
令和４年８月19日現在

病  院
№ 施      設      名 郵便番号 所   在   地

1 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 901-1193 南風原町字新川118-1

2 沖縄赤十字病院 902-8588 那覇市与儀1-3-1

3 医療法人おもと会 大浜第一病院 900-0005 那覇市字天久1000

4 医療法人おもと会 大浜第二病院 901-0215 豊見城市字渡嘉敷150

5 医療法人祥杏会 おもろまちメディカルセンター 900-0011 那覇市上之屋1-3-1

6 一般財団法人琉球生命済生会 琉生病院 902-0066 那覇市字大道56

7 琉球大学病院 903-0215 西原町字上原207

8 沖縄県立北部病院 905-8512 名護市大中2-12-3

9 沖縄県立中部病院 904-2293 うるま市字宮里281

10 沖縄県立宮古病院 906-0013 宮古島市平良字下里427-1

11 国立療養所 宮古南静園 906-0003 宮古島市平良字島尻888

12 沖縄県立八重山病院 907-0002 石垣市真栄里584－１

13 医療法人卯の会 新垣病院 904-0012 沖縄市安慶田4-10-3

14 医療法人心和会 潮平病院 904-0021 沖縄市胡屋1-17-1

15 医療法人緑水会 宜野湾記念病院 901-2211 宜野湾市宜野湾3-3-13

16 独立行政法人国立病院機構 琉球病院 904-1201 金武町字金武7958-1

17 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 901-2214 宜野湾市我如古3-20-14

18 沖縄医療生活協同組合 とよみ生協病院 901-0293 豊見城市字真玉橋593-1

19 沖縄県立精和病院 901-1105 南風原町字新川260

20 医療法人正清会 久田病院 901-1101 南風原町字大名275

21 医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 901-0493 八重瀬町字外間171-1

22 医療法人博愛会 牧港中央病院 901-2131 浦添市字牧港1199

23 地方独立行政法人那覇市立病院 902-8511 那覇市古島2-31-1

24 医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院 902-0076 那覇市与儀1-26-6

25 社会医療法人 友愛会 友愛医療センター 901-0224 豊見城市字与根50番地５

26 医療法人仁誠会 名嘉病院 904-0203 嘉手納町字嘉手納258

27 医療法人センダン 北上中央病院 904-0101 北谷町字上勢頭631-9

28 医療法人真徳会 沖縄メディカル病院 901-1414 南城市佐敷字津波古西原2310

29 医療法人和の会 与那原中央病院 901-1303 与那原町字与那原2905

30 医療法人はごろも会 仲本病院 902-0061 那覇市古島1-22-1

31 医療法人八重瀬会 同仁病院 901-2133 浦添市城間1-37-12

32 医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 901-2305 北中城村字比嘉801

33 医療法人翔南会 翔南病院 904-0034 沖縄市山内3-14-28

34 沖縄医療生活協同組合 中部協同病院 904-2153 沖縄市美里1-31-15

35 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 901-2132 浦添市伊祖4-16-1

36 医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 904-2151 沖縄市松本6-2-1

37 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 901-2492 中城村字伊集208

38 社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 沖縄療育園 901-2111 浦添市字経塚714

