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広島市東区 養護老人ホーム 寿老園 732-0048 広島市東区山根町38-23 082-263-3841 社会福祉法人寿老園老人ホーム ― 50 ―

広島市南区 養護老人ホーム 広島平和養老館 734-0017 広島市南区似島町東大谷3073-5 082-259-2709 社会福祉法人広島平和養老館 ― 50 ―

広島市西区 養護老人ホーム 千歳園 733-0853 広島市西区山田新町二丁目7-2 082-272-5181 社会福祉法人広島県同胞援護財団 ― 50 ―

広島市安佐南区 養護老人ホーム 上安慈光園 731-0154 広島市安佐南区上安二丁目20-33 082-878-8600 社会福祉法人慈光会 ― 60 ―

広島市安佐北区 養護老人ホーム 三篠園 739-1301 広島市安佐北区白木町井原1244 082-828-3330 社会福祉法人三篠会 ― 80 ―

広島市安佐北区 養護老人ホーム 緑ヶ丘静養園 731-0221 広島市安佐北区可部六丁目9-14 082-812-2411 社会福祉法人広島県同胞援護財団 ― 60 ―

広島市安芸区 養護老人ホーム 瀬野川ホーム 739-0323 広島市安芸区中野東二丁目34-1 082-893-1888 社会福祉法人慈楽福祉会 ― 50 ―

広島市佐伯区 養護老人ホーム 楽々園kisui 731-5136 広島市佐伯区楽々園5-15-22 082-922-2555 社会福祉法人三篠会 ― 100 ―

呉市 養護老人ホーム 呉清光園 737-0012 呉市警固屋一丁目17番15号 0823-28-0901 社会福祉法人呉同済義会 ― 95 ―

呉市 養護老人ホーム 呉保生院 737-0012 呉市警固屋九丁目1番38号 0823-20-2066 社会福祉法人呉同済義会 ― 78 ―

呉市 養護老人ホーム あすらや荘 737-0161 呉市郷原町2380番地 0823-77-0949 社会福祉法人三篠会 ― 50 ―

竹原市 養護老人ホーム 竹原市黒滝ホーム 729-2316 竹原市忠海中町三丁目13-1 0846-26-0928 社会福祉法人中国新聞社会事業団 ― 50 ―

三原市 養護老人ホーム 白滝園 729-2361 三原市小泉町116-1 0848-66-3214 社会福祉法人三原のぞみの会 ― 65 ―

三原市 養護老人ホーム 三原慶雲寮 723-0131 三原市小坂町1563 0848-66-2630 社会福祉法人三原福祉会 ― 50 ―

三原市 養護老人ホーム 亀甲園 722-1304 三原市久井町江木161-1 0847-32-6050 社会福祉法人亀甲会 ― 70 ―

尾道市 養護老人ホーム ひかり苑 722-0202 尾道市原田町大字梶山田3609 0848-38-0345 社会福祉法人原田ヒカリ会 ― 65 ―

尾道市 養護老人ホーム 寿楽園 722-2432 尾道市因島原町1076-1 0845-28-0029 社会福祉法人新生福祉会 ― 50 ―

福山市 養護老人ホーム 光寿園 720-0837 福山市瀬戸町地頭分2722-1 084-951-5520 社会福祉法人サンフェニックス ― 80 ―

府中市 養護老人ホーム 府中静和寮 726-0021 府中市土生町1636-1 0847-41-2375 社会福祉法人静和会 ― 50 ―

三次市 養護老人ホーム 水明園 728-0017 三次市南畑敷町441 0824-62-2841 社会福祉法人水明会 ― 50 ―

三次市 養護老人ホーム 慈照園 728-0001 三次市山家町597 0824-62-2631 社会福祉法人慈照会 ― 60 ―

三次市 養護老人ホーム 喜楽園 729-6612 三次市三和町下板木10685 0824-52-2346 社会福祉法人美和会 ― 50 ―

庄原市 養護老人ホーム 寿園 729-6143 庄原市尾引町263-2 0824-74-0530 社会福祉法人相扶会 ― 50 ―

庄原市 養護老人ホーム 東寿園 729-5125 庄原市東城町川西947-2 08477-2-2215 社会福祉法人東城有栖会 ― 50 ―

大竹市 養護老人ホーム 大竹市養護老人ホーム
ゆうあいの里 739-0651 大竹市玖波四丁目7-1 0827-57-5118 社会福祉法人広島友愛福祉会 ― 50 ―

東広島市 養護老人ホーム 造賀福祉園 739-2101 東広島市高屋町造賀708 082-436-0009 社会福祉法人広島福祉会 ― 50 ―

廿日市市 養護老人ホーム さいきせせらぎ園 738-0222 廿日市市津田854 0829-72-2700 社会福祉法人佐伯さつき会 ― 60 ―
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安芸高田市 養護老人ホーム 高美園 739-1805 安芸高田市高宮町原田10381-2 0826-57-1586 社会福祉法人高宮美土里福祉会 ― 30 ―

府中町 養護老人ホーム チェリーゴード 735-0014 府中町柳ヶ丘20-2 082-508-0222 社会福祉法人FIG福祉会 ― 50 ―

熊野町 養護老人ホーム 和楽園 731-4215 安芸郡熊野町城之堀二丁目２８番１号 082-854-0253 社会福祉法人成城会 ― 50 ―

北広島町 養護老人ホーム 仁愛園 731-1502 山県郡北広島町蔵迫1398 0826-72-3014 社会福祉法人みぶ福祉会 ― 50 ―
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