
⑥　北中校区（旧袋川以西）・西中校区（富桑小以北）

医療機関名 郵便番号 住　所 電話番号 ＭＡＰ ページ

わくしま内科医院 〒680-0801 松並町１丁目１２８ 0857-29-3333 1 176

三木眼科 〒680-0801 松並町１丁目１６８－１４ 0857-39-1133 2 177

麻木クリニック 〒680-0801 松並町２丁目５０２－１ 0857-23-3387 3 178

なわだ内科クリニック 〒680-0802 青葉町３丁目１０１－２ 0857-25-1155 4 179

やまもとクリニック 〒680-0803 田園町２丁目１５７ 0857-50-0066 5 180

宍戸医院 〒680-0804 田島７１６ 0857-29-4410 6 181

前田医院 〒680-0811 西品治６４４－１ 0857-37-0102 7 182

さくらレディースクリニック田園町 〒680-0803 田園町２－１５５ 0857-25-4103 8 － 新規

山形歯科医院 〒680-0801 松並町２丁目５２８－１ 0857-22-2522 1 306

中尾歯科医院 〒680-0802 青葉町２丁目１０５ 0857-29-7676 2 307

君野歯科医院 〒680-0803 田園町３丁目１７３ 0857-23-5005 3 308 廃止

みちだ歯科クリニック 〒680-0804 田島７２２ 0857-21-0008 4 309

堀内歯科医院 〒680-0811 西品治８１７－５ 0857-22-6854 5 310

くすだ矯正歯科医院 〒680-0902 秋里１２８４ 0857-29-9435 6 311

あつ歯科クリニック 〒680-0804 田島３６６－１ 0857-51-1855 7 － 新規

アイ・プラス薬局松並店 〒680-0801 松並町１丁目１４０－３ 0857-26-6088 1 394

大村薬局松並店 〒680-0801 松並町１丁目１６４－３ 0857-22-5593 2 395

徳吉薬局松並店 〒680-0801 松並町２丁目５０３－７ 0857-29-6348 3 395

あおば薬局 〒680-0802 青葉町３丁目１０４ 0857-22-3881 4 396

徳吉薬局でんえんちょう 〒680-0803 田園町１丁目２４２－１ 0857-30-5125 5 396

大村薬局城北店 〒680-0804 田島７３７ 0857-21-1999 6 397

事業所名 郵便番号 住　所 電話番号 ＭＡＰ ページ

居宅介護事業所とくよし 〒680-0801 松並町１丁目１６４－３ 0857-32-7151 3 － 移転

鳥取西居宅介護支援センター 〒680-0811 西品治280-1 0857-37-2121 4 426

居宅介護支援事業所さくら 〒680-0811 西品治635-1 0857-50-0444 9 － 新規

居宅介護支援事業所さくら 〒680-0811 西品治780-2前田マンション101号 0857-54-1368 5 426 廃止

ケアプランセンター鳥取北 〒680-0902 秋里1181 0857-20-2616 7 426

ケアプランセンターいなば幸朋苑 〒680-0902 秋里1181 0857-39-8665 7 427

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰｹｱｾﾝﾀｰ鳥取松並･ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 〒680-0801 松並町2丁目134 0857-25-6302 10 － 廃止

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰｹｱｾﾝﾀｰ鳥取松並･ｼｮｰﾄｽﾃｲ 〒680-0801 松並町2丁目134 0857-25-6301 10 － 新規

田園町友和苑 〒680-0803 田園町4丁目168 0857-25-3555 11 － 新規

有料老人ホームさくら 〒680-0811 西品治635-1 0857-50-0444 9 － 新規

ハピネのやわらぎ松並 〒680-0801 松並町1丁目228 0857-22-8131 1 489

デイサービスセンターのどか 〒680-0805 相生町2丁目452-1 0857-25-5600 2 516 廃止
（事業者変更）

デイサービスセンターｉｎｇ 〒680-0805 相生町2丁目452-1 0857-25-5600 2 － 事業者・
事業所名変更

●デイサービス縁がわ 〒680-0805 相生町4丁目205-24 0857-26-3639 3 516

鳥取西デイサービスセンター 〒680-0811 西品治280-1 0857-37-2121 4 517

デイサービスセンター鳥取北 〒680-0902 秋里1181 0857-20-2616 7 517

デイハウスさくら 〒680-0811 西品治635-1 0857-50-0444 9 － 新規

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰｹｱｾﾝﾀｰ鳥取松並･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 〒680-0801 松並町2丁目134 0857-25-6300 10 － 新規

レコードブック鳥取西品治 〒680-0811 西品治字新茶屋751-1 0857-36-8058 12 － 新規

●デイサービスセンター田園町友和苑 〒680-0803 田園町4-168 0857-25-3555 11 － 新規

認知症対応型デイサービスセンター鳥取北 〒680-0902 秋里1181 0857-20-2616 7 539

あおい訪問介護サービス 〒680-0804 田島748-1 0857-50-1800 8 - 廃止

あすなろホームヘルパーステーション 〒680-0811 西品治280-1 0857-50-1931 4 559

ヘルパーステーションさくら 〒680-0811 西品治780-2前田マンション101号 0857-54-1368 5 559

訪問介護事業所鳥取北 〒680-0902 秋里1181 0857-20-2616 7 558 移転

ニチイケアセンター秋里 〒680-0902 秋里1343番地レジダンスフォンテーヌ103 0857-25-3033 13 － 新規

鳥取医療器 〒680-0811 西品治815-8 0857-23-1741 6 571

短期入所生活介護（ショートステイ）

認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）

訪問介護（ホームヘルプサービス）

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

【　医科　】

【　歯科　】

【　薬局　】

居宅介護支援

小規模多機能型居宅介護

通所介護（デイサービス）　　　●は、地域密着型通所介護

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）


