８番地１
社会福祉法人みのり会養護老人ホ－ムあいぎ荘 長崎市布巻町1490
指定介護老人福祉施設　永寿園 長崎市以下宿町1912
社会福祉法人みのり会　特別養護老人ホ－ム　三和荘 長崎市布巻町７９２
養護老人ホ－ム聖マルコ園 長崎市西出津町2235番地３
特別養護老人ホ－ム椿ケ丘荘 長崎市神浦丸尾町1553
養護老人ホーム　日見やすらぎ荘 長崎市宿町616番地
ケアハウス　びわの園 長崎市茂木町51番地1
特別養護老人ホーム　こえばる 長崎市小江原４丁目１番30号
かいごの花みずき 長崎市平和町17番７号
介護付有料老人ホーム　グッドタイムホーム７・長崎駅前 長崎市筑後町８－２３
軽費老人ホ－ム　日見微笑園 長崎市網場町492番地15
社会福祉法人五蘊会　特別養護老人ホーム琴の浦荘 長崎市琴海戸根町743番地47
社会福祉法人豊寿会　養護老人ホーム　ことのうみ 長崎県長崎市琴海村松町５８３番地１
社会福祉法人啓正会　住宅型有料老人ホームモン・サン赤迫 長崎市赤迫３丁目７番30号
社会福祉法人幸和会　養護老人ホームなごみ荘 長崎市香焼町563番地17
介護付有料老人ホーム　サンハイツ富士見 長崎市富士見町６番１号
有料老人ホーム　マリンビュー長崎館 長崎市福田本町185番２
介護付有料老人ホーム　アンムート櫻馬場 長崎市桜馬場２丁目６番８号



長崎県内の不在者投票指定施設一覧

名　　称 所　　在　　地
特別養護老人ホーム　寿限無 長崎市琴海村松町７０４番地３
特別養護老人ホーム　もくれん 長崎市戸石町1683番地
こくら庵 長崎市興善町５番１号
地域密着型特別養護老人ホーム　サンハイツ青山中央 長崎市青山町14番1号
特別養護老人ホーム　南陽の丘 長崎市蚊焼町649番地３
特別養護老人ホーム　なの花 長崎市さくらの里２丁目27番22号
地域密着型介護老人福祉施設　日見あけぼの荘 長崎市宿町616番地１
短期入所生活介護　日見あけぼの荘 長崎市宿町616番地１
地域密着型介護老人福祉施設・山の木 長崎市横尾５丁目９番18号
地域密着型特別養護老人ホーム　みぎわほーむ 長崎市片淵１丁目13番27号
住宅型有料老人ホーム　アシストリビング有明の園 長崎市界2丁目4番15号
住宅型有料老人ホーム　ウェルズライフ大手 長崎市大手1丁目28番15号
ショートステイセンター鶴舞苑Ⅱ 長崎市大谷町４１８番地１
鶴舞苑ショートステイセンター 長崎市秋月町３８９番地１
特別養護老人ホームかたふち村（ユニット型） 長崎市片淵３丁目５００番地２
特別養護老人ホーム古賀の里（ユニット型） 長崎市古賀町８０６番地２
特別養護老人ホームサンハイツ（ユニット型） 長崎市油木町６５番地１４
特別養護老人ホーム三重の里（ユニット型） 長崎市樫山町１４７０番地
特別養護老人ホーム恵珠苑（ユニット型） 長崎市田上２丁目１５番１２号
特別養護老人ホーム椿ケ丘荘（短期入所生活介護） 長崎市神浦丸尾町１５５３番地
特別養護老人ホーム光る海 長崎市野母町２２８３番地７
長崎ケアハートガーデン　サービス付き高齢者向け住宅　南長崎 長崎市竿浦町754－１
地域密着型特別養護老人ホーム　緑風 長崎市風頭町１番27号
社会福祉法人　朋永会　指定短期入所生活介護事業所　びわの園 長崎市茂木町2222番地
特別養護老人ホーム　めざめ 長崎市目覚町７－２
住宅型有料老人ホーム　ウェルズライフヒルハイム大手 長崎市大手1丁目28番３号
短期入所生活介護事業所　なの花 長崎市さくらの町２丁目27番22号
たおやかに・サービス付高齢者向け住宅 長崎市上黒崎町777番地

