不在者投票を行うことができる施設として指定した施設の一覧
（令和４年２月22日現在）

指定病院
施

設

名

所

在

岡山大学病院

岡山市北区鹿田町2-5-1

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

岡山市北区田益1711-1

岡山赤十字病院

岡山市北区青江2-1-1

淳風会ロングライフホスピタル

岡山市北区万成東町3-1

社会医療法人光生病院

岡山市北区厚生町3-8-35

岡山県精神科医療センター

岡山市北区鹿田本町3-16

財団法人志清会岡山紀念病院

岡山市北区清輝本町7-22

岡山市立市民病院

岡山市北区北長瀬表町3－20－1

恩賜財団岡山済生会総合病院

岡山市北区国体町2-25

財団法人岡山県健康づくり財団附属病院

岡山市北区平田408-1

医療法人万成病院

岡山市北区谷万成1-6-5

一般財団法人河田病院

岡山市北区富町2-15-21

おおもと病院

岡山市北区大元1-1-5

旭川荘療育・医療センター

岡山市北区祇園866

社会医療法人鴻仁会岡山中央病院

岡山市北区伊島北町6-3

岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院

岡山市北区建部町福渡1000

済生会吉備病院

岡山市北区高松原古才584-1

川崎医科大学総合医療センター

岡山市北区中山下2-6-1

国立病院機構岡山市立金川病院

岡山市北区御津金川449

社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院

岡山市北区中井町2-5-1

岡山済生会外来センター病院

岡山市北区伊福町1丁目17番18号

岡山博愛会病院

岡山市中区江崎456-2

公益財団法人操風会岡山リハビリテーション病院

岡山市中区倉田503-1

公益財団法人林精神医学研究所附属林道倫精神科神経科病院

岡山市中区浜472

総合病院岡山協立病院

岡山市中区赤坂本町8-10

医療法人社団恵風会宮本整形外科病院

岡山市中区国富4-2-63

岡山第一病院

岡山市中区高屋343

岡山東中央病院

岡山市中区倉田677-1

医療法人社団良友会山陽病院

岡山市中区藤崎465

竜操整形外科病院

岡山市中区藤原21-1

岡山旭東病院

岡山市中区倉田567番地1

岡山西大寺病院

岡山市東区金岡東町1-1-70

医療法人岡村一心堂病院

岡山市東区西大寺南2-1-7

医療法人社団藤田病院

岡山市東区西大寺上3-8-63

長島病院

岡山市東区瀬戸町瀬戸40-1

独立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災病院

岡山市南区築港緑町1-10-25

岡山市立せのお病院

岡山市南区妹尾850

財団法人慈圭会慈圭病院

岡山市南区浦安本町100-2

医療法人創和会重井医学研究所附属病院

岡山市南区山田2117

岡山ひだまりの里病院

岡山市南区北浦822-2

佐藤病院

岡山市南区築港栄町2-13

岡山光南病院

岡山市南区東畦767番地の3

財団法人倉敷中央病院

倉敷市美和1-1-1

倉敷市立市民病院

倉敷市児島駅前2-39

公益財団法人弘仁会玉島病院

倉敷市玉島乙島4030
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医療法人医誠会児島中央病院

倉敷市児島小川町3685

医療法人仁風会倉敷仁風ホスピタル

倉敷市中島2340-23

医療法人創和会しげい病院

倉敷市幸町2-30

医療法人天和会松田病院

倉敷市鶴形1-3-10

総合病院水島協同病院

倉敷市水島南春日町1-1

医療法人協愛会倉敷シティ病院

倉敷市児島阿津2-7-53

社会医療法人水和会水島中央病院

倉敷市水島青葉町4-5

医療法人社団新風会玉島中央病院

倉敷市玉島阿賀崎２－１－１

医療法人誠和会倉敷第一病院

倉敷市老松町5-3-10

医療法人水清会水島第一病院

倉敷市神田2-3-33

医療法人三十会倉敷神経科病院

倉敷市浅原400

医療法人誠和会倉敷紀念病院

倉敷市中島831

倉敷成人病センター

倉敷市白楽町広堀250

川崎医科大学附属病院

倉敷市松島577

プライムホスピタル玉島

倉敷市玉島750-1

医療法人鷲風会下津井病院

倉敷市下津井吹上2-6-4

玉島協同病院

倉敷市玉島柏島5209-1

柴田病院

倉敷市玉島乙島字白銀6108-1

倉敷北病院

倉敷市宮前41-2

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院リバーサイド

倉敷市鶴の浦2-6-11

医療法人社団五聖会児島聖康病院

倉敷市児島下の町10-374

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院

