
地域包括支援センター
地域 名　称 所在地 電　話

松任

白山市地域包括支援センター松任中央 若宮二丁目 34 ☎ 272-5999
白山市地域包括支援センター光野 番匠町 443 ☎ 274-7718
白山市地域包括支援センター千代野 千代野東五丁目 1-2 ☎ 276-1011
白山市地域包括支援センター笠間 笠間町 1738 ☎ 274-6771

美川 白山市地域包括支援センター美川 平加町ヌ 119-1 ☎ 278-8585
鶴来 白山市地域包括支援センター鶴来 鶴来水戸町ノ 1 ☎ 272-3950
白山ろく 白山市地域包括支援センター大門園 佐良ロ 123 ☎ 255-5225

特別養護老人ホーム
地域 名　称 所在地 電　話

松任
福寿園 山島台四丁目 100 ☎ 276-3545
松美苑 笠間町 1738 ☎ 274-6776
つるべ荘 一塚町 1351-1 ☎ 276-2020

美川 キラッと篤寿苑 平加町ヌ 110-1 ☎ 278-2555
鶴来 あじさいの郷 明島町春 130 ☎ 273-0123

白山ろく 大門園 佐良口 123 ☎ 255-5221
美杉の郷 桑島 4号 87-5 ☎ 259-2117

地域密着型特別養護老人ホーム
地域 名　称 所在地 電　話

松任 おかりや 倉光三丁目 8 ☎ 274-2000
白山ぬくもりホーム 八ツ矢町 124-1 ☎ 275-8575

美川 キラッと美川 美川和波町ワ 76-2 ☎ 227-9021
鶴来 鶴来ふくまるハウス 鶴来本町四丁目リ 33-3 ☎ 273-6001

介護老人保健施設
地域 名　称 所在地 電　話

松任 千代野苑 米永町 303-5 ☎ 275-7700
なごみ苑 米永町 300-2 ☎ 276-5100

施設一覧
施設一覧

地域 名　称 所在地 電　話

松任

福寿園デイサービスセンター 山島台四丁目 100 ☎ 276-6810
剣崎デイサービスセンター 剣崎町 1484 ☎ 275-6915
あいのきデイサービスセンター 相木町 820 ☎ 276-6460
デイサービスらっぴぃ一 木津町 1284-1 ☎ 276-1020
白山コンディショニングセンター 北安田町 5024 ☎ 214-6881
リハビリデイサービス「太陽のリゾート白山」 北安田西二丁目 6 ☎ 287-5977
ニチイケアセンター松任 石同新町 275-1 ☎ 274-1861
白山ヘルスセンター 橋爪町 339 ☎ 274-2122
リハ本舗　おおまち 四日市町 5 ☎ 275-8070
三草二木　行善寺 北安田町 548-2 ☎ 275-0616
シニアサロンひらまつ 平松町 87-4 ☎ 274-7676

デイサービス

- 36 -  



通所型サービス
地域 名　称 所在地 電　話
松任 ちよのふれあいセンター 千代野東五丁目 1-2 ☎ 276-7717

認知症対応型通所介護
地域 名　称 所在地 電　話

松任 グループホームほたる 石同新町 155 ☎ 277-6533
太陽のひだまり徳光 徳光町 2665-17 ☎ 274-7612

美川 グループホームキラッと篤寿苑 平加町ヌ 110-1 ☎ 278-2555

鶴来 グループホームあすか 月橋町 405 ☎ 273-5571
認知デーサービスぼたん 明島町西 115-3 ☎ 272-4733

白山ろく デイサービスくろゆり 吉野東 2-1 ☎ 255-5202

認知症高齢者グループホーム
地域 名　称 所在地 電　話

松任

あいけむ 宮保町 1160-4 ☎ 275-9099
ほたる 石同新町 155 ☎ 277-6533
ほたる横江 横江町 48-1 ☎ 274-3565
ほほえみホーム 米永町 303-5 ☎ 275-5101
源兵島 源兵島町 967 ☎ 220-7313
太陽のプリズム徳光 徳光町 2665-17 ☎ 274-7612
暖暖 北安田町 5380 ☎ 274-4865
白山ぬくもりホーム 八ツ矢町 124-1 ☎ 275-8575
遊子苑 乙丸町 484-2 ☎ 274-0101
野の花 今平町 111-1 ☎ 214-6915

