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1 医療法人博愛会博愛病院 米子市両三柳1880 防災安全課
2 医療法人博愛会博愛こども発達・在宅支援クリニック 米子市両三柳1880 防災安全課
3 鳥取大学医学部付属病院 米子市西町36-1 防災安全課
4 医療法人勤誠会米子病院 米子市日原319-1 防災安全課
5 米子高等学校 米子市橋本30-1 防災安全課
6 やまもと 米子市観音寺新町1-10-6 長寿社会課
7 皆生みどり苑 米子市皆生新田2-3-1 長寿社会課
8 アイル米子 米子市東福原3-9-13 長寿社会課
9 レッツ倶楽部米子南 米子市石井701-1 長寿社会課

10 高島病院／高島病院介護老人保健施設 米子市西町6番地 長寿社会課
11 やまと 米子市淀江町佐陀1015-14 長寿社会課
12 まちくら 米子市西倉吉町83-3 長寿社会課
13 博愛苑 米子市一部555 長寿社会課
14 看護小規模多機能型居宅介護事業所　ほんわか茶町 米子市茶町25 長寿社会課
15 みのりの里 米子市一部440 長寿社会課
16 藤井外科医院／介護老人保健施設ふじい 米子市奥谷1157番地 長寿社会課
17 ゆいの郷デイサービス 米子市蚊屋289-13 長寿社会課
18 ゆうゆう壱番館よなご 米子市皆生2-13-13 長寿社会課
19 昭和座デイサービス 米子市昭和町55-3 長寿社会課
20 さわやか 米子市皆生温泉1-16-10 長寿社会課
21 サービス付き高齢者向け住宅まちなか 米子市紺屋町31-3 長寿社会課
22 新田 米子市中島2-1-46 長寿社会課
23 あしもりの里 米子市中島2-1-54 長寿社会課
24 でいさーびす　ほうき 米子市西福原5-8-18 長寿社会課
25 やわらぎ 米子市新開4-11-13 長寿社会課
26 アイアイ 米子市榎原1823 長寿社会課



27 福原荘 米子市皆生温泉4-17-2 長寿社会課
28 デイサービス併設有料老人ホーム如月 米子市淀江町佐陀2087 長寿社会課
29 なんぶ幸朋苑 米子市石井1238 長寿社会課
30 デイサービス孫の手別館ふれあい広場 米子市石井693-2 長寿社会課
31 デイサービス併設有料老人ホーム睦月 米子市淀江町佐陀1282-1 長寿社会課
32 ほかほか倶楽部 米子市目久美町42-1 長寿社会課
33 なるみ 米子市奥谷1182-1 長寿社会課
34 デイサービスセンターわらしべ 米子市福市1685-9 長寿社会課
35 デイハウス　くずも 米子市車尾3-12-16 長寿社会課
36 デイハウスごせんごく 米子市福市1726-1 長寿社会課
37 ビスターレごせんごく 米子市福市1726-6 長寿社会課
38 白鳳 米子市皆生温泉3-15-50 長寿社会課
39 デイサービスセンター　コムハウス 米子市熊党201-2 長寿社会課
40 デイサービスありがとう 米子市両三柳4596-4 長寿社会課
41 デイサービスやわた橋 米子市八幡365-9 長寿社会課
42 わこうデイサービス末広 米子市末広町227 長寿社会課
43 デイサービスめぐみ 米子市目久美町38-6 長寿社会課
44 皆生温泉病院通所リハビリテーションゆうゆうの里 米子市皆生新田3-7-8 長寿社会課
45 シニアマンションこうやまち壱号館 米子市紺屋町104-2 長寿社会課
46 皆生ピースポート／ローズガーデン 米子市新開3-3-10 長寿社会課
47 米子中央ホスピタウン 米子市西福原8-16-66 長寿社会課
48 すずかぜ 米子市二本木字浜田1108-7 長寿社会課
49 いきいきケアホーム西福原 米子市西福原5-6-39 長寿社会課
50 エルフィスヘルスライフホーム観音寺新町 米子市観音寺新町3-5-33 長寿社会課
51 りんどうの郷 米子市灘町1丁目105 長寿社会課
52 デイサービスエレファント 米子市熊党129-23 長寿社会課
53 花つつじ 米子市上福原1-10-15 長寿社会課
54 皆生エスポワール 米子市新開1-5-15 長寿社会課
55 真誠会ホスピタウンレジデンス 米子市河崎530-1 長寿社会課
56 翠のさと 米子市西福原7-4-1 長寿社会課
57 うらら皆生 米子市皆生温泉2-13-39 長寿社会課
58 ハピネデイサービスセンター両三柳 米子市両三柳2066-1 長寿社会課
59 ゆうとぴあ 米子市河崎581-3 長寿社会課
60 通所リハビリテーション真誠会 米子市河崎580 長寿社会課
61 さくま内科・脳神経内科クリニック 米子市長砂町59-1 長寿社会課