倉敷市林2217

コープリハビリテーション病院

倉敷市水島東千鳥町1-60

社会医療法人全仁会倉敷平成病院

倉敷市老松町4-3-38

社会医療法人水和会倉敷リハビリテーション病院

倉敷市笹沖21

医療法人和陽会まび記念病院

倉敷市真備町川辺2000-1

医療法人社団造山会まきび病院

倉敷市真備町箭田2387

医療法人社団葵会AOI倉敷病院

倉敷市四十瀬298-5

倉敷スイートホスピタル

倉敷市中庄3542-1

津山中央記念病院

津山市二階町71

医療法人和風会中島病院

津山市田町122

財団法人赤堀病院

津山市椿高下33

社会医療法人高見徳風会希望ヶ丘ホスピタル

津山市田町115

財団法人江原積善会積善病院

津山市一方140

医療法人平野同仁会総合病院津山第一病院

津山市中島438

津山中央病院

津山市川崎1756

医療法人清風会日本原病院

津山市日本原352

玉野三井病院

玉野市玉3-2-1

地方独立行政法人玉野医療センター玉野市民病院

玉野市宇野2-3-1

医療法人愛善会由良病院

玉野市深井町11-13

岡山赤十字病院玉野分院

玉野市築港5-16-25

池宗病院

玉野市奥玉3-21-7

財団法人浅羽医学研究所附属岡南病院

玉野市田井2-4584

医療法人吉備会中谷外科病院

玉野市田井3-1-20

医療法人松和会松田病院

玉野市和田3-1-20

公益財団法人仁和会ももの里病院

笠岡市園井2263

笠岡市立市民病院

笠岡市笠岡5628-1

医療法人社団清和会笠岡第一病院

笠岡市横島1945

医療法人緑十字会笠岡中央病院

笠岡市笠岡5102-14

井原市立井原市民病院

井原市井原町1186
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医療法人社団菅病院

井原市井原町124

医療法人仁徳会森下病院

総社市駅前1-6-1

医療法人行堂会長野病院

総社市総社2-22-43

医療法人薬師寺慈恵会薬師寺慈恵病院

総社市総社1-17-25

医療法人清梁会高梁中央病院

高梁市南町53

こころの医療たいようの丘ホスピタル

高梁市落合町阿部2200

大杉病院

高梁市柿木町24

高梁市国民健康保険成羽病院

高梁市成羽町下原301

医療法人真生会新見中央病院

新見市新見827-1

渡辺病院

新見市高尾2278-1

医療法人緑隆会太田病院

新見市西方426

長谷川紀念病院

新見市高尾793-6

備前市国民健康保険市立備前病院

備前市伊部2245

草加病院

備前市西片上1122

備前市国民健康保険市立日生病院

備前市日生町寒河2570-41

備前市国民健康保険市立吉永病院

備前市吉永町吉永中563-4

国立療養所長島愛生園

瀬戸内市邑久町虫明6539

国立療養所邑久光明園

瀬戸内市邑久町虫明6253

瀬戸内市立瀬戸内市民病院

瀬戸内市邑久町山田庄845-1

瀬戸内記念病院

瀬戸内市長船町服部290-5

赤磐医師会病院

赤磐市下市187-1

医療法人美甘会勝山病院

真庭市本郷1819

近藤病院

真庭市勝山1070

医療法人社団井口会総合病院落合病院

真庭市上市瀬341

社会医療法人緑壮会金田病院

真庭市西原63

医療法人社団井口会向陽台病院

真庭市上市瀬368

真庭市国民健康保険湯原温泉病院

真庭市下湯原56

中山病院

真庭市久世2508

美作市立大原病院

美作市古町1771-9

美作中央病院

美作市明見357-1

医療法人三水会田尻病院

美作市明見550-1

医療法人社団同仁会金光病院

浅口市金光町占見新田740

医療法人みわ記念病院

浅口市金光町佐方80-1

医療法人平病院

和気郡和気町尺所438

医療法人紀典会北川病院

和気郡和気町和気277

独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター

都窪郡早島町早島4066

矢掛町国民健康保険病院

小田郡矢掛町矢掛2695

一般財団法人共愛会芳野病院

苫田郡鏡野町吉原312

鏡野町国民健康保険病院

苫田郡鏡野町寺元365

さとう記念病院

勝田郡勝央町黒土45

柵原病院

久米郡美咲町吉ケ原992

医療法人社団吉美会吉備高原ルミエール病院

加賀郡吉備中央町宮地3336-15

吉備高原医療リハビリテーションセンター

加賀郡吉備中央町吉川7511

在
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介護老人保健施設ハートフルきらめき荘

岡山市北区楢津305

老人保健施設ももたろうリハビリセンター

岡山市北区下足守1852-1

老人保健施設ももたろうリハビリセンター（ユニット型）

岡山市北区下足守1852-1
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介護老人保健施設光生リハビリ苑