佐 世 保 市
清風園 佐世保市大和町８９８
社会福祉法人佐世保白寿会特別養護老人ホ－ム白寿荘 佐世保市鹿子前町９０４－１
特別養護老人ホ－ム佐世保福寿園 佐世保市針尾西町２６７
特別養護老人ホ－ム博仁荘 佐世保市花高２丁目１－３５
ケアハウス　あかりさき 佐世保市赤崎町１０４２番地
社会福祉法人由起会特別養護老人ホ－ムゆずの里 佐世保市上袖木町２５１５
社会福祉法人寛寿会特別養護老人ホ－ム海南荘 佐世保市俵ケ浦町２１０
特別養護老人ホームやまずみ荘 佐世保市山祇町３８８
社会福祉法人 江寿会　特別養護老人ﾎｰﾑ ｻﾝﾎｰﾑ江上 佐世保市江上町４８４７－６
社会福祉法人アソカ仁寿会特別養護老人ﾎｰﾑあそかのもり 佐世保市松瀬町１１５０番地
養護老人ホーム　ソレイユ 佐世保市権常寺町１４００
社会福祉法人健世会　ケアハウスガーデンハイツはいき 佐世保市桑木場町１５９番地
ケアハウス　天神ベイヒルズ 佐世保市天神町１２０５－５
介護付有料老人ホーム　ケアタウンてんじん 佐世保市天神４丁目６番２０号
ケアハウス　フォレスト四季の里 佐世保市柚木町２４０９
特別養護老人ホーム　花ぞ野 佐世保市折橋町５４－３４
社会福祉法人あしたば会　特別養護老人ホーム　サンフラワー 佐世保市吉井町直谷３６８－６
養護老人ホ－ムグリ－ンホ－ム 佐世保市世知原町栗迎１
社会福祉法人世知原福祉会特別養護老人ﾎｰﾑ ﾊﾟｰﾙﾎｰﾑ 佐世保市世知原町栗迎１
特別養護老人ホーム　チューリップ 佐世保市黒髪町３７２９－２
社会福祉法人　清真会　特別養護老人ホーム　音羽の浜 佐世保市東浜町123番地
介護付有料老人ホーム　はなの杜 佐世保市福田町598番地1
ケアハウス　とうめい 佐世保市江上町935番地1
特別養護老人ホーム　たけんの 佐世保市岳野町107番１
社会福祉法人恭敬会特別養護老人ホ－ム黎明館 佐世保市小佐々町西川内１７５－１
介護付有料老人ホームあかり 佐世保市日野町731番地２
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名　　称 所　　在　　地
特別養護老人ホ－ム老福荘 佐世保市江迎町赤坂２８２番地２４
養護老人ホームしかまち 佐世保市鹿町町下歌ヶ浦１０９番地７
介護付有料老人ホームシーサイドヴィラ音羽の浜 佐世保市東浜町139番地
介護付有料老人ホーム　やまずみ荘「のどか」 佐世保市山祗町３８５番地１
介護付有料老人ホーム　ナーシングホーム日野 佐世保市日野町856-10
小規模特別養護老人ホームやまずみ荘 佐世保市山袛町３８３番地１
介護付有料老人ホーム　あすなろ 佐世保市赤崎町８０番地１
介護付有料老人ホーム　ケアインファースト栄 佐世保市栄町５－９
ケアインファースト栄 佐世保市栄町５－９
特別養護老人ホーム　やまのたサンパーク 佐世保市瀬戸越一丁目1444－１
サービス付き高齢者向け住宅　母屋 佐世保市野中町169－１
サービス付き高齢者向け住宅　のなか 佐世保市野中町171－１
住宅型有料老人ホーム　のなか家 佐世保市野中町139－１
サービス付き高齢者向け住宅　ゆうあいホーム長坂 佐世保市長坂町681-24
特別養護老人ホーム　ゆうあいホーム横尾 佐世保市横尾町2395番地１

