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市町 施設の所在地 施設の名称
1 津市 津市西丸之内２９番２９号 医療法人永井病院
2 津市 津市江戸橋二丁目１７４番地 国立大学法人三重大学医学部附属病院
3 津市 津市城山一丁目１２番１号 三重県立こころの医療センター
4 津市 津市南新町１７番２２号 医療法人同心会遠山病院
5 津市 津市北丸之内８２番地 特定医療法人暲純会武内病院
6 津市 津市一身田町３３３番地 岩崎病院
7 津市 津市大里窪田町３５７番地 独立行政法人国立病院機構三重病院
8 津市 津市船頭町１７２１番地 津生協病院
9 津市 津市下弁財町津興３０４０番地 医療法人倉本内科病院
10 津市 津市大門１番３号 大門病院
11 津市 津市一身田町３８７番地 第二岩崎病院
12 津市 津市栗真中山町下沢７９番地の５ 医療法人吉田クリニック
13 津市 津市大字殿村字井尻８６０番地 社会福祉法人こしば福祉会老人保健施設トマト
14 津市 津市乙部１１番５号 医療法人十愛会津老人保健施設アルカディア
15 津市 津市高茶屋小森上野町野田７３７番地 社会福祉法人洗心福祉会津介護老人保健施設シルバーケア豊壽園

16 津市 津市南中央２８番１３号 若葉病院
17 津市 津市榊原町７７７番地 独立行政法人国立病院機構榊原病院
18 津市 津市戸木町５０４３番地 医療法人久居病院
19 津市 津市榊原町１０３３番地４ 医療法人暲純会榊原温泉病院
20 津市 津市大鳥町４２４番地の１ 藤田保健衛生大学七栗記念病院
21 津市 津市久居井戸山町７５９番地の７ 社会福祉法人素問会芹の里老人保健施設
22 津市 津市榊原町５６３０番地 医療法人凰林会榊原白鳳病院
23 津市 津市久居井戸山町７５９番地 医療法人井上内科病院萩の原老人保健施設
24 津市 津市榊原町５６３０番地 医療法人凰林会介護老人保健施設さくら苑
25 津市 津市久居明神町２１５８番地５ 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター
26 津市 津市河芸町東千里３番地の１ 老人保健施設いこいの森
27 津市 津市芸濃町椋本６１７６番地 医療法人府洲会老人保健施設ロマン
28 津市 津市安濃町東観音寺字日野丘３５３番地 介護老人保健施設あのう
29 津市 津市一志町高野２３６番地５ 介護老人保健施設万葉の里
30 津市 津市白山町南家城６１６番地 三重県立一志病院
31 津市 津市白山町二本木１１６３番地 介護老人保健施設つつじの里
32 津市 津市榊原町5599番地 介護老人保健施設第二さくら苑
33 四日市市 四日市市水沢町６３８番地の３ 水沢病院
34 四日市市 四日市市富田浜町２６番１４号 医療法人富田浜病院
35 四日市市 四日市市羽津山町１０番８号 独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター

36 四日市市 四日市市芝田２丁目２番３７号 市立四日市病院
37 四日市市 四日市市大字日永５４５０番地の１３２ 三重県立総合医療センター
38 四日市市 四日市市生桑町字菰池４５８番地の１ 医療法人尚豊会みたき総合病院
39 四日市市 四日市市大字日永５０３９番地 総合心療センターひなが
40 四日市市 四日市市中部８番１５号 医療法人里仁会二宮病院
41 四日市市 四日市市小古曽３丁目５番３３号 医療法人社団山中胃腸科病院
42 四日市市 四日市市城北町８番１号 医療法人社団主体会主体会病院
43 四日市市 四日市市山田町５５３８番地の１ 医療法人社団主体会小山田記念温泉病院
44 四日市市 四日市市山田町５５０１番地の１ 社会福祉法人青山里会小山田老人保健施設
45 四日市市 四日市市城東町３番２１号 老人保健施設みえ川村老健
46 四日市市 四日市市山田町５５３８番地の１ 小山田記念温泉病院老人保健施設みえの郷
47 四日市市 四日市市羽津山町１０番８号   独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター附属介護老人保健施設