岡山市北区厚生町3-8-35

老人保健施設マスカット苑

岡山市北区菅野4281-1

介護老人保健施設なでしこ苑

岡山市北区国体町3-12

老人保健施設高松アクティブホーム

岡山市北区立田587

介護老人保健施設たちばな苑

岡山市北区国体町3-12

介護老人保健施設備中荘

岡山市北区高松原古才600-5

介護老人保健施設葵の園・岡山福渡

岡山市北区建部町福渡408-1

介護老人保健施設ハートフルかがやき荘

岡山市北区楢津500-5

介護老人保健施設恵風苑

岡山市中区今在家304-6

介護老人保健施設藤崎苑

岡山市中区藤崎463

介護医療院みくに

岡山市中区江崎456-2

介護老人保健施設日立養力センター

岡山市東区吉原247-1

介護老人保健施設さくら苑リハビリセンター

岡山市東区西大寺浜261

老人保健施設古都の森

岡山市東区古都南方2815-1

介護老人保健施設夕なぎケアセンター

岡山市東区宿毛745-1

介護老人保健施設アルテピアせと

岡山市東区瀬戸町江尻711

若宮老人保健センター

岡山市南区箕島3566ｰ1

介護老人保健施設あいの里リハビリ苑

岡山市南区大福950-6

老人保健施設ゆめの里

岡山市南区川張1267

社会医療法人全仁会倉敷老健

倉敷市老松町4ｰ3ｰ38

介護老人保健施設ニューエルダーセンター

倉敷市玉島1334-1

介護老人保健施設福寿荘

倉敷市中島831

介護老人保健施設オアシスＫ－３

倉敷市児島阿津2-7-53

老人保健施設倉敷藤戸荘

倉敷市藤戸町藤戸1580

介護老人保健施設亀龍園

倉敷市亀山679-1

老健あかね

倉敷市水島東千鳥町1-60

介護老人保健施設倉敷あいあいえん

倉敷市串田660

老人保健施設サンライフ倉敷

倉敷市下庄700-1

玉島中央老健施設秀明荘

倉敷市玉島中央町1-4-8

老人保健施設倉敷シルバーナーシングホーム

倉敷市児島柳田町355-1

老人保健施設倉敷シルバーナーシングホーム（ユニット型）

倉敷市児島柳田町355-1

介護老人保健施設和光園

倉敷市東塚5-4-50

介護老人保健施設グリーンピース

倉敷市新田2791-4

玉島病院介護医療院

倉敷市玉島乙島4030

介護老人保健施設エスポワール城西

津山市田町151-5-1

介護老人保健施設ケアガーデン津山

津山市河辺332-1

老人保健センターコスモス

玉野市上山坂2016-1

岡山赤十字老人保健施設玉野マリンホーム

玉野市築港5-16-25

天神介護老人保健施設

笠岡市神島5300-2

老人保健施設ナーシングホーム三愛

笠岡市笠岡1080-1

こうのしま介護老人保健施設

笠岡市神島3628-3

老人保健施設くじば苑

笠岡市笠岡5102-15

介護老人保健施設瀬戸いこい苑

笠岡市横島1944-1

医療法人弘友会泉リハビリセンター

総社市小寺995-1

老人保健施設ゆうゆう村

高梁市東町1866-3

高梁市介護老人保健施設ひだまり苑

高梁市川上町地頭2337-1

高梁中央介護医療院

高梁市南町53

介護老人保健施設くろかみ

新見市高尾2306-5

介護老人保健施設備前閑谷苑

備前市木谷217-1

備前市介護老人保健施設備前さつき苑

備前市伊部2231-1
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介護老人保健施設ひかり苑

赤磐市長尾161

老人保健施設ゆうあい

真庭市勝山1070

老人保健施設白梅の丘

真庭市上市瀬368

老人保健施設信愛苑

真庭市下河内314-2

介護医療院わかば

真庭市下河内314-2

介護医療院河本医院

真庭市下河内314-2

介護老人保健施設美作リハビリテーションホーム

美作市豊国原1057-1

美作市立作東老人保健施設

美作市江見280

老人保健施設サンパレス桃花

浅口市鴨方町六条院中1329

介護老人保健施設いるかの家リハビリテーションセンター

浅口市寄島町16089-16

介護老人保健施設いるかの家リハビリテーションセンター（ユニット型）

浅口市寄島町16089-16

