
 

  

ヘルスケアタウンさかいみなと 

事業所 受付担当者 電話(0859) FAX(0859) 

介護老人福祉施設さかい幸朋苑（特養）  

原田篤 主任 45-6781  
45-6785 

短期入所生活介護さかい幸朋苑 

(空床型ショートステイ) 

訪問看護ステーションさかい幸朋苑 矢倉美紀子 主任 

45-6830 

デイサービスセンターさかい幸朋苑 藤本敬子 主任 

45-2100 
認知症対応型デイサービスセンターさかい幸朋苑 松本佳子 主任 

訪問介護事業所さかい幸朋苑(ホームヘルプ) 稲田英子 主任 

ケアプランセンターさかい幸朋苑 小笹秀樹 係長 

老人保健施設さかい幸朋苑（老健ショート含） 杉山千樹 相談員 

45-6782 45-6818 
通所リハビリテーションさかい幸朋苑(デイケア)  山脇一也 係長 

ケアハウスさかい幸朋苑 
西村稔 施設長 

特定入居者生活介護さかい幸朋苑 

デイサービスセンターとのえの家 門脇真理子 主任 44-0419 44-0419 

介護老人福祉施設新さかい幸朋苑(特養) 紺本美佳子 係長 47-6511 

47-6513 デイサービスセンター新さかい幸朋苑 松本健太郎 主任 47-6514 

短期入所生活介護新さかい幸朋苑(ショートステイ) 寺本由美 主任 47-6516 

地域密着型介護老人福祉施設みなと幸朋苑 

加治佐栄一 相談員 47-6522 
47-6515 

短期入所生活介護施設みなと幸朋苑 

(空床型ショートステイ) 

グループホームみなと 山本千代美 係長 47-6610 

グループホームひので 小谷知江美 係長 44-0002 47-1311 

グループホームあがりみち 佐藤義彦 主任 47-6541 
47-6544 

小規模多機能居宅介護デイハウスあがりみち 三島直子 主任 47-6545 

小規模多機能居宅介護デイハウスわたり 
本池絵里子 係長 45-6510  45-6513 

ビスターレわたり（住宅型有料老人ホーム） 

生活支援ハウスさかい幸朋苑 
南前裕修 係長 

47-5555 
47-5501 

小規模多機能居宅介護デイハウスせいどう 47-5500 



 

  

ヘルスケアタウンよなご 

事業所 受付担当者 電話(0859) FAX(0859) 

介護老人福祉施設よなご幸朋苑（特養） 

安達淳 係長 30-0123 30-0130 短期入所生活介護よなご幸朋苑（ショートステイ） 

生活支援ハウスよなご幸朋苑 

ケアハウスよなご幸朋苑 鈴木喜美枝 施設長
24-3330 24-3137 

デイサービスセンターよなご幸朋苑 山本千代美 係長 

アザレアコートこうほうえん 杉谷里佳 主任 24-3111 
24-3113 

デイサービスセンターアザレアコート 松本竜太 主任 24-3117 

訪問介護事業所よなご幸朋苑 徳岡久美子 係長 24-3110 24-3131 

介護老人福祉施設きんかい幸朋苑（特養） 
岩田美幸 主任 23-6800 23-6583 

短期入所生活介護きんかい幸朋苑（ショートステイ） 

グループホームかかみごとう 有澤祥子 課長 30-0903 24-1121 

ケアプランセンターかわさき 景山智士 係長 48-0613 

48-0612 グループホームかわさき 森本多美子 主任 48-0306 

デイサービスセンターかわさき 村田純司 主任 48-0611 

デイハウスよねはら 本庄研 係長 33-1337 33-1338 

福祉用具貸与事業所 幸朋苑 野坂康二 係長 37-3365 
37-3369 

デイサービスセンター暖だん倶楽部 小関正和 主任 37-3355 

 



 

  

ヘルスケアタウンよなごみなみ 

事業所 受付担当者 電話(0859) FAX(0859) 

介護老人福祉施設なんぶ幸朋苑（特養） 大塚正晃 係長 

26-5566 26-5570 

短期入所生活介護なんぶ幸朋苑（ショートステイ） 野口真 相談員 

生活支援ハウスなんぶ幸朋苑 西岡利香 課長 

老人保健施設なんぶ幸朋苑（老健ショート含） 森安克彦 係長 

  後藤裕輔 主任 

ケアハウスなんぶ幸朋苑 足立敬史 施設長 

デイサービスセンターなんぶ幸朋苑 落合誠 主任 

デイケアセンターなんぶ幸朋苑 池口宏明 係長 

訪問介護なんぶ幸朋苑（ホームヘルプ） 竹林良雄 係長 

訪問看護ステーションなんぶ幸朋苑 武良恵美子 主任 

ケアプランセンターなんぶ幸朋苑 渡部真也 主任 26-5565 26-5633 

グループホームなるみ 濱田静子 係長 26-0711 26-6221 

小規模多機能型居宅介護デイハウスくずも 佐藤裕輔 主任 34-6541 34-6501 

認知症対応型デイサービスセンターいしい 中谷百合子 係長 21-0085 26-4339 

小規模多機能型居宅介護デイハウスごせんごく 宮永和美 係長 26-6541 26-6544 



 