39 医療法人賢儀天寿会 うるま記念病院 904-2201 うるま市字昆布1832-397

40 社会医療法人敬愛会 中頭病院 904-2195 沖縄市字登川610

41 医療法人琉心会 勝山病院 905-0007 名護市字屋部468-1

42 国立療養所 沖縄愛楽園 905-1635 名護市字済井出1192

43 医療法人球陽会 海邦病院 901-2224 宜野湾市真志喜2-23-5

44 医療法人大平会 嶺井第一病院 901-2113 浦添市字大平466

45 医療法人禄寿会 小禄病院 901-0152 那覇市小禄547-1

46 公益社団法人北部地区医師会 北部地区医師会病院 905-8611 名護市字宇茂佐1712-3

47 医療法人ユカリア沖縄 かんな病院 904-1304 宜野座村字漢那469

48 医療法人社団志誠会 平和病院 904-2222 うるま市字上江洲665

49 医療法人　以和貴会　西崎病院 901-0314 糸満市座波371-1

不在者投票指定施設一覧



病  院
№ 施      設      名 郵便番号 所   在   地

50 医療法人海秀会 うえむら病院 901-2424 中城村字南上原803-3

51 医療法人徳州会　北谷病院 904-0101 北谷町字上勢頭631-4

52 医療法人信和会 沖縄第一病院 901-1111 南風原町字兼城642-1

53 医療法人上善会 かりゆし病院 907-0024 石垣市字新川2124

54 医療法人陽心会 大道中央病院 902-0067 那覇市安里1-1-37

55 医療法人大平会 嶺井リハビリ病院 901-2131 浦添市牧港3-1-10

56 医療法人徳洲会  宮古島徳洲会病院 906-0014 宮古島市平良字松原552-1

57 医療法人徳洲会  石垣島徳洲会病院 907-0001 石垣市大浜字南大浜446-1

58 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 901-0243 豊見城市字上田25

59 医療法人タピック 宮里病院 905-0006 名護市字宇茂佐1763-2

60 宗教法人セブンスデー・アドベンチスト教団 アドベンチストメディカルセンター 903-0201 西原町字幸地868

61 特定医療法人葦の会　オリブ山病院 903-0804 那覇市首里石嶺町4-356

62 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院 900-8558 那覇市古波蔵4-10-55

63 医療法人祐真会 宮古島リハビリ温泉病院 906-0011 宮古島市平良字東仲宗根添1898-7

64 医療法人へいあん　平安病院 901-2553 浦添市経塚346番地

65 医療法人晴明会　糸満晴明病院 901-0334 糸満市字大度520

66 医療法人タピック　沖縄リハビリテーションセンター病院 904-2173 沖縄市比屋根2-15-1

67 医療法人アガペ会　北中城若松病院 901-2395 北中城村字大城311番地

68 医療法人フェニックス　博愛病院 901-1105 南風原町字新川485番地の１



令和４年８月19日現在

老人ホーム
№ 施      設      名 郵便番号 所   在   地

1 社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 名護厚生園 905-0011 名護市字宮里5-4-29

2 社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 具志川厚生園 904-2202 うるま市字天願1983

3 社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 宮古厚生園 906-0006 宮古島市平良字西仲宗根745-7

4 社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 八重山厚生園 907-0024 石垣市字新川1740-2