老人保健施設エスペランスわけ

和気郡和気町和気265

里庄町介護老人保健施設里見川荘

浅口郡里庄町里見7350

矢掛町介護老人保健施設たかつま荘

小田郡矢掛町矢掛2695-2

一般財団法人共愛会老人保健施設虹

苫田郡鏡野町古川1406

さとう記念病院老人保健施設

勝田郡勝央町黒土45

老人保健施設勝央苑

勝田郡勝央町平242-1

介護老人保健施設エリシウム柵原

久米郡美咲町吉ヶ原981-1

吉備高原総合福祉センター介護老人保健施設つつじ苑

加賀郡吉備中央町吉川7531
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社会福祉法人報恩積善会

岡山市北区津島笹ケ瀬9-8

特別養護老人ホーム旭川敬老園

岡山市北区祇園866

養護老人ホーム松風園

岡山市北区高松1006

特別養護老人ホーム憩いの丘

岡山市北区日近1807

特別養護老人ホーム津高寮

岡山市北区津高436-1

特別養護老人ホームあさひ園

岡山市北区旭本町6-20

特別養護老人ホーム足守荘

岡山市北区下足守1898

特別養護老人ホーム岡山シルバーセンター

岡山市北区新庄上545-1

特別養護老人ホームさわらび苑

岡山市北区平野1005-9

特別養護老人ホームみなみがた荘

岡山市北区国体町3-12

軽費老人ホームケアハウスやよいの里

岡山市北区国体町3-12

ケアハウスあしもり

岡山市北区下足守46

ケアハウスさえず里

岡山市北区楢津429-1

特別養護老人ホーム旭ヶ丘

岡山市北区万成東町2-28

ケアハウス旭ヶ丘

岡山市北区万成東町2-28

特別養護老人ホームマスカット倶楽部

岡山市北区田原1-3

ケアハウスゆうステイ岡山

岡山市北区新庄上545-1

特別養護老人ホーム喜福園

岡山市北区今保870-1

特別養護老人ホーム宇甘川荘

岡山市北区御津紙工1410

特別養護老人ホーム宇甘川荘（ユニット型）

岡山市北区御津紙工1410

特別養護老人ホームぬくもりの里あおえ

岡山市北区青江3-10-28

特別養護老人ホーム旭水荘

岡山市北区建部町福渡1005-1

特別養護老人ホーム鹿田の庄

岡山市北区東古松5-5-3

岡山済生会有料老人ホームなごみ苑

岡山市北区国体町3-12

特別養護老人ホーム長春苑

岡山市北区富町2-19-41

特別養護老人ホーム宇垣荘

岡山市北区御津宇垣2069-10

養護老人ホーム玉松園

岡山市北区御津金川123

5 / 12 ページ

施

設

名

所

地域密着型特別養護老人ホームいきがいライフたかまつ

岡山市北区立田586-1

特別養護老人ホームきび庭瀬

岡山市北区庭瀬1054-3

サービス付き高齢者向け住宅せかんどゆーす西口

岡山市北区奉還町1-2-3

住宅型有料老人ホームなつかわの郷

岡山市北区中撫川289-1

岡山市友楽園

岡山市中区平井4-13-33

特別養護老人ホームアダムスホーム

岡山市中区沖元502

特別養護老人ホーム幸輝園

岡山市中区国府市場985-1

特別養護老人ホーム恵風荘

岡山市中区今谷770-1

軽費老人ホーム平井サンホーム

岡山市中区平井1094-4

特別養護老人ホーム富山荘

岡山市中区海吉2306-1

ベストライフ岡山

岡山市中区浜3-10-10

特別養護老人ホームさつき園

岡山市中区乙多見147-1

ケアハウスかがやき

岡山市中区乙多見147-1

介護付有料老人ホームラ・ナシカくにとみ

岡山市中区国富4-5-12

特別養護老人ホーム白樺

岡山市中区湯迫19-1

地域密着型特別養護老人ホーム笑福亭

岡山市中区桑野525-125

特別養護老人ホーム中野けんせいえん

岡山市東区西大寺中野677-1

特別養護老人ホーム上道荘

岡山市東区中尾1036

養護老人ホーム岡山市会陽の里

岡山市東区久保205-1

特別養護老人ホームハモニカ

岡山市東区浅川520-9

ケアハウスアネックスハモニカ

岡山市東区浅川520-9

特別養護老人ホーム阿知の里

岡山市東区下阿知1180

ケアハウス阿知の里

岡山市東区下阿知1180

ケアハウス夕なぎ苑

