
（２５）不在者投票のできる指定病院等一覧

施設名 所在地

鳥取赤十字病院 鳥取市尚徳町１１７

鳥取県立中央病院 鳥取市江津７３０

鳥取市立病院 鳥取市的場一丁目１

独立行政法人国立病院機構　鳥取医療センター 鳥取市三津８７６

鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町４５８

社会医療法人明和会医療福祉センター　渡辺病院 鳥取市東町三丁目３０７

医療法人社団　尾崎病院 鳥取市湖山町北２丁目５５５

鳥取市介護老人保健施設やすらぎ 鳥取市的場一丁目１１

介護老人保健施設いなば幸朋苑（従来型） 鳥取市浜坂２２８－１

ユニット型介護老人保健施設いなば幸朋苑 鳥取市浜坂２２８－１

医療法人賛幸会介護老人保健施設はまゆう 鳥取市野寺62-1

鳥取大学医学部附属病院 米子市西町３６ー１

独立行政法人国立病院機構　米子医療センター 米子市車尾4丁目１７－１

医療法人同愛会　博愛病院 米子市両三柳１８８０

医療法人育生会　高島病院 米子市西町６

独立行政法人労働者健康安全機構　山陰労災病院 米子市皆生新田一丁目８－１

医療法人友紘会　　皆生温泉病院 米子市皆生新田三丁目７－８

医療法人養和会　養和病院 米子市上後藤三丁目５－１

医療法人養和会　介護老人保健施設　仁風荘（従来型） 米子市上後藤三丁目５－１

医療法人養和会　ユニット型介護老人保健施設　仁風荘 米子市上後藤三丁目５－１

医療法人厚生会　介護老人保健施設あわしま 米子市彦名町１２５０

医療法人同愛会　介護老人保健施設やわらぎ 米子市新開４丁目１１－１３

ユニット型介護老人保健施設やわらぎ 米子市新開４丁目１１－１３

医療法人　真誠会　介護老人保健施設ゆうとぴあ 米子市河崎５８１－３

介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ 米子市大崎１５１１－１

介護老人保健施設　なんぶ幸朋苑（従来型） 米子市石井１２３８

ユニット型介護老人保健施設　なんぶ幸朋苑 米子市石井１２３８

鳥取県立厚生病院 倉吉市東昭和町１５０

医療法人里仁会　北岡病院 倉吉市明治町１０３１－５

医療法人共済会　清水病院 倉吉市宮川町１２９

医療法人十字会　野島病院 倉吉市瀬崎町２７１４－１

医療福祉センター　倉吉病院 倉吉市山根４３

医療法人清生会　谷口病院 倉吉市上井町一丁目１３

医療法人専仁会　信生病院 倉吉市清谷一丁目２８６

医療法人清和会　垣田病院 倉吉市上井３０２－１

介護老人保健施設　ル・サンテリオン（従来型） 倉吉市山根５５－２３３

ユニット型介護老人保健施設　ル・サンテリオン 倉吉市山根５５－２３３

医療法人清和会　介護老人保健施設うつぶき 倉吉市上井３０１

医療法人十字会　老人保健施設のじま 倉吉市瀬崎町２７１４－１

医療法人仁厚会　藤井政雄記念病院 倉吉市山根４３－１

鳥取県済生会境港総合病院 境港市米川町４４



施設名 所在地

介護老人保健施設　さかい幸朋苑 境港市誠道町２０８２

鳥取県済生会介護老人保健施設はまかぜ 境港市蓮池町７８－１

岩美町国民健康保険岩美病院 岩美郡岩美町大字浦富１０２９－２

介護老人保健施設すこやか 八頭郡八頭町宮谷１２３

国民健康保険　智頭病院 八頭郡智頭町大字智頭１８７５

鳥取医療生協鹿野温泉病院 鳥取市鹿野町今市２４２

介護老人保健施設ル・サンテリオン鹿野 鳥取市鹿野町今市８０

介護老人保健施設ル・サンテリオン鹿野ユニット型 鳥取市鹿野町今市８０

医療法人専仁会 介護老人保健施設　ハワイ信生苑 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉５８－５

鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 東伯郡三朝町大字山田６９０

南部町国民健康保険西伯病院 西伯郡南部町倭３９７

介護老人保健施設ル・サンテリオンよどえ（従来型） 米子市淀江町佐陀２１６９

介護老人保健施設ル・サンテリオンよどえユニット型 米子市淀江町佐陀２１６９

医療法人美穂会介護老人保健施設小谷苑 西伯郡大山町西坪５４５－１

医療法人社団キマチ外科・整形外科医院介護老人保健施設サンライズ名和 西伯郡大山町富長７５０－３

日野病院組合　日野病院 日野郡日野町野田３３２

医療法人社団日翔会 介護老人保健施設 おしどり荘 日野郡日野町根雨９０９－１

日南町国民健康保険　日南病院 日野郡日南町生山５１１－７

養護老人ホーム鳥取市なごみ苑 鳥取市的場二丁目１

ふしの白寿苑（ユニット型） 鳥取市伏野１７７１番地３６

白兎あすなろ 鳥取市白兎８

美和あすなろ 鳥取市赤子田４５１

ケアハウス　いなば幸朋苑 鳥取市浜坂２２８－１

高草あすなろ（従来型） 鳥取市大桷３３０

高草あすなろ（ユニット型事業所） 鳥取市大桷３３０

特別養護老人ホーム若葉台（従来型） 鳥取市若葉台南四丁目２－２７

特別養護老人ホーム若葉台（ユニット型事業所） 鳥取市若葉台南四丁目２－２７

皆生みどり苑 米子市皆生新田二丁目３－１

皆生みどり苑（ユニット型） 米子市皆生新田二丁目３－１

介護老人福祉施設　よなご幸朋苑 米子市上後藤３丁目７－１

特別養護老人ホーム　なんぶ幸朋苑（従来型） 米子市石井１２３８

ユニット型特別養護老人ホーム　なんぶ幸朋苑 米子市石井１２３８

介護老人福祉施設博愛苑 米子市一部５５５

介護老人福祉施設ピースポート 米子市大崎１５１１－１

社会福祉法人こうほうえん　ケアハウスなんぶ幸朋苑 米子市石井１２３８

養護老人ホーム　シルバ－倉吉 倉吉市福庭町２丁目１４５

巌城はごろも苑 倉吉市巌城９２０ー１

介護老人福祉施設　ル・ソラリオン（従来型） 倉吉市山根５５－３

ユニット型介護老人福祉施設　ル・ソラリオン 倉吉市山根５５－３

特別養護老人ホーム　さかい幸朋苑 境港市誠道町２０８３番地

ケアハウスさかい幸朋苑 境港市誠道町２０８２

岩井あすなろ（従来型） 岩美郡岩美町大字宇治１０３４



施設名 所在地

岩井あすなろ（ユニット型事業所） 岩美郡岩美町大字宇治１０３４

特別養護老人ホーム　河原あすなろ 鳥取市河原町今在家８４２

智頭町立智頭心和苑 八頭郡智頭町大字智頭１８７５

特別養護老人ホ－ム　気高あすなろ 鳥取市気高町八幡２６８

母来寮 東伯郡湯梨浜町大字上浅津７０－１

特別養護老人ホ－ム三朝温泉　三喜苑 東伯郡三朝町大字横手３９６

ケアハウスみどり園 東伯郡琴浦町大字八橋１９３７

特別養護老人ホームみどり園 東伯郡琴浦町大字八橋１９３７

介護老人福祉施設百寿苑 東伯郡琴浦町大字赤碕１０６１－３

特別養護老人ホームゆうらく 西伯郡南部町落合４８０

特別養護老人ホームいずみの苑 米子市淀江町淀江１０７５

軽費老人ホーム玉真園 西伯郡大山町大塚７１７

特別養護老人ホームあかねの郷 日野郡日南町下石見２３１５

特別養護老人ホ－ム江美の郷 日野郡江府町大字久連７

障害者福祉センター友愛寮 鳥取市湖山町西三丁目１１３－１

障害者福祉センター厚和寮 鳥取市湖山町西三丁目１２７

障害者福祉センターあさひ園 鳥取市湖山町西三丁目１１３－１

ヴェルヴェチア 倉吉市大宮４５１－１

障害者支援施設　光洋の里 境港市渡町２４８０

救護施設　よなご大平園 米子市二本木１６９０

鳥取刑務所 鳥取市下味野７１９

米子拘置支所 米子市上後藤六丁目１５番１号

美保学園 米子市大篠津町４５５７

ケアハウス　新いなば幸朋苑 鳥取市浜坂２２２－１

介護老人福祉施設新いなば幸朋苑 鳥取市浜坂２２２－１

社会医療法人明和会医療福祉センター　ウェルフェア北園渡辺病院 鳥取市覚寺１８１