48 四日市市 四日市市中部８番１５号 老人保健施設ちゅうぶ
49 四日市市 四日市市富田浜町２６番１４号 富田浜老人保健施設
50 四日市市 四日市市富田浜町29-20 小規模介護老人保健施設浜っこサテライト
51 伊勢市 伊勢市楠部町３０３８番地 市立伊勢総合病院
52 伊勢市 伊勢市曽祢一丁目７番２１号 田中病院
53 伊勢市 伊勢市楠部町２６０５番地１３ 介護老人保健施設山咲苑
54 伊勢市 伊勢市常磐２丁目７番２８号 医療法人全心会伊勢慶友病院
55 伊勢市 伊勢市上野町２８５５－１ 介護老人保健施設　上野の郷
56 伊勢市 伊勢市二見町三津字池田８５５番地 ふたみ介護老人保健施設シルバーケア豊壽園
57 伊勢市 伊勢市船江1丁目471番2 伊勢赤十字病院
58 伊勢市 伊勢市御薗町高向字上千田７７５番１ 伊勢赤十字老人保健施設虹の苑
59 松阪市 松阪市殿町１５５０番地 松阪市民病院
60 松阪市 松阪市朝日町一区１５番地の６ 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院
61 松阪市 松阪市川井町１０２番地 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院
62 松阪市 松阪市久保町１９２７番地の２ 松阪厚生病院
63 松阪市 松阪市南町４４３番地の４ 医療法人桜木記念病院
64 松阪市 松阪市山室町２２７５番地 私立南勢病院
65 松阪市 松阪市鎌田町２３４番地１０ 医療法人社団嘉祥会介護老人保健施設嘉祥苑
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66 松阪市 松阪市久保町１９２７番地６ 社会福祉法人愛恵会介護老人保健施設緑風苑
67 松阪市 松阪市山室町６９０番地１ 医療法人松徳会介護老人保健施設カトレア
68 松阪市 松阪市山室町７０７番地３ 医療法人松徳会花の丘病院
69 松阪市 松阪市飯南町粥見５４７１番地１８ 老人保健施設さくらんぼ
70 松阪市 松阪市嬉野中川町1529-1 介護老人保健施設やまゆりの里
71 松阪市 松阪市東黒部町835番地 介護老人保健施設まとかた
72 桑名市 桑名市寿町三丁目１１番地 地方独立行政法人桑名市総合医療センター
73 桑名市 桑名市大字江場1３６５番地 医療法人誠会山崎病院
74 桑名市 桑名市京橋町３０番地 医療法人桑名病院
75 桑名市 桑名市中央町五丁目７番地 医療法人財団青木会青木記念病院
76 桑名市 桑名市和泉八丁目２６４番地３ 医療法人尚徳会ヨナハ総合病院
77 桑名市 桑名市大字大福字雀塚４７１番地２ 医療法人尚徳会ヨナハ介護老人保健施設
78 桑名市 桑名市多度町柚井１７０２番地 医療法人社団橘会多度あやめ病院
79 桑名市 桑名市長島町福吉２７１番地 医療法人（社団）佐藤病院長島中央病院
80 桑名市 桑名市長島町福吉２７１番地 医療法人（社団）佐藤病院介護老人保健施設ながしま
81 桑名市 桑名市大央町２１番地の１５ 医療法人（社団）佐藤病院介護老人保健施設ことぶき
82 鈴鹿市 鈴鹿市安塚町山之花１２７５番地の５３ 三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院
83 鈴鹿市 鈴鹿市加佐登三丁目２番１号 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院
84 鈴鹿市 鈴鹿市岸岡町５８９番地の２ 三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿厚生病院
85 鈴鹿市 鈴鹿市神戸３丁目１２番１０号 医療法人博仁会村瀬病院
86 鈴鹿市 鈴鹿市平田一丁目３番７号 医療法人誠仁会塩川病院
87 鈴鹿市 鈴鹿市高岡町５５０番地 高木病院
88 鈴鹿市 鈴鹿市国府町１１２番地の１ 鈴鹿回生病院
89 鈴鹿市 鈴鹿市中冨田町字中谷５１８番地 鈴鹿さくら病院
90 鈴鹿市 鈴鹿市平田一丁目３番５号 老人保健施設アルテハイム鈴鹿
91 鈴鹿市 鈴鹿市神戸三丁目１２番１０号 老人保健施設ひまわり
92 鈴鹿市 鈴鹿市庄野町字北蟻腰２５５０番地 介護老人保健施設鈴の丘
93 鈴鹿市 鈴鹿市高塚町字北新地２０３６番地 介護老人保健施設パークヒルズ高塚
94 名張市 名張市夏見３２６０番地の１ 医療法人寺田病院
95 名張市 名張市百合が丘西１番町１７８番地 名張市立病院
96 名張市 名張市百合が丘西１番町１７９番地 名張市介護老人保健施設ゆりの里
97 名張市 名張市東町１９２１番地１ 医療法人福慈会介護老人保健施設ふくにし
98 名張市 名張市鴻之台1番町72番地 介護老人保健施設憩いの街
99 尾鷲市 尾鷲市上野町５番２５号 尾鷲総合病院
100 亀山市 亀山市西丸町５３９番地 田中病院
101 亀山市 亀山市亀田町４６６番地の１ 亀山市立医療センター
102 亀山市 亀山市羽若町字松本６４５－１４ 社会福祉法人青山里会亀山老人保健施設
103 亀山市 亀山市東御幸町２３２番地 社会医療法人峰和会亀山回生病院
104 鳥羽市 鳥羽市安楽島町字腰掛１０４５番地７７ 老人保健施設鳥羽豊和苑
105 熊野市 熊野市久生屋町８６８番地 医療法人紀南会　熊野病院
106 熊野市 熊野市久生屋町８４７番地２ 介護老人保健施設オレンジロードむつみ苑
107 いなべ市 いなべ市北勢町阿下喜７７１番地 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター　いなべ総合病院