岡山市東区宿毛745-3

特別養護老人ホームグリーン・コム

岡山市東区宿毛748-1

特別養護老人ホームけしごの里

岡山市東区中川町211-3

特別養護老人ホーム多聞荘

岡山市東区瀬戸町坂根792-14

ケアハウスたもん荘

岡山市東区瀬戸町坂根792-14

有料老人ホームシェスタハモニカ

岡山市東区浅川520-32

有料老人ホームやよいのもり

岡山市東区中尾1036

特別養護老人ホームせとうちの郷

岡山市東区西大寺北966

カーサ・クラ・益野

岡山市東区松新町206-1

ケアハウスあかね

岡山市東区吉原222

特別養護老人ホーム若宮園

岡山市南区箕島3566-1

特別養護老人ホーム愛光苑

岡山市南区浦安本町81-2

特別養護老人ホームプルミエ岡山

岡山市南区北浦100

ケアハウスアミティ瀬戸内

岡山市南区北浦100

特別養護老人ホーム健老園

岡山市南区古新田1351-3

特別養護老人ホーム灘崎荘

岡山市南区彦崎2300

特別養護老人ホームうららか

岡山市南区福富東1-7-43

ケアハウスうららか

岡山市南区福富東1-7-43

特別養護老人ホーム藤田荘

岡山市南区藤田2662-2

コミュニティホームアミーユ南岡山

岡山市南区東畦770-7

特別養護老人ホーム若宮の杜

岡山市南区箕島3491-6

特別養護老人ホーム共生苑

岡山市南区東畦768

特別養護老人ホーム共生苑短期入所

岡山市南区東畦768

ケアハウスパラジェネシス

岡山市南区東畦768

特別養護老人ホーム宮浦荘

岡山市南区宮浦209-1

倉敷市長楽荘

倉敷市玉島長尾2953

特別養護老人ホームますみ荘

倉敷市中島837-5
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特別養護老人ホームみどり荘

倉敷市神田2-3-5

特別養護老人ホームしおかぜ

倉敷市下津井1482-18

倉敷市琴浦園

倉敷市児島唐琴3-14-5

特別養護老人ホームアミカル

倉敷市玉島1275-1

地域密着型特別養護老人ホームアミカル

倉敷市玉島1275-1

特別養護老人ホーム倉敷シルバーセンター

倉敷市児島柳田町355-1

特別養護老人ホームみゆき園本館

倉敷市幸町8-27

特別養護老人ホームみゆき園新館

倉敷市幸町8-27

特別養護老人ホームあすなろ園

倉敷市玉島勇崎1044

特別養護老人ホームグリーンピア瀬戸内

倉敷市玉島陶856-1

ケアハウスグリーンピア瀬戸内

倉敷市玉島陶856-1

特別養護老人ホームのぞみ荘

倉敷市福田町福田234-1

地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘

倉敷市福田町福田234-1

ケアハウスオパール

倉敷市福田町福田234-1

特別養護老人ホームサンバード・ナーシングホーム

倉敷市藤戸町藤戸1585-1

特別養護老人ホーム王慈園

倉敷市児島下の町5-2-17

特別養護老人ホーム王慈園（ユニット型）

倉敷市児島下の町5-2-17

シルバーケアハウス

倉敷市児島柳田町355-1

特別養護老人ホーム浮洲園

倉敷市粒江2500-1

特別養護老人ホーム浮洲園（ユニット型）

倉敷市粒江2500-1

ケアハウス浮洲園

倉敷市粒江2500-1

ケアハウスあいの泉

倉敷市玉島1719

特別養護老人ホーム庄の里（本館）

倉敷市山地1297

特別養護老人ホーム庄の里（新館）（ユニット型）

倉敷市山地1297

ケアハウス庄の里

倉敷市山地1297

特別養護老人ホーム

杉の子「元気の家」

倉敷市徳芳501-1

特別養護老人ホーム浅原桃花園

倉敷市浅原380

特別養護老人ホームシルバ－センタ－後楽

倉敷市真備町箭田2159

特別養護老人ホーム碧山荘

倉敷市林1140

有料老人ホームせいわ

倉敷市中島770-1

ツクイ・サンシャイン新倉敷

倉敷市新倉敷駅前3-171

サン・オークス倉敷

倉敷市大島526-1

介護付き有料老人ホームたましま

倉敷市玉島乙島4028

地域密着型特別養護老人ホームグリーンビレッジ瀬戸内

倉敷市船穂町柳井原2300-1