老人保健施設　ふたば 鳥取市国府町稲葉丘三丁目３０３

介護老人保健施設　ル・サンテリオン北条（従来型） 東伯郡北栄町土下１２３－１

介護老人保健施設　ル・サンテリオン北条ユニット型 東伯郡北栄町土下１２３－１

社会福祉法人敬仁会特別養護老人ホーム　ル･ソラリオン名和 西伯郡大山町西坪５２０－１

社会福祉法人敬仁会ケアハウス　ル・ソラリオン名和 西伯郡大山町西坪５２０－１

指定介護老人福祉施設わかさ・あすなろ 八頭郡若桜町大字若桜１２３８

社会福祉法人敬仁会介護老人保健施設ル・サンテリオン東郷 東伯郡湯梨浜町大字野花４４３－１

ユニット型介護老人保健施設ル・サンテリオン東郷 東伯郡湯梨浜町大字野花４４３－１

ケアハウス三喜苑 東伯郡三朝町大字横手３９６

ケアハウスいずみの苑 米子市淀江町淀江１０７５

鳥取県警本部 鳥取市東町一丁目２７１

社会福祉法人みのり福祉会倉吉スターロイヤル 倉吉市福守町４３３

医療法人至誠会介護老人保健施設ひまわり（従来型） 倉吉市関金町関金宿１８９１－１

医療法人至誠会ユニット型介護老人保健施設ひまわり 倉吉市関金町関金宿１８９１－１

医療法人昌平会大山リハビリテーション病院 西伯郡伯耆町大原９２７－１

ケアハウスリバーサイド 米子市大崎１５１１－１



施設名 所在地

介護老人保健施設アイアイ 米子市榎原１８２３

ケアハウス　ル・サンテリオン 倉吉市山根５５－２３４

社会福祉法人宏平会介護老人保健施設しびのさと　 西伯郡伯耆町久古１１０９－２

社会福祉法人宏平会ケアハウス大山のふもと 西伯郡伯耆町大原１０１３－１１

介護老人保健施設はまなす 西伯郡大山町田中１３８３

介護老人保健施設かわはら 鳥取市河原町稲常４６３

特別養護老人ホームすこやか 八頭郡八頭町宮谷１７４－１

救護施設ゆりはま大平園 東伯郡湯梨浜町長和田１８３５－１

社会福祉法人やず　ケアハウスすこやか 八頭郡八頭町宮谷１６５－１

特別養護老人ホーム　あいご 日野郡日野町根雨７３０

軽費老人ホーム第２ケアハウスみどり園 東伯郡琴浦町大字八橋１９３７

特別養護老人ホームなりすな（従来型） 鳥取市青谷町善田２７－１

特別養護老人ホームなりすな（ユニット型事業所） 鳥取市青谷町善田２７－１

有料老人ホームいずみの苑 米子市淀江町淀江１０７５

特別養護老人ホーム大山やすらぎの里 西伯郡大山町唐王２０８

錦海リハビリテーション病院 米子市錦海町３－４－５

介護老人福祉施設新さかい幸朋苑 境港市上道町２０５３－１

介護老人保健施設あやめ 日野郡江府町大字武庫４７５

介護老人保健施設あやめ（ユニット型） 日野郡江府町大字武庫４７５

社会福祉法人だんのさとケアハウス暖の里 鳥取市吉岡温泉町５２－１

社会福祉法人だんのさとケアハウス暖の里新館 鳥取市吉岡温泉町８９５－１

特別養護老人ホームいこいの杜 鳥取市湖山町西三丁目１１３－１

介護老人保健施設サンライズひえづ 西伯郡日吉津村大字今吉２０２－１

鳥取県済生会介護療養型老人保健施設サテライトはまかぜ 境港市米川町４４

軽費老人ホーム福原荘 米子市皆生温泉四丁目１７－２

社会医療法人仁厚会米子東病院 米子市淀江町佐陀２１６９

医療法人社団昌平会介護医療院はじめ 西伯郡伯耆町大原９２７－１

介護老人福祉施設にしまち幸朋苑 鳥取市西町５丁目１０８

有料老人ホームけあホームひまわり関金 倉吉市関金町関金宿１８９１－１０

小規模特別養護老人ホームきたやま 八頭郡八頭町北山１５９－１

ケアハウスかずき 西伯郡大山町押平７４７－１

特別養護老人ホームはまゆう 鳥取市服部２０４－１

特別養護老人ホームのでらはまゆう 鳥取市野寺６７番地

鳥取少年鑑別所 鳥取市湯所町２丁目４１７

地域密着型介護老人福祉施設皆生ピースポート（ユニット型） 米子市新開３丁目３－１０

養護老人ホーム真誠会皆生エスポワール 米子市新開１丁目５－１５