島 原 市
特別養護老人ホ－ム淡淡荘 島原市江里町乙２０１０－１
社会福祉法人秩父会特別養護老人ホ－ム秩父が浦荘 島原市秩父が浦町丁３５５２
社会福祉法人幸和会　特別養護老人ホームびざん 島原市緑町８２００番地
特別養護老人ホ－ム白光苑 島原市有明町大三東戊７８３－１
特別養護老人ホーム淡淡荘Ⅱ 島原市萩が丘２丁目６１２２
ケアハウスしまばら 島原市下川尻町８３５１番地
地域密着型特別養護老人ホームまゆやまの里 島原市稗田町甲227番地１
小規模特別養護老人ホーム　淡淡荘 島原市江里町乙2010番地１

諫 早 市
社会福祉法人寿光会　養護老人ホ－ム福寿園 諫早市有喜町５３７－１
特別養護老人ホ－ム天恵荘 諫早市有喜町５３７－５
社会福祉法人龍美会特別養護老人ホ－ム善隣荘 諫早市福田町２３６６番地１
盲養護老人ホ－ム光明荘   諫早市有喜町６３７
社会福祉法人福翠会諌早の里英智園 諫早市福田町３３２０－１
養護老人ホ－ム聖フランシスコ園 諫早市高来町神津倉４１番地１
社会福祉法人慈恵福祉会特別養護老人ホ－ム悠恵荘 諫早市高来町神津倉534-1
ケアハウス　豊寿園 諫早市高来町西尾２２９番地１
社会福祉法人清和福祉会特別養護老人ﾎｰﾑ唐比温泉秀峰荘 諫早市森山町唐比西124-5
社会福祉法人善友会特別養護老人ホーム小長井希望園 諫早市小長井町井崎１４０６番地　　
特別養護老人ホーム　特養いいもり 諫早市飯盛町開４８
社会福祉法人真和会特別養護老人ホ－ム真和荘 諫早市多良見町元釜５５６
ケアハウス　椿寿荘 諫早市栄田町582番地9
ケアハウス　第二椿寿荘 諫早市栄田町582番地9
社会福祉法人見松会　特別養護老人ホームしろみ 諫早市城見町43番１号
有料老人ホーム　イーハトーブ諫早 諫早市小川町453番地１
ウェルファーハウスさくら 諫早市森山町唐比西1125-3
ケアホーム　イーハトーブ諫早 諫早市小川町595-35
特別養護老人ホーム椿寿荘 諫早市栄田町５８２番１
特別養護老人ホーム　諫早中央 諫早市野中町６４８－７
地域密着型特別養護老人ホーム　小長井希望園 諫早市小長井町井崎１４０６番地　　
地域密着型特別養護老人ホーム　長里希望園 諫早市小長井町大峰980番地９
特別養護老人ホーム　ききつ 諫早市多良見町化屋1829
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大 村 市
社会福祉法人恵光会特別養護老人ホ－ム慈恵荘 大村市東大村２丁目1616-2
有料老人ホーム　泉の里 大村市徳泉川内町８２９
社会福祉法人長崎厚生福祉団軽費老人ホーム　サンライフ　 大村市荒平町１２５０
社会福祉法人瑞鳳会ベイサイド大村 大村市西部町２６４－１
特別養護老人ホーム箕望荘 大村市池田２丁目１１６３－２３
養護老人ホーム湧泉荘 大村市諏訪１丁目６７３番地
特別養護老人ホーム泉の里 大村市東本町５８３番地
泉の里アーケード館　有料老人ホーム 大村市本町３８７番１

平 戸 市
特別養護老人ホ－ム平戸荘 平戸市紐差町４５０
養護老人ホ－ム光の園 平戸市大久保町３２５番地
特別養護老人ホ－ム　わだつみの里 平戸市辻町１７８
社会福祉法人慈愛会特別養護老人ホ－ム田平ホ－ム 平戸市田平町山内免２３２