ショートステイグリーンビレッジ瀬戸内

倉敷市船穂町柳井原2300-1

特別養護老人ホームうらたの里

倉敷市浦田1533-2

うらたの里短期入所生活介護

倉敷市浦田1533-2

地域密着型特定施設入居者生活介護グリーンビレッジ瀬戸内

倉敷市船穂町柳井原2300-1

特別養護老人ホームくらしき

倉敷市亀山780-2

特別養護老人ホームショートステイくらしき

倉敷市亀山780-2

倉敷スイートレジデンス

倉敷市中庄3542-1

地域密着型特別養護老人ホームベネヴィータ王慈

倉敷市児島田の口7-6-39

地域密着型特別養護老人ホームめばえ

倉敷市連島町鶴新田1956-1

地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」

倉敷市生坂698

ショートステイ庄の里「なごやか」

倉敷市生坂698

特別養護老人ホームサンバードナーシングホーム（ユニット型）

倉敷市藤戸町藤戸1588-7

介護付き有料老人ホームドルフィン倉敷

倉敷市西中新田592-1

介護付き有料老人ホームドルフィン玉島

倉敷市玉島爪崎987-1

地域密着型特別養護老人ホームひかりの里

倉敷市玉島八島70-1

ケアハウスドリームガーデン倉敷

倉敷市八軒屋275

7 / 12 ページ

在

地

施

設

名

所
倉敷市東塚1-12-3

特別養護老人ホームみどりの杜
サービス付き高齢者向け住宅ネクストケア

倉敷市亀山668-1

短期入所生活介護ネクストケア

倉敷市亀山668-1

津山市立ときわ園

津山市井口100-1

特別養護老人ホーム高寿園

津山市下高倉西1581-1

社会福祉法人鶯園

津山市瓜生原337-1

社会福祉法人鶯園サンシティーうぐいす

津山市国分寺988-1

特別養護老人ホームサンライフみのり

津山市二宮999

特別養護老人ホームサンライフみのり（ユニット型）

津山市二宮999

有料老人ホーム白梅寮

津山市瓜生原337-1

特別養護老人ホーム日本原荘

津山市新野東1797

特別養護老人ホーム日本原荘（ユニット型）

津山市新野東1797-11

勝田郡老人福祉施設組合養護老人ホーム塩手荘

津山市市場2151

軽費老人ホーム第二日本原荘

津山市新野東1798-1

特別養護老人ホーム愛和荘

津山市桑下1272-3

特別養護老人ホーム愛和荘（ユニット型）

津山市桑下1272-3

特別養護老人ホーム緑山荘

津山市加茂町小中原115

養護老人ホーム和楽園

玉野市長尾2121-2

特別養護老人ホーム宗玉園

玉野市梶岡576-2

特別養護老人ホ－ムいこい荘

玉野市長尾1578-2

特別養護老人ホ－ムいこい荘（ユニット型）

玉野市長尾1578-2

特別養護老人ホ－ムフェニックス

玉野市玉原2ｰ24ｰ40

特別養護老人ホームグランデパール

玉野市用吉1676-1

特別養護老人ホーム夢

玉野市山田468-1

玉野スマイルタウン特別養護老人ホームすまいる苑

玉野市田井6-8-1

特別養護老人ホームひび喜楽園

玉野市渋川1-14-13

特別養護老人ホームハモニカドゥーエ

玉野市長尾2116

有料老人ホームハモニカドゥーエ

玉野市長尾2116

特別養護老人ホーム玉野山田荘

玉野市山田3275

岡山県西部地区養護老人ホーム組合敬愛園

笠岡市神島外浦1-1

特別養護老人ホーム三愛園

笠岡市笠岡1080-1

特別養護老人ホーム天神荘

笠岡市神島3626-7

特別養護老人ホーム瀬戸内荘

笠岡市横島1944-1

小規模特別養護老人ホームみどりの丘

笠岡市笠岡5128-1

介護付き有料老人ホームドルフィン拓海

笠岡市拓海町182

介護付き有料老人ホームドルフィン笠岡

笠岡市入江151-1

特別養護老人ホーム海

笠岡市横島1944-1

特別養護老人ホーム飛鳥の里三清荘

笠岡市関戸837-1

井原市偕楽園

井原市上出部町四季が丘20-5

特別養護老人ホームきのこ荘

井原市木之子町2330

特別養護老人ホーム長楽園

井原市美星町西水砂2236-7

特別養護老人ホーム小田川荘

井原市芳井町川相351

