
不在者投票指定施設一覧

令和3年（2021年）10月14日現在

№ 施設区分① 施 設 区 分 ② 郵 便 番 号 所 在 地 電 話 番 号

1 病院 病院 医療法人社団永生会 永生病院 193-0942 八王子市椚田町583-15 661-4108

2 病院 病院 医療法人永寿会 恩方病院 192-0153 八王子市西寺方町105 651-3411

3 病院 病院 医療法人社団青雲会 北野台病院 192-0911 八王子市打越町1068 637-1001

4 病院 病院 医療法人社団ＫＮＩ 北原国際病院 192-0045 八王子市大和田町1-7-23 645-1110

5 病院 病院 医療法人社団ＫＮＩ 北原リハビリテーション病院 192-0012 八王子市左入町461 692-3332

6 病院 病院 医療法人財団青溪会 駒木野病院 193-0841 八王子市裏高尾町273 663-2222

7 病院 病院 社会医療法人社団愛有会 三愛病院 192-0005 八王子市宮下町377 691-4111

8 病院 病院 八王子保健生活協同組合 城山病院 193-0826 八王子市元八王子町3-2872-1665-2611

9 病院 病院 一般財団法人 仁和会総合病院 192-0046 八王子市明神町4-8-1 644-3711

10 病院 病院 医療法人社団清智会 清智会記念病院 192-0904 八王子市子安町3-24-15 624-5111

11 病院 病院 医療法人社団　葵会 AOI八王子病院 192-0046 八王子市明神町4-21-4 698-0088

12 病院 病院 医療法人財団敬寿会 相武病院 192-0001 八王子市戸吹町323-1 691-7788

13 病院 病院 医療法人社団東京愛成会 高月病院 192-0005 八王子市宮下町178-4 691-1131

14 病院 病院 医療法人財団緑雲会 多摩病院 192-0015 八王子市中野町2082 623-5308

15 病院 病院 学校法人東海大学 東海大学医学部付属八王子病院 192-0032 八王子市石川町1838 639-1111

16 病院 病院 一般財団法人高尾保養院 東京高尾病院 193-0844 八王子市高尾町2187 661-6652

17 病院 病院 医療法人社団玉栄会 東京天使病院 193-0811 八王子市上壱分方町50-1 651-5331

18 病院 病院 医療法人社団明和会 西八王子病院 192-0151 八王子市上川町2150 654-4551

19 病院 病院 学校法人東京医科大学 東京医科大学八王子医療センター 193-0944 八王子市館町1163 665-5611

20 病院 病院 医療法人社団東光会 八王子山王病院 192-0042 八王子市中野山王2-15-16 626-1144

21 病院 病院 医療法人財団中山会 八王子消化器病院 192-0903 八王子市万町177-3 626-5111

22 病院 病院 医療法人社団光生会 平川病院 192-0152 八王子市美山町1076 651-3131

23 病院 病院 医療法人財団興和会 右田病院 192-0043 八王子市暁町1-48-18 623-9651

24 病院 病院 医療法人社団永生会 南多摩病院 193-0832 八王子市散田町3-10-1 663-0111

25 病院 病院 医療法人社団 米山産婦人科病院 192-0065 八王子市新町2-12 642-5225

施 設 名 称
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26 病院 病院 医療法人永寿会 陵北病院 192-0153 八王子市西寺方町315 651-3231

27 病院 病院 医療法人社団永生会 みなみ野病院 192-0916 八王子市みなみ野5-30-3 632-8118

28 病院 病院 医療法人社団鵬友会 協和病院 193-0801 八王子市川口町2758番地 654-4231

29 病院 介護医療院 医療法人永寿会 介護医療院　陵北病院 192-0153 八王子市西寺方町315 651-3231

30 病院 介護医療院 社会医療法人社団愛有会 さんあい介護医療院 192-0005 八王子市宮下町377 691-4111

31 病院 介護老人保健施設 医療法人社団永生会 イマジン 193-0942 八王子市椚田町583-15 662-7000

32 病院 介護老人保健施設 医療法人社団明和会 ウエストケアセンター 192-0151 八王子市上川町2135 654-5511

33 病院 介護老人保健施設 医療法人社団玉栄会 エンジェルコート 193-0811 八王子市上壱分方町71-1 652-2031

34 病院 介護老人保健施設 医療法人社団光生会 ハートランド　ぐらんぱぐらんま 192-0152 八王子市美山町1074 652-2155

35 病院 介護老人保健施設 医療法人財団川瀬会 南大沢ホロス由木 192-0364 八王子市南大沢2-224-5 678-2111

36 病院 介護老人保健施設 医療法人社団 珠泉会 アメイズ 192-0042 八王子市中野山王2-8-2 649-6601

37 老人ホーム 有料老人ホーム 社会福祉法人　清明会 浅川ホーム 193-0841 八王子市裏高尾町957 661-1513

38 老人ホーム 有料老人ホーム 社会福祉法人　聖隷福祉事業団 明日見らいふ南大沢 192-0364 八王子市南大沢3-16-1 679-3030

39 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　白百合会特別養護老人ホーム 恩方ホーム 192-0156 八王子市下恩方町180-1 651-3157

40 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　一誠会 偕楽園ホーム 192-0005 八王子市宮下町983番地 691-2830