5 社会福祉法人沖縄偕生会 （特別）養護老人ホーム　沖縄偕生園 901-0341 糸満市字小波蔵321

6 社会福祉法人沖縄コロニー　特別養護老人ホーム ありあけの里 901-2102 浦添市字前田997

7 社会福祉法人育賛会　特別養護老人ホーム 楽寿園 904-1114 うるま市石川嘉手苅961-17

8 社会福祉法人憲章会　特別養護老人ホーム 東雲の丘 901-1203 南城市大里字大城1392

9 特別養護老人ホーム 愛の村 901-2301 北中城村字島袋1393

10 社会福祉法人ゆうなの会　特別養護老人ホーム 大名 903-0802 那覇市首里大名町1-43-2

11 社会福祉法人榕樹会　特別養護老人ホーム 沖縄一条園 904-2174 沖縄市字与儀3-5-10

12 社会福祉法人転生会　特別養護老人ホーム 転生園 901-0514 八重瀬町字安里670

13 社会福祉法人琉愛福祉会　特別養護老人ホーム 平和の村 904-2201 うるま市字昆布1832-637

14 社会福祉法人祐愛会　特別養護老人ホーム 宮古の里 906-0011 宮古島市平良字東仲宗根添1800

15 社会福祉法人沖縄松楓会　特別養護老人ホーム なごみの里 907-0243 石垣市字宮良1131-2

16 社会福祉法人緑樹会　特別養護老人ホーム 緑樹苑 904-0021 沖縄市胡屋7-2-10

17 社会福祉法人がじゅまる会　特別養護老人ホーム 守礼の里 903-0101 西原町字掛保久346

18 社会福祉法人いなほ会　特別養護老人ホーム 春華園 901-2404 中城村字添石363

19 社会福祉法人以和貴会　特別養護老人ホーム 朝日の家 901-0607 南城市玉城字喜良原526

20 社会福祉法人高洋会　特別養護老人ホーム 陽明園 904-0105 北谷町字吉原265

21 特別養護老人ホーム おもと園 900-0005 那覇市天久1000

22 社会福祉法人千尋会　特別養護老人ホーム 嬉の里 901-1105 南風原町字新川538

23 特別養護老人ホーム 比謝川の里 904-0201 嘉手納町字久得242-2

24 社会福祉法人金武あけぼの会　特別養護老人ホーム 光が丘 904-1202 金武町字伊芸1292-1

25 社会福祉法人喜寿会　特別養護老人ホーム 小谷園 901-1413 南城市佐敷字小谷238-1

26 社会福祉法人憲寿会　特別養護老人ホーム ときわ苑 901-0414 八重瀬町字当銘378-1

27 社会福祉法人大立福祉会　特別養護老人ホーム しもじ長生園 906-0302 宮古島市下地字嘉手苅660-2

28 社会福祉法人おもと会　特別養護老人ホーム すみれ 901-0215 豊見城市字渡嘉敷150

29 社会福祉法人中陽福祉会　特別養護老人ホーム あやはし苑 904-2304 うるま市与那城屋慶名1410

30 日本赤十字社沖縄県支部　日赤安謝福祉複合施設　安謝特別養護老人ホーム 900-0003 那覇市安謝2-15-2

31 社会福祉法人愛の園福祉会　特別養護老人ホーム いとまんシャトー 901-0325 糸満市字大里927-2

32 社会福祉法人おもと会　軽費老人ホーム ケアハウスひまわり 901-0215 豊見城市字渡嘉敷140-1

33 社会福祉法人おきなわ長寿会　特別養護老人ホーム おきなわ長寿苑 904-2142 沖縄市字登川1403

34 社会福祉法人南島会　特別養護老人ホーム 与那原日の出園 901-1303 与那原町字与那原3782-1

35 社会福祉法人沖縄コロニー　軽費老人ホーム ケアハウスありあけの里 901-2102 浦添市字前田1158

36 社会福祉法人緑樹会　軽費老人ホーム ケアハウスはいびすかす 904-0021 沖縄市胡屋7-1-21

37 株式会社陽邦　介護付有料老人ホーム　ポート・ヒロック 901-2131 浦添市牧港5-7-7

38 沖縄県福祉事業協同組合　介護付有料老人ホーム　とよさき 901-0223 豊見城市字翁長869

39 社会福祉法人沖縄偕生会　養護老人ホーム　首里偕生園 903-0804 那覇市首里石嶺町4-389

40 社会福祉法人沖縄偕生会　特別養護老人ホーム　首里偕生園 903-0804 那覇市首里石嶺町4-389

41 社会福祉法人沖縄偕生会　特別養護老人ホーム　那覇偕生園 903-0804 那覇市首里石嶺町4-389

42 社会福祉法人金武あけぼの会　特別養護老人ホーム　森城 904-0032 沖縄市諸見里3-41-30

43 社会福祉法人希愛会　特別養護老人ホーム　琉和の森 904-2153 沖縄市美里６-25-38

44 社会福祉法人心の会　特別養護老人ホーム　球美の杜 901-3121 久米島町字嘉手苅533-1

45 有限会社E.T.S　介護付有料老人ホーム　特定施設ひまわり 901-0152 那覇市小禄1-2-21

46 軽費老人ホーム　ケアハウスてぃんさぐぬ花 904-2173 沖縄市比屋根1-5-8

47 住宅型有料老人ホーム　アイホーム 904-2141 沖縄市池原５-３-29

48 特別養護老人ホーム　福寿園 901-2205 宜野湾市赤道２－７－２

49 社会福祉法人金城報恩会　軽費老人ホーム　おなが園 901-0223 豊見城市字翁長141

50 社会福祉法人沖縄コロニー　特別養護老人ホーム　第二ありあけの里 901-2125 浦添市仲西２-４-21
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老人ホーム
№ 施      設      名 郵便番号 所   在   地

51 社会福祉法人麗峰会　特別養護老人ホーム　つじまち 900-0037 那覇市辻２-27-１

52 有料老人ホーム　グリーンハウス首里 903-0813 那覇市首里赤田町３丁目５

53 特別養護老人ホーム　まえさと茶寿苑 907-0002 石垣市字真栄里204番地382

54 特別養護老人ホーム　ゆがふ苑 900-0027 那覇市山下町５番30号

55 有料老人ホーム　願寿の家 901-0152 那覇市小禄１－19－18

56 住宅型有料老人ホーム　かんなの里 904-1304 宜野座村字漢那471－１

57 地域密着型　特別養護老人ホーム　小禄偕生園 901-0147 那覇市宮城１丁目18番地の１ ５Ｆ

58 那覇民主診療所　有料老人ホーム 900-0014 那覇市松尾２丁目17番34号



令和４年８月19日現在

身体障害者支援施設
№ 施      設      名 郵便番号 所   在   地

1 障害者支援施設 沖縄コロニーセンター 901-2126 浦添市宮城4-9-17

2 社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 都屋の里 904-0305 読谷村字都屋167-4

3 社会福祉法人一心福祉会　障害者支援施設 一心療護園 905-1318 大宜味村字津波1971-35

4 社会福祉法人沖縄コロニー　障害者支援施設 コロニーワークショップ沖縄 904-2143 沖縄市知花6-34-3

5 社会福祉法人青葉会　障害者支援施設青葉園 901-0213 豊見城市高嶺395-1

6 社会福祉法人松原福祉会　障害者支援施設松原園 904-1201 金武町字金武4231

7 社会福祉法人美原福祉会　指定障害者支援施設 美原の里 904-1111 うるま市石川東恩納1517

8 社会福祉法人以和貴会　障害者支援施設 ソフィア 901-0301 糸満市阿波根1029-10

9 社会福祉法人綾羽福祉会　障害者支援施設 ハーモニー 907-0001 石垣市字大浜1349-79

10 社会福祉法人以和貴会　障害者支援施設 更生ソフィア 901-0301 糸満市阿波根1021

11 社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会　障害者支援施設　太希おきなわ 901-0516 八重瀬町字仲座1038-1