ケアハウス四季が丘

井原市上出部町四季が丘20-7

特別養護老人ホーム四季の里

井原市上出部町四季が丘20-4

介護付き有料老人ホームドルフィン岩倉

井原市岩倉町342-1

総社市清梁園

総社市原2267

特別養護老人ホームさくばらホーム

総社市日羽454

特別養護老人ホーム三清荘

総社市久米48-1

特別養護老人ホーム三清荘（ユニット型）

総社市久米48-1

シルバーセンターセレーノ総社

総社市久代5127
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ケアハウスセレーノ総社

総社市久代5127

ケアハウスほほえみ

総社市小寺986-1
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在

特別養護老人ホームグリーンアンドリバーホーム

総社市清音三因1074-1

特別養護老人ホームグリーンアンドリバーホーム（ユニット型）

総社市清音三因1074-1

ケアハウスグリーンアンドリバーホーム

総社市清音三因1074-1

特別養護老人ホームいずみの杜

総社市小寺958

地域密着型特別養護老人ホーム結いのさと愛家里

総社市秦330-1

特別養護老人ホーム白和荘

高梁市高倉町大瀬八長2663-1

特別養護老人ホーム白和荘（ユニット型）

高梁市高倉町大瀬八長2663-1

特別養護老人ホームグリーンヒル順正

高梁市松原町神原2281-8

特別養護老人ホームグリーンヒル順正（ユニット型）

高梁市松原町神原2281-8

社会福祉法人順正福祉会ケアハウスグリーンヒル順正

高梁市松原町神原2281-8

特別養護老人ホーム有漢荘

高梁市有漢町有漢7945-16

特別養護老人ホーム鶴寿荘

高梁市成羽町下原268-1

特別養護老人ホームちかのり

高梁市落合町近似1326番地1

軽費老人ホームケアハウスちかのり荘

高梁市落合町近似1324番地2

養護老人ホーム成羽長寿園

高梁市成羽町成羽2251-1

新見市養護老人ホーム和みの郷かなや

新見市金谷641

特別養護老人ホーム唐松荘

新見市唐松1749-2

特別養護老人ホームおおさ苑

新見市大佐田治部3221

特別養護老人ホーム哲西荘

新見市哲西町矢田4351

特別養護老人ホームゆずり葉

新見市新見897-7

養護老人ホーム蕃山荘

備前市蕃山1309-1

特別養護老人ホーム大ヶ池荘

備前市伊部964-1

盲養護老人ホーム備前多聞荘

備前市鶴海2401

特別養護老人ホーム備前多聞荘

備前市鶴海2401

特別養護老人ホーム深谷荘

備前市三石2791-1

特別養護老人ホーム深谷荘（ユニット型）

備前市三石2791-1

特別養護老人ホーム亀楽荘

備前市吉永町吉永中363

特別養護老人ホームあじさいのおか牛窓

瀬戸内市牛窓町長浜1745-1

特別養護老人ホームあじさいのおか牛窓（ユニット型）

瀬戸内市牛窓町長浜1745-1

養護老人ホーム楽々園

瀬戸内市邑久町北池169

特別養護老人ホーム錦海荘

瀬戸内市邑久町尻海字通り山5513-1

特別養護老人ホーム長船荘

瀬戸内市長船町服部1141

特別養護老人ホームせとうち

瀬戸内市邑久町福中1180

特別養護老人ホームせとの夢

瀬戸内市邑久町虫明6268-2

特別養護老人ホーム山陽寿荘

赤磐市桜が丘西9-1-1

特別養護老人ホーム桃香の里

赤磐市熊崎276-1

特別養護老人ホーム桃香の里（ユニット型）

赤磐市熊崎276-1

特別養護老人ホーム広虫荘

赤磐市沢原1395

特別養護老人ホーム花岡荘

真庭市下中津井505

特別養護老人ホーム神庭荘

真庭市組370-1

特別養護老人ホーム神庭荘Ⅱ

真庭市組370-1

特別養護老人ホーム檜山荘

真庭市上市瀬1050-39

地域密着型特別養護老人ホーム檜山荘

真庭市上市瀬1050-39

特別養護老人ホーム十字園

真庭市下河内2275

特別養護老人ホーム千寿荘

真庭市蒜山上長田28-1

特別養護老人ホーム千寿荘（ユニット型）

真庭市蒜山上長田28-1

養護老人ホーム百楽苑

