平成30年度介護助手導入施設・事業所一覧
番号 圏域

施設・事業所名

法人名

東部 特別養護老人ホームはまゆう

2

東部 特別養護老人ホームのでらはまゆう

〃

鳥取市野寺67

3

東部 はまゆうデイサービスセンター

〃

鳥取市服部204-1

4

東部 短期入所施設はまゆう

〃

鳥取市服部204-1

5

東部 グループホームはまゆうの里

〃

鳥取市服部204-1

6

東部 老人保健施設はまゆう

医療法人賛幸会

鳥取市野寺62-1

7

東部 特別養護老人ホームすこやか

社会福祉法人やず

八頭郡八頭町宮谷174-1

8

東部 ケアハウスすこやか

〃

八頭郡八頭町宮谷165-1

9

東部 介護老人保健施設すこやか

〃

八頭郡八頭町宮谷123

〃

八頭郡八頭町北山159-1

10 東部 介護老人施設きたやま
11 東部 介護老人福祉施設新いなば幸朋苑

社会福祉法人賛幸会

所在地

1

社会福祉法人こうほうえん

鳥取市服部204-1

鳥取市浜坂222-1

12 東部 介護老人保健施設いなば幸朋苑

〃

鳥取市浜坂228-1

13 東部 介護老人福祉施設にしまち幸朋苑

〃

鳥取市西町5-108

14 東部 ケアハウスいなば幸朋苑

〃

鳥取市浜坂228-1

15 東部 いきいきデイはまなす

〃

鳥取市浜坂222-1

16 東部 デイサービスセンターいなば幸朋苑

〃

鳥取市浜坂228-1

17 東部 デイサービスセンター鳥取北

〃

鳥取市秋里1181

18 東部 認知症対応型デイサービスセンター鳥取北

〃

鳥取市秋里1181

19 東部 通所リハビリテーション事業所いなば幸朋苑

〃

鳥取市浜坂228-1

20 東部 通所リハビリテーションにしまち幸朋苑

〃

鳥取市西町5-108

21 東部 グループホームはまさか

〃

鳥取市浜坂253-1

22 東部 介護老人保健施設みやこ苑

医療法人アスピオス

鳥取市三津1072-307

23 中部 介護老人福祉施設ル・ソラリオン

社会福祉法人敬仁会

倉吉市山根55-3

24 中部 介護老人保健施設ル・サンテリオン

〃

倉吉市山根55-233

25 中部 介護老人保健施設ル・サンテリオン東郷

〃

東伯郡湯梨浜町野花443-1

26 中部 地域ケアセンター マグノリア

〃

倉吉市上井1-2-1

27 中部 介護老人保健施設ル・サンテリオン北条

社会医療法人仁厚会

東伯郡北栄町土下123-1

28 中部 特別養護老人ホーム三朝温泉三喜苑

社会福祉法人福生会

東伯郡三朝町横手396

29 中部 介護老人保健施設ハワイ信生苑

医療法人専仁会

東伯郡湯梨浜町はわい温泉58-5

30 中部 老人保健施設のじま

医療法人十字会

倉吉市瀬崎町2714-1

31 西部 介護老人福祉施設よなご幸朋苑

社会福祉法人こうほうえん

米子市上後藤3-7-1

32 西部 介護老人福祉施設きんかい幸朋苑

〃

米子市錦海町3-5-15

33 西部 介護老人福祉施設なんぶ幸朋苑

〃

米子市石井1238

34 西部 介護老人保健施設なんぶ幸朋苑

〃

35 西部 介護老人福祉施設さかい幸朋苑

〃

境港市誠道町2083

36 西部 介護老人福祉施設新さかい幸朋苑

〃

境港市上道町2053-1

37 西部 介護老人保健施設さかい幸朋苑

〃

境港市誠道町2082

38 西部 地域密着型介護老人福祉施設みなと幸朋苑

〃

境港市誠道町2053-6

39 西部 デイサービスセンターかわさき

〃

米子市両三柳4543-30

40 西部 デイサービスセンターアザレアコート

〃

米子市両三柳1400

41 西部 デイサービスセンターなんぶ幸朋苑

〃

米子市石井1238

42 西部 デイサービスセンターさかい幸朋苑

〃

境港市誠道町2083

米子市石井1238

番号 圏域

施設・事業所名

法人名

所在地

43 西部 認知症対応型デイサービスセンターよなご幸朋苑 社会福祉法人こうほうえん

米子市上後藤3-3-3

44 西部 認知症対応型デイサービスセンターふくいち

〃

米子市福市390-13

45 西部 認知症対応型デイサービスセンターさかい幸朋苑

〃

境港市誠道町2083

46 西部 グループホームせいどう

〃

境港市高松町892-3

47 西部 グループホームあがりみち

〃

境港市誠道町2087-2

48 西部 グループホームひので

〃

境港市日ノ出町78-2

49 西部 グループホームかみごとう

〃

米子市両三柳1374

50 西部 グループホームなるみ

〃

米子市奥谷1182-1

51 西部 グループホームよねはら

〃

米子市米原8-69

52 西部 グループホームかわさき

〃

米子市両三柳5332

53 西部 ケアハウスよなご幸朋苑

〃

米子市上後藤3-3-3

54 西部 通所リハビリテーションなんぶ幸朋苑

〃

米子市石井1238

55 西部 通所リハビリテーション事業所さかい幸朋苑

〃

境港市誠道町2083

56 西部 特定施設入所者生活介護アザレタコートこうほうえん

〃

米子市両三柳1400

57 西部 特定施設入所者生活介護なんぶ幸朋苑

〃

米子市石井1238

58 西部 ユニット型介護老人福祉施設なんぶ幸朋苑

〃

米子市石井1238

59 西部 介護老人保健施設仁風荘

医療法人養和会

米子市上後藤3-5-1

60 西部 介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ

医療法人真誠会

米子市大崎1511-1

61 西部 介護老人保健施設ゆうとぴあ

〃

米子市河崎581-3

62 西部 介護老人福祉施設博愛苑

社会福祉法人博愛会

米子市一部555

63 西部 特別養護老人ホームいずみの苑

社会福祉法人 いずみの苑

米子市淀江町淀江1075

64 西部 介護老人保健施設アイアイ

社会福祉法人尚徳福祉会

米子市榎原1823

65 中部 介護老人福祉施設ル・ソラリオン名和

〃

66 西部 特別養護老人ホーム大山やすらぎの里

社会福祉法人慶愛会

西伯郡大山町唐王208

67 西部 特別養護老人ホーム江美の郷

社会福祉法人尚仁福祉会

日野郡江府町久連７

68 西部 介護老人保健施設あやめ

〃

西伯郡大山町西坪520-1

日野郡江府町武庫475

69 西部 介護老人保健施設しびのさと

社会福祉法人宏平会

70 西部 介護老人保健施設サンライズ名和

医療法人社団キマチ外科･整形外科医院 西伯郡大山町富長750-3

71 西部 介護老人保健施設サンライズひえづ
※募集については、各施設

〃

体制が整い次第順次開始予定です。

西伯郡伯耆町久古1109-2

西伯郡日吉津村大字今吉202-1