108 いなべ市 いなべ市北勢町麻生田１５２５番地 特定医療法人北勢会北勢病院
109 いなべ市 いなべ市北勢町阿下喜６８０番地 医療法人（社団）大和会日下病院
110 いなべ市 いなべ市北勢町阿下喜６８０番地 医療法人（社団）大和会介護老人保健施設銀花
111 いなべ市 いなべ市北勢町阿下喜3732番地 介護老人保健施設オアシス
112 志摩市 志摩市大王町波切１９４１番地１ 国民健康保険志摩市民病院
113 志摩市 志摩市阿児町鵜方１２５７番地 三重県立志摩病院
114 志摩市 志摩市阿児町国府１０６１番地１５２ 介護老人保健施設志摩豊和苑
115 志摩市 志摩市阿児町鵜方２５５５番地９ 医療法人豊和会豊和病院
116 志摩市 志摩市志摩町片田４８０７－１ 志摩市介護老人保健施設志摩の里
117 伊賀市 伊賀市上野桑町１７３４番地 医療法人社団岡波総合病院
118 伊賀市 伊賀市四十九町２８８８番地 財団法人信貴山病院分院上野病院
119 伊賀市 伊賀市四十九町８３１番地 伊賀市立上野総合市民病院
120 伊賀市 伊賀市下友生鳥ヶ峰２９１６番地 介護老人保健施設第２おかなみ
121 伊賀市 伊賀市ゆめが丘四丁目１番地５ 介護老人保健施設伊賀ゆめが丘
122 伊賀市 伊賀市上野桑町１６１５番地 介護老人保健施設おかなみ
123 伊賀市 伊賀市円徳院３２４番地１ 介護老人保健施設伊賀さくら苑
124 東員町 員弁郡東員町大字穴太２４００番地 医療法人康誠会東員病院
125 東員町 員弁郡東員町大字穴太２０００番地 医療法人大仲会大仲さつき病院
126 菰野町 三重郡菰野町大字福村７５番地 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター　菰野厚生病院

127 菰野町 三重郡菰野町大字千草字東江野７０４５番地の７３ 医療法人尚徳会湯の山介護老人保健施設
128 菰野町 三重郡菰野町宿野１６４１番地の１０ 社会福祉法人鈴鹿聖十字会介護老人保健施設聖十字ハイツ

129 菰野町 三重郡菰野町大字宿野３７１番地 老人保健施設　友愛トピア
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130 川越町 三重郡川越町大字豊田３０２番地の１ 老人保健施設「あさけ」
131 多気町 多気郡多気町仁田７０６番７号 老人保健施設みずほの里
132 多気町 多気郡多気町古江字東山１５１２－１ 介護老人保健施設なごみの里
133 明和町 多気郡明和町大字上野４３５番地 恩賜財団済生会明和病院
134 明和町 多気郡明和町大字南藤原７５１番地 介護老人保健施設第二嘉祥苑「アコラス」
135 大台町 多気郡大台町上三瀬６６３番地２ 三重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院
136 大台町 多気郡大台町江馬１１４番地 大台町介護老人保健施設みやがわ
137 玉城町 度会郡玉城町佐田８８１番地 玉城町国民健康保険玉城病院
138 玉城町 度会郡玉城町佐田８８１番地 玉城町老人保健施設ケアハイツ玉城
139 玉城町 度会郡玉城町原字風呂山２８３５番地 介護老人保健施設　弘樹苑
140 南伊勢町 度会郡南伊勢町五ヶ所浦２９６９番地 町立南伊勢病院
141 南伊勢町 度会郡南伊勢町慥柄浦１番地１ 南島メディカルセンター
142 南伊勢町 度会郡南伊勢町慥柄浦１番地１ 介護老人保健施設水脈の郷
143 紀北町 北牟婁郡紀北町東長島２番地 社会医療法人峰和会長島回生病院
144 紀北町 北牟婁郡紀北町上里２２５番地の８ 医療法人慈心会第一病院
145 紀北町 北牟婁郡紀北町上里２３９番地８ 介護老人保健施設菖蒲園
146 紀北町 北牟婁郡紀北町東長島２４８２番地 社会医療法人峰和会介護老人保健施設輝
147 御浜町 南牟婁郡御浜町大字阿田和４７５０番地 紀南病院
148 御浜町 南牟婁郡御浜町大字阿田和１７７番地 紀南病院組合老人保健施設きなん苑
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1 津市 津市高洲町１５番４３号 養護老人ホーム社会福祉法人青松園
2 津市 津市高洲町１５番４３号 特別養護老人ホーム社会福祉法人青松園
3 津市 津市大里野田町字宮下１１２４番地１ 社会福祉法人高田慈光院
4 津市 津市大里野田町字宮下１１２４番地１ 特別養護老人ホーム高田光寿園
5 津市 津市片田長谷町字四谷１６７番地の１ 社会福祉法人敬愛会特別養護老人ホーム慈宗院
6 津市 津市大字野田字千束２０５９番地 特別養護老人ホーム泉園
7 津市 津市河辺町１３１７番地の１ 特別養護老人ホーム報徳園
8 津市 津市高茶屋小森町４１５２番地 特別養護老人ホームシルバーケア豊壽園
9 津市 津市豊が丘五丁目４７番６号 軽費老人ホームケアハウスベタニヤハウス
10 津市 津市久居井戸山町７０７番地の３ 特別養護老人ホーム芹の里
11 津市 津市榊原町古井谷５６８４番地 社会福祉法人三重福祉会特別養護老人ホーム榊原陽光苑