真庭市草加部1720-2

美作特別養護老人ホームやすらぎ荘

美作市古町1707-3

特別養護老人ホームみまさか園

美作市北山404-1

ケアハウスさいわい

美作市北山404-1
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作東寮養護老人ホーム

美作市川北1089

特別養護老人ホーム作東寮

美作市川北1089

ロマンシティあいだ

美作市井口41-2

美作特別養護老人ホーム地域密着型やすらぎ荘

美作市古町1707-3

特別養護老人ホーム寿光園

浅口市金光町下竹1775-1

特別養護老人ホ－ムオペラハウス鴨方

浅口市鴨方町地頭上567

特別養護老人ホームひまわり園

和気郡和気町佐伯158

ケアハウスひまわり園

和気郡和気町佐伯158

養護老人ホーム藤見苑

和気郡和気町藤野1025

特別養護老人ホーム和気広虫荘

和気郡和気町和気字山根108

ケアハウスわけ

和気郡和気町和気116

特別養護老人ホーム和気えんじゅの里

和気郡和気町衣笠834-1

特別養護老人ホーム白亜館

都窪郡早島町早島4962-11

特別養護老人ホ－ム矢掛荘

小田郡矢掛町南山田3044-12

特別養護老人ホ－ム矢掛荘（ユニット型）

小田郡矢掛町南山田3044-12

苫田郡鏡野町立養護老人ホームかがみの園

苫田郡鏡野町古川475-1

特別養護老人ホームいずみ山荘

苫田郡鏡野町大字公保田字給分田73-2

地域密着型特別養護老人ホーム新宅

苫田郡鏡野町公保田155-1

特別養護老人ホーム奥津広済園

苫田郡鏡野町杉750-4

特別養護老人ホーム南光荘

勝田郡勝央町美野1877

特別養護老人ホームあかり

勝田郡勝央町小矢田653-1

特別養護老人ホームなぎみ苑

勝田郡奈義町広岡30

特別養護老人ホームなぎみ苑（ユニット型）

勝田郡奈義町広岡30

特別養護老人ホームイーエスサウスヒルズ

久米郡久米南町下弓削647

久米老人ホーム組合静香園

久米郡美咲町打穴下1766

特別養護老人ホーム白寿荘

久米郡美咲町錦織2357-1

特別養護老人ホーム吉井川荘

久米郡美咲町吉ケ原838

特別養護老人ホーム吉井川荘（ユニット型）

久米郡美咲町吉ケ原838

特別養護老人ホームかもがわ荘

加賀郡吉備中央町上加茂517-3

特別養護老人ホーム吉備高原賀陽荘

加賀郡吉備中央町上竹753

特別養護老人ホームきびハイツ

加賀郡吉備中央町上野1883-5

吉備高原総合福祉センター軽費老人ホームこぶし苑

加賀郡吉備中央町吉川7531
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社会福祉法人旭川荘のぞみ寮

岡山市北区平田407

障害者支援施設吉備ワークホーム

岡山市北区祇園866

障害者支援施設竜ノ口寮

岡山市北区祇園866

王慈療護園

倉敷市児島下の町2-12-24

障がい者支援施設ベネヴィータ王慈

倉敷市児島田の口7-6-39

社会福祉法人千寿福祉会障がい者支援施設みすず荘

津山市瓜生原326ｰ1

障害者支援施設あすなろ園

津山市西下1003-1

障害者支援施設こうのしま荘

笠岡市神島3628-3

社会福祉法人旭川荘かわかみ療護園

高梁市川上町上大竹2051

障害者支援施設大佐荘

新見市大佐田治部3245

障害者支援施設神郷の園

新見市神郷下神代1955番地

障がい者支援施設さやかなる苑

久米郡美咲町書副182-4

11 / 12 ページ

在

地

施

設

名

所

障がい者支援施設吉備高原清和荘

加賀郡吉備中央町北975-1

吉備高原総合福祉センター障害者支援施設さくら苑

加賀郡吉備中央町吉川7531
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たましま寮

倉敷市玉島八島1385-1

救護施設津山広済寮

津山市小田中1412

笠岡市恵風荘

笠岡市用之江429-1

矢掛町立矢掛寮

小田郡矢掛町小田5630
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