松 浦 市
養護老人ホ－ム海光園 松浦市星鹿町北久保免６８２
特別養護老人ホ－ム愛光園 松浦市志佐町浦免２７０
特別養護老人ホーム青山荘 松浦市御厨町里免３９５－１
短期入所生活介護事業所春風荘 松浦市御厨町里免３８４番地１
ショートステイ海光園 松浦市星鹿町北久保免６８２
特別養護老人ホーム海光園 松浦市星鹿町北久保免６８２

対 馬 市
特別養護老人ホームいづはら 対馬市厳原町東里223-3
社会福祉法人　米寿会　対馬老人ホ－ム 対馬市美津島町鶏知甲663番地12
社会福祉法人幸生会特別養護老人ホームわたづみ 対馬市豊玉町仁位９１－３
養護老人ホーム　丸山 対馬市峰町三根３６番地１
特別養護老人ホーム浅茅の丘 対馬市美津島町雞知甲738番地10
社会福祉法人あすか福祉会　ケアハウス　対馬の杜 対馬市美津島町雞知乙461番地２
特別養護老人ホームいづはらⅡ 対馬市厳原町東里303番地１

壱 岐 市
壱岐市立老人ホ－ム 壱岐市勝本町本宮南触３９９番地
特別養護老人ホーム　光の苑 壱岐市郷ノ浦町志原西触1066番地
特別養護老人ホーム　壱岐のこころ 壱岐市勝本町布気触948-１
特別養護老人ホーム　ハッピーヒルズ（幸せの丘） 壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地２

五 島 市
特別養護老人ホ－ム聖マリアの園 五島市松山町７０６番地３
社会福祉法人五島和光会特別養護老人ホ－ム緑乃園 五島市野々切町２０３５－２
社会福祉法人秀峯会特別養護老人ホ－ムきじの里 五島市岐宿町二本楠３７５
社会福祉法人さゆり会　特別養護老人ホ－ム只狩荘 五島市富江町黒瀬585番地
社会福祉法人秀峯会　養護老人ホ－ムたちばな荘 五島市玉之浦町荒川８７４番地２
社会福祉法人なる共生会　特別養護老人ホームなるの里 五島市奈留町船廻８７９－１
養護老人ホーム　松寿園 五島市松山町１９６番地

西 海 市
特別養護老人ホ－ムふるさと 西海市西海町川内郷１４８４
特別養護老人ホーム海風荘 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123-14
特別養護老人ホーム　風和の里 西海市西彼町鳥加郷2171番地
社会福祉法人福医会　特別養護老人ホ－ムさいかい 西海市大島町１８７６－５９
社会福祉法人福医会　養護老人ホ－ムさいかい 西海市崎戸町蠣浦郷２０６０－１３
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雲 仙 市
社会福祉法人月光園　養護老人ホーム月光園 雲仙市国見町土黒丙６８－２
社会福祉法人瑞幸会　特別養護老人ホーム　うんぜんの里 雲仙市瑞穂町古部乙１３９２番地１
養護老人ホ－ム吾妻荘 雲仙市吾妻町馬場名４０６
養護老人ホ－ム湯の里荘 雲仙市小浜町北本町２１７
特別養護老人ホ－ム湯楽苑 雲仙市小浜町北本町２１７－９
社会福祉法人桜花　ケアハウス桜花苑 雲仙市小浜町北本町１０５６－３
有料老人ホーム　安心ハウス　南串山荘 雲仙市南串山町丙１０７３０番地１
オリーブの家　南串山荘 雲仙市南串山町丙１０７１６番地
シルバータウン小浜 雲仙市小浜町北野３７３番地
地域密着型特別養護老人ホームさいわい 雲仙市吾妻町大木場名１１７番地１
特別養護老人ホーム　愛の里 雲仙市愛野町乙２２８８番地４