12 津市 津市戸木町４１７０番地２ 介護利用型ケアハウスかざはや苑
13 津市 津市河芸町浜田８６０番地 特別養護老人ホームハートヒルかわげ
14 津市 津市河芸町浜田８６０番地 ケアハウスグリーンヒルかわげ
15 津市 津市芸濃町椋本精進谷５３１０番地の１ 特別養護老人ホームげいのう逢春園
16 津市 津市芸濃町椋本３８０５番地２ 社会福祉法人いろどり福祉会ケアハウス・在宅複合施設花紬

17 津市 津市美里町三郷４３０番地 特別養護老人ホーム美里ヒルズ
18 津市 津市安濃町田端上野字小谷９７０番地の３ 特別養護老人ホーム明合乃里
19 津市 津市安濃町妙法寺８９２番地 A型軽費老人ホーム安濃聖母の家
20 津市 津市白山町二本木１１６３番地 特別養護老人ホームきずな
21 津市 津市芸濃町椋本６１７７－１ 介護付有料老人ホーム昭和ろまん
22 津市 津市一身田豊野１６５９ 特別養護老人ホーム豊野みかんの里
23 津市 津市野田２０３３番地１ しおりの里ケアハウス
24 津市 津市戸木町４１６９番地４ 特別養護老人ホームライフかざはや
25 津市 津市久居明神町字風早２０７７番地 住宅型有料老人ホームハーモニーハウス津
26 津市 津市一身田上津部田１４２４ 有料老人ホームサンヒルズガーデン
27 津市 津市安濃町今徳８１番２ 特別養護老人ホーム安濃聖母の家
28 津市 津市野田２０３５番地２ しおりの里広域型特別養護老人ホーム
29 津市 津市一身田平野726番地6 特別養護老人ホーム津の街
30 津市 津市豊が丘五丁目47-8 特別養護老人ホームアガペホーム
31 津市 津市久居明神町字風早2073 介護付有料老人ホームハーモニーハウス津アネックス
32 津市 津市白山町二本木字山わき4009-3 特別養護老人ホーム優美
33 津市 津市安濃町戸島569-3 特別養護老人ホームカサデマドレ
34 津市 津市神戸154-9 サービス付き高齢者向け住宅安濃津ろまん
35 四日市市 四日市市山田町５５００番地の１ 社会福祉法人青山里会小山田特別養護老人ホーム
36 四日市市 四日市市山田町５５０５番地 社会福祉法人青山里会第二小山田特別養護老人ホーム
37 四日市市 四日市市西坂部町１１２７番地 社会福祉法人三重福祉会特別養護老人ホーム陽光苑
38 四日市市 四日市市垂坂町８番地の２ 介護老人福祉施設ヴィラ四日市
39 四日市市 四日市市智積町中須３４番地の１ 特別養護老人ホーム英水苑
40 四日市市 四日市市西大鐘町１５８０番地 特別養護老人ホーム・よっかいち諧朋苑
41 四日市市 四日市市西坂部町１１２６番地の１ 社会福祉法人三重福祉会特定有料老人ホームリバティハウス