62 NPO法人しんらい　桜台ホーム 米子市淀江町佐陀380-10 障がい者支援課
63 米子ワークホーム 米子市石井1223-1 障がい者支援課
64 ワークなぎら 米子市奈喜良86-2 障がい者支援課
65 このこのリーフ米子 米子市加茂町2丁目113　1F 障がい者支援課
66 米子市心身障害者福祉センター 米子市皆生新田2-10-1 障がい者支援課
67 米子サン・アビリティーズ 米子市皆生3-16-20 障がい者支援課
68 ピアットあかり　ピアタウン 米子市皆生温泉1-1-58 障がい者支援課
69 ピアットあかり　ロジュム･ド･オポー 米子市皆生温泉2-6-17 障がい者支援課
70 ピアットあかり　プラージュ 米子市皆生温泉2-19-45 障がい者支援課
71 生活サポートセンターあかりピアット・ネオ 米子市皆生温泉2-2-75 障がい者支援課
72 あかり広場 米子市皆生温泉2-2-8 障がい者支援課
73 ワークセンターしんらい 米子市淀江町佐陀227-1 障がい者支援課
74 支援センターる・しえる 米子市中島2丁目1-33 障がい者支援課
75 放課後等デイサービスきっずらんど 米子市皆生新田1-7-41 障がい者支援課
76 淀江われもこうの家 米子市淀江町佐陀300-29 障がい者支援課
77 皆生やまと園 米子市皆生新田2-3-1 障がい者支援課
78 Fine米子オフィス 米子市加茂町2丁目113　2F 障がい者支援課
79 ライフ 西福原5丁目3-51 障がい者支援課
80 ほっと茶町 米子市茶町23-1 障がい者支援課
81 おりもんや 米子市中町62 障がい者支援課
82 デイサービスセンターココ・カラ 米子市一部255-3 障がい者支援課
83 よなご大平園 米子市二本木1690 障がい者支援課
84 こどもデイサービスわこう皆生通り 米子市東福原5丁目12-1 障がい者支援課
85 みんなの処 米子市西倉吉町88-2 障がい者支援課
86 鳥取県ライトハウス 米子市皆生温泉3-18-3 障がい者支援課
87 就労支援センターひまわり倶楽部 米子市東福原6-1-34 障がい者支援課
88 グループホームひまわり倶楽部 米子市東福原8-15-30 障がい者支援課
89 さんふく 米子市日野町55 障がい者支援課
90 NPO法人サポートイルカ 米子市新山1 障がい者支援課
91 グループホームサポートイルカ 米子市石井６９８－１ 障がい者支援課
92 すまいるステーションときぞう 米子市一部555 障がい者支援課
93 鳥取県立総合療育センター 米子市上福原7-13-3 障がい者支援課
94 グループホームあさがお 米子市夜見町字古屋敷2814-5 障がい者支援課
95 あそしえ 米子市福万148-3 障がい者支援課
96 クロスジョブ米子 米子市大工町97 障がい者支援課



97 グループホームＬＩＦＥ 米子市角盤町一丁目80番地２ 障がい者支援課
98 みらいず 米子市新開2丁目14‐38 障がい者支援課
99 ひまわり 米子市長砂町７１９－３ 障がい者支援課