  

ヘルスケアタウンとっとり 

いなば幸朋苑 受 付 担 当 者 電話(0857) FAX 

介護老人保健施設 稲村敬宏 相談員 

23-6611 23-6613 
ケアハウス・生活支援ハウス 林竜司 主任相談員 

通所リハビリテーション 小谷由紀子 主任相談員 

デイサービスセンター 青木康浩 主任相談員 

グループホームはまさか 安住友世 管理者（係長） 23-6662 23-6602 

 

新いなば幸朋苑 受 付 担 当 者 電話 FAX 

介護老人福祉施設 平尾由希 生活相談員 
39-8665 23-6771 

ケアハウス 上根泉 相談員 

いきいきデイはまなす 山内憲子主任相談員 27-3270 23-6771 

 

鳥取北デイサービス 受 付 担 当 者 電話 FAX 

デイサービスセンター鳥取北 石上純子 主任相談員 

20-2616 20-2617 

認知症対応型デイサービス 萩原元気 主任相談員 

ケアプランセンター鳥取北 山根樹美 管理者（主任） 

訪問介護 
上田真奈美管理者（主任） 

サービス提供責任者 

 

 受 付 担 当 者 電話 FAX 

介護老人福祉施設 須嵜景子 生活相談員 

25-6517 25-6516 

通所リハビリテーション 赤峰孝宏 係長言語聴覚士 

訪問リハビリテーション 坂本幸子 主任理学療法士 

にしまち診療所 悠々 田中俊介 係長 

訪問看護 永田りん太郎 管理者（主任） 

ケアプランセンターにしまち 濵口和史 管理者（主任） 30-6557 25-6516 

デイハウスじゅんぷう 森山大介 管理者（係長） 20-6541 20-6517 

 



 

  

ヘルスケアタウンむかいはら 

ヘルスケアタウンにしおおい 

事業所 受付担当者 電話(03) FAX(03) 

ｺｰｼｬﾊｲﾑ向原(サービス付き高齢者向け住宅) 内山均 総合施設長 5917-0753 

5917-0756

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

むかいはら 

矢新道子 課長 

5917-0751 
訪問介護むかいはら(ホームヘルプ) 

小規模多機能型居宅介護  

デイハウスむかいはら 
5917-0755 

キッズタウンむかいはら 菊地寛子 副主任 5917-0752 

 

事業所 受付担当者 電話(03) FAX(03) 

ケアホーム西大井こうほうえん 船橋美沙子 係長 5718-1331 5718-0034 

キッズタウンにしおおい 鈴木珠美 副園長 5718-1332 5718-0711 

西大井いきいきセンター 福田順一 管理者 5718-1330   

ヘルスケアタウンうきま 

事業所 受付担当者 電話(03) FAX(03) 

介護老人福祉施設うきま幸朋苑（特養） 中村伸吾 係長 5914-1331 5914-1350 

短期入所生活介護うきま幸朋苑（ショートステイ） 
田原淳 係長 5914-1333 5914-1334 

デイサービスセンターうきま幸朋苑 

キッズタウンうきま保育園 菊池佐季子 副園長 
5914-1332 5914-1371 

キッズタウンうきま夜間保育園 小泉美果 副主任 

就労継続支援事業施設「ブレッド&バター」 藤井綾子 管理者 5914-1371 5914-1371 

キッズタウン東十条保育園 小林美央 副園長 5902-7055 
5902-7058 

キッズタウンあとりえ 杉浦悦子 管理者 5902-7057 



 

 
新砂保育園・地域密着型介護施設 

事業所 受付担当者 電話(03) FAX(03) 

多機能ホーム新砂 住田一晃 課長代理 5677-1333 

5677-1334 
グループホーム新砂 永田叙子 主任 5677-1336 

シルバーステイ新砂 土井悠華 主任 5677-1337 

江東区新砂保育園 新保美幸 園長 5677-1332 

上石神井幸朋苑 

事業所 受付担当者 電話(03) FAX(03) 

特別養護老人ホーム上石神井幸朋苑 
梅本旬子 課長 5991-1331 5991-1330

ショートステイ上石神井幸朋苑 