42 四日市市 四日市市西坂部町１１２６番地の１ 社会福祉法人三重福祉会特定有料老人ホーム第二リバティハウス

43 四日市市 四日市市河原田町字西台２１４６番地 特別養護老人ホーム南部陽光苑
44 四日市市 四日市市寺方町東谷９８６－４ 介護総合センターかんざき
45 四日市市 四日市市大字日永５５３０－２３ グリーンライフ英水苑
46 四日市市 四日市市山田町5496番地 第二小山田軽費老人ホーム
47 四日市市 四日市市山田町5496番地 小山田軽費老人ホーム
48 四日市市 四日市市城東町3番22号 ケアハウス常磐
49 四日市市 四日市市山田町5538番地の3 小山田ケアハウス
50 四日市市 四日市市采女町字森ヶ山４１８番の1 特別養護老人ホームうねめの里
51 四日市市 四日市市大字泊村1050番地13 寿楽陽光苑
52 四日市市 四日市市富田浜町25-10 富田浜特別養護老人ホーム浜風
53 四日市市 四日市市大字日永5530番地の23 特別養護老人ホーム日永英水苑
54 四日市市 四日市市白須賀一丁目12番8号 特別養護老人ホームかすみの里
55 四日市市 四日市市中野町字源内2494番地1 聖十字四日市老人福祉施設
56 四日市市 四日市市楠町本郷１１３９番地１ 介護老人福祉施設みのりの里
57 伊勢市 伊勢市二俣町５７７番地の１ 伊勢市養護老人ホーム万亀会館
58 伊勢市 伊勢市上地町３１３０番地 特別養護老人ホーム白百合園
59 伊勢市 伊勢市二俣町５７７番地の９ 特別養護老人ホーム神路園
60 伊勢市 伊勢市河崎３丁目１５番３３号 特別養護老人ホーム双寿園
61 伊勢市 伊勢市村松町３２９４番地１ 特別養護老人ホーム正邦苑
62 伊勢市 伊勢市朝熊町字扖ヶ口３０７４番地１１ 特別養護老人ホーム伊勢あさま苑
63 伊勢市 伊勢市楠部町若ノ山２６０５番地３３ 特別養護老人ホームいすず苑
64 伊勢市 伊勢市宇治浦田３丁目２３－１５ ケアハウス賀集楽
65 伊勢市 伊勢市村松町３３５５番地１ 特別養護老人ホーム正邦苑靜乾
66 伊勢市 伊勢市小俣町本町３４１－１０４ 特別養護老人ホーム雅之園
67 伊勢市 伊勢市磯町1023番地3 住宅型有料老人ホームいそかぜ
68 伊勢市 伊勢市楠部町乙77 サービス付き高齢者向け住宅いすずガーデン
69 伊勢市 伊勢市二見町三津字南浦1201番地68 特別養護老人ホームふたみ苑
70 松阪市 松阪市小阿坂町１９８６番地 社会福祉法人聖ヨゼフ会松阪南勢カトリック特別養護老人ホーム