介護老人保健施設及び介護医療院
№ 施      設      名 郵便番号 所   在   地

1 医療法人誠和会　介護老人保健施設　シルバーピアしきな 902-0078 那覇市識名2-6-35

2 医療法人信愛会　介護老人保健施設 信愛の丘 904-1203 金武町字屋嘉2724

3 医療法人沖縄德洲会　介護老人保健施設 おきなわ徳洲苑 904-0021 沖縄市胡屋6-4-19

4 一般社団法人南部地区医師会　介護老人保健施設 東風の里 901-0411 八重瀬町字友寄891-1

5 医療法人緑の会　介護老人保健施設 いしがき太陽の里 907-0001 石垣市字大浜1349-81

6 社会医療法人友愛会　介護老人保健施設 友愛園 901-0243 豊見城市字上田25

7 医療法人禄寿会　介護老人保健施設 禄寿園 901-0152 那覇市小禄1-30-45

8 医療法人育泉会　介護老人保健施設 識名清風苑 902-0078 那覇市識名3-20-12

9 医療法人おもと会　介護老人保健施設 ぎのわんおもと園 901-2226 宜野湾市嘉数4-4-10

10 医療法人以和貴会　介護老人保健施設 サクラビア 901-0314 糸満市字座波371-1

11 医療法人白寿会　介護老人保健施設 白寿園 901-0311 糸満市字武富175-1

12 社会医療法人仁愛会　介護老人保健施設 アルカディア 901-2132 浦添市伊祖4-16-1

13 医療法人陽心会　介護老人保健施設 やすらぎの里 902-0067 那覇市安里3-1-57

14 医療法人社団志誠会　介護老人保健施設 陽光館 904-2222 うるま市字上江洲661

15 医療法人おもと会　介護老人保健施設 はまゆう 901-0215 豊見城市字渡嘉敷150

16 医療法人守礼の会　介護老人保健施設 中城苑 901-2412 中城村字奥間909-1

17 医療法人上善会　介護老人保健施設 聖紫花の杜 907-0024 石垣市字新川2127-2

18 医療法人真和会　介護老人保健施設 おおざと信和苑 901-1204 南城市大里字稲嶺1014

19 医療法人真德会　介護老人保健施設 真徳苑 901-1414 南城市佐敷字津波古2309

20 医療法人大平会　介護医療院　にしばる 901-2101 浦添市西原3-20-10

21 医療法人アカシア会　介護老人保健施設　シルバーケア悠悠 906-0302 宮古島市下地字嘉手苅660-1

22 医療法人アガペ会　介護老人保健施設　若松苑 901-2314 北中城村字大城327番地

指定施設の数 159

  病    院 68

  老人ホーム 58

  障害者支援施設 11

  介護老人保健施設 22

不在者投票指定施設一覧



令和４年８月19日現在

【刑事施設】

№ 施設名 所在地

1 沖縄刑務所 901-1514 南城市知念字具志堅330

2 沖縄刑務所那覇拘置支所 900-0022 那覇市樋川1-14-2

3 宮古拘置支所 906-0012 宮古島市平良字西里345-5

4 八重山刑務支所 907-0002 石垣市字真栄里412-2

【労役場、監置場、留置施設（代用刑事施設）】

№ 施設名 所在地

5 那覇警察署 902-0076 那覇市与儀1-2-9

6 浦添警察署 901-2103 浦添市仲間2-51-1

7 糸満警察署 901-0361 糸満市字糸満1736-6

8 豊見城警察署 901-0233 豊見城市字瀬長17-8

9 与那原警察署 901-1303 与那原町字与那原3085

10 沖縄警察署 904-0033 沖縄市山里2-4-20

11 宜野湾警察署 901-2224 宜野湾市真志喜2-1-3

12 うるま警察署 904-2224 うるま市字大田100

13 名護警察署 905-0021 名護市東江5-21-9

14 石川警察署 904-1101 うるま市石川東山本町1-1-1

15 嘉手納警察署 904-0203 嘉手納町嘉手納560

16 本部警察署 905-0212 本部町大浜850-1

17 宮古警察署 906-0012 宮古島市平良西里1092-1

18 八重山警察署 907-0004 沖縄県石垣市字登野城894−１

【少年院】

№ 施設名 所在地

19 沖縄少年院 901-0331 糸満市字真栄平1300

20 沖縄女子学院 901-0331 糸満市字真栄平1300

21 那覇少年鑑別所 900-0036 那覇市西3-14-20

【婦人補導院】

なし

不在者投票施設一覧