41 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　美薗会特別養護老人ホーム 絹の道 192-0375 八王子市鑓水94 674-8200

42 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　親和福祉会特別養護老人ホーム 小松原園 193-0802 八王子市犬目町688-2 654-8331

43 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　永寿会特別養護老人ホーム 山水園 192-0153 八王子市西寺方町303 651-6281

44 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　恒陽会特別養護老人ホーム サントピア 192-0154 八王子市下恩方町3372 651-8821

45 老人ホーム 有料老人ホーム (株)エヌエムライフ　有料老人ホーム ジョイステージ八王子 193-0823 八王子市横川町924-2 622-0101

46 老人ホーム 有料老人ホーム （株）シルバービレッジ シルバービレッジ八王子 193-0815 八王子市暁町1-47-1 627-0432

47 老人ホーム 有料老人ホーム （株）シルバービレッジ シルバービレッジ八王子西 192-0005 八王子市宮下町500 691-8325

48 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　秋桜の会特別養護老人ホーム 諏訪の森 193-0812 八王子市諏訪町110-2 652-3711

49 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　清明会特別養護老人ホーム 清明園 193-0841 八王子市裏高尾町957 661-1513

50 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　東京玉葉会 青陽園 193-0801 八王子市川口町1543 654-4025
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51 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　淨栄会特別養護老人ホーム 第二徳寿園 192-0152 八王子市美山町861-1 652-0521

52 老人ホーム 養護老人ホーム 社会福祉法人　多摩養育園　養護老人ホーム 竹の里 193-0802 八王子市犬目町560 654-4046

53 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　ゆずの木特別養護老人ホーム 多摩シルバーハウス 192-0373 八王子市上柚木1550 670-5311

54 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　多摩養育園 多摩特養老人ホーム 192-0005 八王子市宮下町355 691-0074

55 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　東京都福祉事業協会特別養護老人ホーム 長寿園 193-0815 八王子市叶谷町1133 622-0119

56 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　明徳会特別養護老人ホーム 藤寿苑 192-0046 八王子市明神町4-18-12 648-5171

57 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　淨栄会特別養護老人ホーム 徳寿園 192-0152 八王子市美山町875-6 651-7751

58 老人ホーム 養護老人ホーム 社会福祉法人　多摩養育園 養護老人ホーム 楢の里 193-0803 八王子市楢原町971 622-6777･8

59 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　八王子心成会特別養護老人ホーム 八王子心成苑 193-0944 八王子市館町1783 662-0801

60 老人ホーム 有料老人ホーム (株）長寿の森　有料老人ホーム 八王子同友会・長寿の森 192-0151 八王子市上川町1620 654-2001

61 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　清心福祉会特別養護老人ホーム ファミリーイン堀之内 192-0355 八王子市堀之内1206 679-1161

62 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　清心福祉会特別養護老人ホーム ファミリーマイホーム 192-0012 八王子市左入町373-1 692-1121

63 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　共助会特別養護老人ホーム 福寿園みなみ野 193-0846 八王子市みなみ野6-21-1 664-6121

64 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　美山聖母の苑特別養護老人ホーム マザー・ベル 192-0152 八王子市美山町2165 651-1110

65 老人ホーム 養護老人ホーム 社会福祉法人　アゼリヤ会 美山苑 192-0152 八王子市美山町1463 651-3616

66 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　アゼリヤ会特別養護老人ホーム みやま大樹の苑 192-0152 八王子市美山町1463 651-0161

67 老人ホーム 有料老人ホーム （株）SOMPOケアネクスト ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ堀之内 192-0355 八王子市堀之内3-30-9 678-6511

68 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　多摩養育園 桜の里 193-0802 八王子市犬目町560－1 654-3901

69 老人ホーム 老人短期入所施設 社会福祉法人　多摩養育園 桜の里（ショートステイ） 193-0802 八王子市犬目町560－1 654-3901

70 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　一誠会 第二偕楽園ホーム 192-0004 八王子市加住町1-18 691-0913

71 老人ホーム 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅） 社会福祉法人　一誠会 第二偕楽園ホーム　サービス付き高齢者向け住宅 192-0004 八王子市加住町1-18 691-0913

72 老人ホーム 養護老人ホーム 社会福祉法人　東京玉葉会 新浅川園 193-0801 八王子市川口町1543 654-4043

73 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　東京玉葉会 第二青陽園 193-0801 八王子市川口町1543 654-1301

74 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　清明会 長舟園 193-0824 八王子市長房町987 666-8777

75 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　愛信芳主会 丘の上レジデンス 192-0919 八王子市七国4-4-1 632-5591
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76 老人ホーム 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　八栄会　特別養護老人ホーム エクリプスみなみ野 192-0917 八王子市西片倉1-23-4 632-5065

77 老人ホーム 有料老人ホーム （株）アメニティーライフ アメニティーライフ八王子 193-0811 八王子市上壱分方町71-2 652-3001

78 老人ホーム 有料老人ホーム (株)アクティ あすなろ八王子 683-1786 八王子市小比企町1354-4 683-178

79 保護施設 保護施設 社会福祉法人　多摩養育園 光華 192-0375 八王子市鑓水428 676-8336

80 保護施設 保護施設 社会福祉法人　アゼリヤ会救護施設 優仁ホーム 192-0152 八王子市美山町1463 651-3438
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