71 松阪市 松阪市下蛸路町字里中４０９番地の１ 社会福祉法人慈徳会特別養護老人ホームさくら園
72 松阪市 松阪市鎌田町２７５番地の１ 社会福祉法人すみれ会特別養護老人ホーム吉祥苑
73 松阪市 松阪市鎌田町２８４番地の１ 社会福祉法人鈴の音会軽費老人ホームA型泰山荘
74 松阪市 松阪市小阿坂町１９８８番地６ 社会福祉法人聖ヨゼフ会松阪南勢カトリックケアハウス
75 松阪市 松阪市下村町２４７６番地 社会福祉法人　神戸福祉会ケアハウス徳和
76 松阪市 松阪市川井町字添田１３５４番地の１ 特別養護老人ホーム第２まごころ苑
77 松阪市 松阪市川井町字添田１３５８番地の１ 特別養護老人ホームまごころ苑
78 松阪市 松阪市高須町３４６０番１７ 特別養護老人ホーム松阪天啓苑
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79 松阪市 松阪市井村町２７７番地１ 養護老人ホーム百花苑
80 松阪市 松阪市久保町１９２６－１ 介護老人福祉施設花みずき
81 松阪市 松阪市嬉野中川町１５２８番地１０１ 養護老人ホームやまゆりの里
82 松阪市 松阪市嬉野中川町１５２８番地１０１ 特別養護老人ホームやまゆりの里
83 松阪市 松阪市飯高町下滝野１３５０番地の２ 社会福祉法人有徳会特別養護老人ホーム飯高有徳園
84 松阪市 松阪市久保町１８５５‐１１３ 特別養護老人ホーム松阪有徳園
85 松阪市 松阪市桜町３５番地 社会福祉法人慈徳会特別養護老人ホームさくらの郷
86 松阪市 松阪市嬉野算所町488 小規模特別養護老人ホームむつみ園
87 桑名市 桑名市大字江場８３番地 桑名市清風園
88 桑名市 桑名市大字額田字池ヶ谷１２５６番地の２ 社会福祉法人花園福祉会特別養護老人ホーム長寿苑
89 桑名市 桑名市大字西金井字村中１７０番地 社会福祉法人憩特別養護老人ホームいこい
90 桑名市 桑名市多度町福永字西福永４４０－４８ 社会福祉法人憲甚会特別養護老人ホームソフトハウス
91 桑名市 桑名市大央町50-2 特別養護老人ホームいこい　サテライトなごみ
92 鈴鹿市 鈴鹿市山辺町１０５５番地 養護老人ホーム南山
93 鈴鹿市 鈴鹿市木田町字間瀬口１９６１番地 特別養護老人ホーム鈴鹿聖十字の家
94 鈴鹿市 鈴鹿市地子町字金生水８１４番地の３０ 鈴鹿特別養護老人ホームかなしょうず園
95 鈴鹿市 鈴鹿市若松西六丁目２８番１８号 特別養護老人ホームくすのき園
96 鈴鹿市 鈴鹿市南若松町字南新田１番地 特別養護老人ホーム伊勢マリンホーム
97 鈴鹿市 鈴鹿市深溝町字北林２９５６番地 特別養護老人ホーム鈴鹿グリーンホーム
98 鈴鹿市 鈴鹿市長法寺町７６３番地 特別養護老人ホームルーエハイム
99 鈴鹿市 鈴鹿市須賀一丁目２８番２３号 特別養護老人ホームひまわり苑
100 鈴鹿市 鈴鹿市東磯山２丁目９－１ 優の里ロイヤル
101 鈴鹿市 鈴鹿市東磯山２丁目９－１ 優の里ロイヤル別館
102 鈴鹿市 鈴鹿市南玉垣町7300番地2 桜の森白子ホーム
103 鈴鹿市 鈴鹿市地子町字金生水８１４番地の３０ 短期入所生活介護事業所かなしょうず園
104 名張市 名張市新田２２３０番地の１ 名張市養護老人ホームみさと園
105 名張市 名張市新田２２３０番地の２ 名張特別養護老人ホーム
106 名張市 名張市神屋７６５番地 特別養護老人ホーム国津園
107 名張市 名張市東田原２７４５番地 在宅複合型施設グリーントピア名張
108 名張市 名張市西田原２０００番地 特別養護老人ホームはなの里
109 名張市 名張市西田原２０００番地 ケアハウスはなの里
110 名張市 名張市百合が丘西５番町１番地 特別養護老人ホーム第２はなの里
111 名張市 名張市百合が丘西５番町１番地 ケアハウス第２はなの里
112 名張市 名張市西田原２１００番地 特別養護老人ホーム第３はなの里
113 名張市 名張市赤目町長坂日之谷２５０番３ 特別養護老人ホーム名張もみじ山荘
114 名張市 名張市桜ヶ丘３１１０－１ 憩いの里名張ケアホーム
115 名張市 名張市希央台５番町３５番地 医療法人康成会メディハウスみ・かさ名張
116 名張市 名張市鴻之台1番町72番地 憩いの里鴻之台ケアホーム
117 名張市 名張市美旗中村1417番地2 特別養護老人ホームグランツァ
118 尾鷲市 尾鷲市大字大曽根浦１５番地の１ 養護老人ホーム尾鷲市立聖光園
119 尾鷲市 尾鷲市大字南浦４５８４番地の３ 尾鷲長寿園
120 尾鷲市 尾鷲市大字南浦４５８７番地の４ 特別養護老人ホームスバル台
121 尾鷲市 尾鷲市大字南浦４６２１番地の２ ケアハウスきらら
122 尾鷲市 尾鷲市三木里町字木場９６７番地８ 特別養護老人ホームあさひ
123 尾鷲市 尾鷲市三木里町９６７－１ 小規模特別養護老人ホームあさひ
124 尾鷲市 尾鷲市大字南浦字古里ノ上４６８８番地１ 小規模特別養護老人ホームあかつき
125 亀山市 亀山市布気町６０２番地 養護老人ホーム清和の里
126 亀山市 亀山市住山町字大掛５９０番地の１ 特別養護老人ホーム安全の里
127 亀山市 亀山市関町坂下２５２番地 特別養護老人ホーム華旺寿
128 亀山市 亀山市阿野田町字二本松２４４３－１ 特別養護老人ホーム亀寿苑
129 鳥羽市 鳥羽市岩倉町６０９番地 特別養護老人ホーム鳥羽陽光苑
130 鳥羽市 鳥羽市安楽島町字高山１０７５番地５８ 特別養護老人ホームあらしま苑
131 鳥羽市 鳥羽市小浜町字浜辺３００－７３ 介護付有料老人ホームさわやかシーサイド鳥羽
132 熊野市 熊野市有馬町３４６６番地の１ 特別養護老人ホームたちばな園
133 熊野市 熊野市紀和町板屋１３２番地２ 社会福祉法人紀和会ケアホーム熊南
134 熊野市 熊野市飛鳥町大又250番地 特別養護老人ホームたちばな園あすか
135 いなべ市 いなべ市北勢町阿下喜３７２８番地２ 特別養護老人ホームアイリス
136 いなべ市 いなべ市藤原町鼎１１６６番地 社会福祉法人養護老人ホーム翠明院
137 いなべ市 いなべ市藤原町上之山田１４３３番地３ 社会福祉法人特別養護老人ホーム翠明院
138 志摩市 志摩市大王町波切２２３３番地２ 志摩特別養護老人ホームともやま苑
139 志摩市 志摩市阿児町鵜方８０４番地 志摩養護老人ホーム花園寮
140 志摩市 志摩市阿児町神明１５３７番地 志摩特別養護老人ホーム才庭寮
141 志摩市 志摩市阿児町神明字中田８７８－３９ 志摩シルバーケア豊壽園
142 志摩市 志摩市大王町船越５４０番地１４ 特別養護老人ホームビビアン
143 志摩市 志摩市志摩町布施田１６７５－１　 わかば
144 志摩市 志摩市阿児町鵜方2824番地85 特別養護老人ホームうがた苑
145 伊賀市 伊賀市四十九町１８７０番地の８ 養護老人ホームこうふう苑
146 伊賀市 伊賀市朝屋７３４‐１ 盲養護老人ホーム梨ノ木園
147 伊賀市 伊賀市朝屋７３１番地 特別養護老人ホーム第二梨ノ木園
148 伊賀市 伊賀市西山１６５０番地 特別養護老人ホーム福寿園
149 伊賀市 伊賀市山出字金坪２２２０番地の１０ 特別養護老人ホームさわやか園
150 伊賀市 伊賀市市部奥山２６１１－５ 特別養護老人ホーム彩四季
151 伊賀市 伊賀市馬場字西山６００番地 社会福祉法人あやまユートピア特別養護老人ホームぬくもり園