南 島 原 市
特別養護老人ホ－ム緑ヶ丘荘 南島原市加津佐町丙１８５５－２
特別養護老人ホ－ム玉成園 南島原市口之津町甲１１９０－１     
特別養護老人ホ－ム有馬荘 南島原市北有馬町甲３１８１－８
特別養護老人ホ－ム有宝荘 南島原市有家町尾上4085
養護老人ホ－ム積徳苑      南島原市布津町丙４２６６
特別養護老人ホ－ムあけぼの荘 南島原市布津町乙１８６２－２
特別養護老人ホ－ム眉山荘 南島原市深江町乙８５７　
社会福祉法人恵光会　養護老人ホーム大乗苑 南島原市加津佐町己２２２５番地イ
地域密着型特別養護老人ホームアメニティいわど 南島原市加津佐町乙９番地
特別養護老人ホーム　夢の里 南島原市西有家町龍石5050番地１
短期入所生活介護　夢の里 南島原市西有家町龍石5050番地１

西 彼 杵 郡
社会福祉法人鶴生会特別養護老人ホ－ム悠久荘 西彼杵郡長与町高田郷625-5
社会福祉法人のぞみ会　特別養護老人ホーム　のぞみの杜 西彼杵郡長与町吉無田郷1578番地
サービス付高齢者向け住宅　アーネスト 西彼杵郡長与町岡郷1474番地18
社会福祉法人時津会特別養護老人ホ－ム時津荘 西彼杵郡時津町西時津郷１２３５
社会福祉法人啓正会軽費老人ﾎｰﾑ（Ａ型）ﾊﾟﾝｾｵﾝ･ﾄﾞ長崎 西彼杵郡時津町西時津郷173-1
社会福祉法人啓正会軽費老人ホームオンフルール長崎 西彼杵郡時津町浜田郷714-5
医療法人　啓正会　サービス付き高齢者向け住宅　モン・サンながさき 西彼杵郡時津町浜田郷465

東 彼 杵 郡
特別養護老人ホームもみの木荘 東彼杵郡東彼杵町里郷２４３５
社会福祉法人長崎厚生福祉団特別養護老人ホ－ムくじゃくの家 東彼杵郡川棚町小串郷３５８
養護老人ホームひさご荘 東彼杵郡川棚町白石郷７番地１３４
社会福祉法人愛隣会特別養護老人ホ－ムはさみ荘 東彼杵郡波佐見町稗木場郷７９４－１

北 松 浦 郡
特別養護老人ホーム養寿園 北松浦郡小値賀町笛吹郷1756番地２
特別養護老人ホーム虹の里 北松浦郡佐々町八口免８０５－３
特別養護老人ホームあやめの里 北松浦郡佐々町八口免805番地３
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新 上 五 島 町
特別養護老人ホ－ム芳寿荘 南松浦郡新上五島町今里郷字仏崎610
特別養護老人ホ－ムつつじが丘 南松浦郡新上五島町有川郷２３６９－１
社会福祉法人清和会養護老人ホーム朝海荘 南松浦郡新上五島町奈良尾郷805番地１

障害者支援施設
名 称 （ 障 害 者 支 援 施 設 ） 所 在 地
社会福祉法人友愛会　障害者支援施設長崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 長崎市松崎町１４９１－１
社会福祉法人大空の会　にじいろ 佐世保市大潟町５０番地１
指定障害者支援施設　島原療護センター 島原市礫石原町甲１２０１番地９１
大瀬戸厚生園 西海市大瀬戸町西浜郷1603番12
光明園 西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷1603-12
障害者支援施設常明園 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１４６５
障害者支援施設　もみの木園 東彼杵郡東彼杵町里郷2431-3
社会福祉法人大村パ－ルハイム障害者支援施設パールハイム   大村市木場２丁目４６３－１
障害者支援施設　三彩の里 大村市原町８０２－１

保護施設
名 称 （ 保 護 施 設 ） 所 在 地
社会福祉法人みのり会あいこう園 長崎市布巻町１４４８番地１

原子爆弾被爆者養護ホーム
名 称 （ 原 子 爆 弾 被 爆 者 養 護 ホ ー ム ） 所 在 地
原爆被爆者特別養護ホーム　かめだけ 西海市西彼町上岳郷１６６３－１