100 学童金太郎クラブ 米子市日原 ８８１－１ 障がい者支援課
101 ビッグベアーズⅡ、Ⅲ 米子市榎原 1823 子育て支援課
102 プチトマト保育園 米子市皆生2-13-13 子育て支援課
103 皆生第二クローバー保育園 米子市皆生温泉2-14-13 子育て支援課
104 北クローバー保育園 米子市皆生温泉3-2-5 子育て支援課
105 さんさん保育所 米子市皆生新田1-7-11 職員宿舎Ａ棟101号室子育て支援課
106 上福原クローバー保育園 米子市上福原708-1 子育て支援課
107 ビッグベアーズ車尾 米子市車尾2丁目28－1 子育て支援課
108 米子みどり幼稚園 米子市車尾3丁目12-56 子育て支援課
109 米子医療センター　なかよし保育園 米子市車尾4丁目17-1 子育て支援課
110 キッズクラブハレカイ ～海の家～、～エルア～ 米子市新開4丁目2－56 子育て支援課
111 きら☆きら保育園 米子市新開6-11-8 子育て支援課
112 たいそう　さん☆さん保育園 米子市新開6丁目1-29 子育て支援課
113 わんぱく学童クラブ　南 米子市道笑町4丁目49 子育て支援課
114 米子第２ナーサリー・スクール 米子市西福原7-11-36 子育て支援課
115 西部あおば幼稚園 米子市二本木259-6 子育て支援課
116 東クローバー保育園 米子市二本木977-1 子育て支援課
117 わんぱく学童クラブ　東福原 米子市東福原6丁目7－36 子育て支援課
118 学童金太郎クラブ 米子市日原 881－1 子育て支援課
119 東みずほ幼稚園 米子市福市1730-9 子育て支援課
120 南クローバー保育園 米子市八幡714-1 子育て支援課
121 かもめ幼稚園 米子市夜見町2568 子育て支援課
122 はくあい　保育園かるがも 米子市両三柳1880 子育て支援課
123 米子幼稚園 米子市両三柳2755 子育て支援課
124 みずほ幼稚園 米子市陰田町324-6 子育て支援課
125 認定こども園ベアーズ 米子市榎原1889-6 子育て支援課
126 わかば園 米子市加茂町2-211 子育て支援課
127 河崎保育園 米子市河崎483-1 子育て支援課
128 巌保育園 米子市蚊屋291-11 子育て支援課
129 ゆりかご保育園 米子市皆生6-4-21 子育て支援課
130 かいけわかば園 米子市皆生温泉2-8-47 子育て支援課
131 よなごまなびや園 米子市皆生新田3-6-21 子育て支援課



132 住吉クローバー保育園 米子市旗ヶ崎2322 子育て支援課
133 キッズタウンさくら 米子市兼久606-3 子育て支援課
134 車尾保育園 米子市車尾南1-13-13 子育て支援課
135 春日保育園 米子市上新印238 子育て支援課
136 いづみ保育園 米子市上福原1379-1 子育て支援課
137 福生保育園 米子市上福原2-2-1 子育て支援課
138 ひばり保育園 米子市上福原5-13-78 子育て支援課
139 くれよん保育園 米子市新開2-8-38 子育て支援課
140 かいけ心正こども園 米子市新開4-14-11 子育て支援課
141 小規模保育園すく☆すく 米子市新開6-11-16 子育て支援課
142 米子ナーサリー・スクール 米子市新開７-3-27 子育て支援課
143 福米保育園 米子市西福原8-2-10 子育て支援課
144 たんぽぽ保育園 米子市西福原9-14-14 子育て支援課
145 成実保育園 米子市石井95-3 子育て支援課
146 中央クローバー保育園 米子市長砂町85-8 子育て支援課
147 米子聖園マリア園 米子市東倉吉町142 子育て支援課
148 仁慈保幼園 米子市東町456 子育て支援課
149 福米東ひまわり保育園 米子市東福原6-6-21 子育て支援課
150 五千石保育園 米子市八幡715-1 子育て支援課
151 こたか保育園 米子市尾高566 子育て支援課
152 はじめの一歩 米子市富益町650 子育て支援課
153 あがた保育園 米子市福万363-4 子育て支援課
154 クローバー保育園 米子市米原9-4-23 子育て支援課
155 米子駅前ベアーズ 米子市末広町187 子育て支援課
156 目久美くれよん保育園 米子市目久美町32-8 子育て支援課
157 夜見保育園 米子市夜見町1679-8 子育て支援課
158 南保育園 米子市陽田町45 子育て支援課
159 よどえババール園 米子市淀江町佐陀2169 子育て支援課
160 大和保育園 米子市淀江町中間586-2 子育て支援課
161 あゆみ保育園 米子市両三柳2406-3 子育て支援課
162 ベビーエルルＲ４３１加茂 米子市両三柳4349 子育て支援課
163 加茂保育園 米子市両三柳4612 子育て支援課