152 伊賀市 伊賀市真泥２０６６番地 特別養護老人ホームおおやまだ鶴寿園
153 伊賀市 伊賀市腰山１１３５番地 社会福祉法人青山福祉会特別養護老人ホーム森の里
154 伊賀市 伊賀市愛田５５０番地 特別養護老人ホームいがの里
155 伊賀市 伊賀市高畑字深田７８０ 特別養護老人ホームおおぞら



不在者投票不在者投票不在者投票不在者投票のできるのできるのできるのできる施設一覧施設一覧施設一覧施設一覧 （（（（老人老人老人老人ホームホームホームホーム））））
平成３０年７月６日現在

市町 施設の所在地 施設の名称
156 伊賀市 伊賀市高畑字深田７８４－２ ケアハウスおおぞら
157 伊賀市 伊賀市畑村１８６０番地 介護付有料老人ホームハーモニーハウス伊賀大山田
158 伊賀市 伊賀市久米町字大木８７２番１ 養護老人ホーム偕楽荘
159 伊賀市 伊賀市久米町字大木８７２番１ 特別養護老人ホーム伊賀シルバーケア豊壽園
160 伊賀市 伊賀市平野清水６４１－１ 憩いの里伊賀ケアホーム
161 伊賀市 伊賀市ゆめが丘２－１－３ 特別養護老人ホームゆめが丘鶴寿園
162 伊賀市 伊賀市平野蔵垣内１－３ 介護付有料老人ホームハーモニーハウス伊賀上野
163 東員町 員弁郡東員町大字長深字狐小路３１４０番２ 特別養護老人ホームパークレジデンス
164 菰野町 三重郡菰野町大字菰野５８３３番地の１ 三重郡老人福祉施設組合養護老人ホームみずほ寮
165 菰野町 三重郡菰野町大字宿野１４３３番地の６９ 特別養護老人ホーム菰野聖十字の家
166 菰野町 三重郡菰野町大字菰野５８３３番地の１ 三重郡老人福祉施設組合特別養護老人ホームみずほ寮
167 菰野町 三重郡菰野町宿野１４３３番地の６７ 社会福祉法人鈴鹿聖十字会ケアハウス白百合ハイツ
168 朝日町 三重郡朝日町大字柿字熊之田５６４番地 特別養護老人ホーム往還
169 多気町 多気郡多気町大字四疋田字コウボシ５８０番 特別養護老人ホーム多気天啓苑
170 明和町 多気郡明和町大字上野４３５番地の１ 社会福祉法人恩賜財団三重県済生会介護老人福祉施設明和苑

171 明和町 多気郡明和町大字志貴１３３４番地 特別養護老人ホームウェルハート明和
172 大台町 多気郡大台町千代９９７番地 特別養護老人ホーム大台共生園
173 大台町 多気郡大台町薗１２３４番地 宮川福祉施設組合崇雲寮
174 大台町 多気郡大台町江馬２６０番地 特別養護老人ホームやまびこ荘
175 玉城町 度会郡玉城町勝田字濱塚３０８６番地４２ 介護老人福祉施設はなのその
176 度会町 度会郡度会町棚橋１２０２番地 特別養護老人ホームわたらい緑清苑
177 度会町 度会郡度会町大野木２９４５番地２ ケアハウス伊勢度会彩幸
178 南伊勢町 度会郡南伊勢町五ヶ所浦２８７０番地 社会福祉法人南勢聖福会特別養護老人ホーム柑洋苑
179 南伊勢町 度会郡南伊勢町小方竈１７番地 特別養護老人ホーム真砂寮
180 南伊勢町 度会郡南伊勢町船越2552番地2 地域密着型特別養護老人ホーム龍船ヒルハウス
181 南伊勢町 度会郡南伊勢町下津浦７６７番地８ 特別養護老人ホームメディカルケア伊勢志摩
182 紀北町 北牟婁郡紀北町島原１４０２番地の１ 紀北町立老人ホーム赤羽寮
183 紀北町 北牟婁郡紀北町矢口浦８４２番地 特別養護老人ホームみやま園
184 紀北町 北牟婁郡紀北町馬瀬字広田１６３５－１ 特別養護老人ホームどじょっこ
185 紀北町 北牟婁郡紀北町三浦７０９－１ サービス付き高齢者住宅たいき
186 紀北町 北牟婁郡紀北町三浦７０８ アパートたいき
187 御浜町 南牟婁郡御浜町大字下市木３４８７番地 紀南社会福祉施設組合立松涛園
188 御浜町 南牟婁郡御浜町大字神木２３番地 特別養護老人ホームエイジハウス
189 紀宝町 南牟婁郡紀宝町北桧杖９０番地 紀南特別養護老人ホーム組合宝寿園
190 紀宝町 南牟婁郡紀宝町井田１６０９番地２ 紀南特別養護老人ホーム組合亀楽苑
191 紀宝町 南牟婁郡紀宝町井田２３８９－１ 介護付高齢者住宅紀宝の丘
192 紀宝町 南牟婁郡紀宝町北檜杖字倉谷30 みふねの杜
193 紀宝町 南牟婁郡紀宝町井田２３８９－１ 高齢者住宅紀宝の丘Ⅱ
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市町 施設の所在地 施設の名称
1 津市 津市一身田大古曽６７０番地の２ 三重県身体障害者総合福祉センター
2 津市 津市大字産品字中之谷７３２番地の１ 障害者支援施設聖マッテヤ心豊苑
3 四日市市 四日市市智積町字大谷２８９６番地の１ 障害者支援施設エビノ園
4 四日市市 四日市市山田町５５００番地の３ 社会福祉法人青山里会身体障害者療護施設小山田苑
5 松阪市 松阪市嬉野森本町１５５６ 嬉野カトリックの家
6 名張市 名張市西田原２０００番地 身体障害者支援施設はなの里
7 熊野市 熊野市紀和町板屋１３２番地２ 身体障害者支援施設ケアホーム熊南
8 伊賀市 伊賀市朝屋７２５番地の１ 身体障害者支援施設梨丘園
9 菰野町 三重郡菰野町大字宿野１４３３番地の６９ 障害者支援施設菰野聖十字の家
10 玉城町 度会郡玉城町宮古７２８番地の１８ 指定障害者支援施設宮の里ミタスメモリアルホーム

不在者投票不在者投票不在者投票不在者投票のできるのできるのできるのできる施設一覧施設一覧施設一覧施設一覧 （（（（保護施設保護施設保護施設保護施設））））

市町 施設の所在地 施設の名称
1 津市 津市片田長谷町２０１番地の１ 社会福祉法人敬愛会救護施設長谷山荘
2 菰野町 三重郡菰野町大字杉谷字泥前１５７２番地の１ 社会福祉法人菰野陽気園
3 菰野町 三重郡菰野町大字千草字草里野6455番地3 救護施設菰野千草園