美川 キラッと篤寿苑 平加町ヌ 110-1 ☎ 278-2555

地域 名　称 所在地 電　話

松任

光野デイサービスセンター 番匠町 443 ☎ 274-7811
つるべ荘デイサービスセンター 一塚町 1351-1 ☎ 276-2020
ばんじょうでいさーびす 番匠町 351 ☎ 227-9090
Plus 体操教室 新田町 197 ☎ 200-7576
千代野デイサービスセンター 千代野東五丁目 1-2 ☎ 276-3737
笠間デイサービスセンター 笠間町 273-1 ☎ 274-2262
デイサービス太陽のひだまり木津 木津町 1845 ☎ 276-9933
デイサービスGGフィットネス白山店 宮保町 1361-1 ☎ 256-3531
リハビリ＆フィットネス　寿リハ松任 中町 54-3 ☎ 274-0740

美川

湊デイサービスセンター 湊町カ 377-1 ☎ 278-8811
キラッと美川デイサービスセンター 美川和波町カ 1-3 ☎ 227-9108
デイサービスセンターすまいる 平加町ニ 66-1 ☎ 259-6020
やわらぎ太子の家　美川 美川北町ル 73-1 ☎ 282-7171

鶴来

デイサービスセンターあじさいの郷 明島町春 130 ☎ 273-0123
デイサービスしおん 明島町西 115-1 ☎ 272-7720
デイサービスいらっしひのんこ 日御子町口 14 ☎ 287-5008
こみけあデイサービスセンター陽羽里 陽羽里二丁目44-1 ☎ 214-6110
デイサービスひより 知気寺町は 36-1 ☎ 255-7838

白山ろく
プラトーケアセンター白山河内店 河内町きりの里 62 ☎ 220-7139
大門園デイサービスセンター 佐良口 123 ☎ 255-5783
美杉の郷デイサービスセンター 桑島 4号 87-5 ☎ 259-2117

※利用者の状況により利用できない施設もありますので、ケアマネジャーにご相談ください。
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小規模多機能型居宅介護
地域 名　称 所在地 電　話

松任 小規模多機能ホーム　絆 中奥町 172-1 ☎ 276-0035
小規模多機能型居宅介護事業所　敬愛 横町 96-1 ☎ 275-6039

鶴来 鶴来ふくまるハウス 鶴来本町四丁目リ 33-3 ☎ 273-9800

通所リハ
地域 名　称 所在地 電　話

松任 なごみ苑 米永町 300-�2 ☎ 276-5100
有川整形外科医院 八ツ矢町 232-2 ☎ 275-7500

美川 えくぼ通所リハビリテーションセンター 西米光町チ 83-1 ☎ 278-8181
しおのやクリニック呉竹デイケアセンター 湊レ 33の 1 ☎ 278-2272

鶴来 ただなわ通所リハビリテーションセンター 井口町に 78-1 ☎ 225-5221
公立つるぎ病院　通所リハビリテーションセンター 鶴来水戸町ノ 1 ☎ 272-1250

ケアハウス
地域 名　称 所在地 電　話

松任

ケアハウスまっとう 山島台四丁目 110 ☎ 275-6111
ケアハウス剣崎 剣崎町 1488 ☎ 275-6688

ケアハウスメゾンウルーズ
松任駅北相木第 2 土地
区画整理事業施行地区内
19街区 1

☎ 255-7677

美川 ケアハウス　キラッと白山 美川和波町カ 1-3 ☎ 227-9486
白山ろく ケアハウス鳥越 若原町甲 86-2 ☎ 254-2882

サービス付高齢者向け住宅
地域 名　称 所在地 電　話

松任 やわらぎ 横町 96-1 ☎ 275-6039
おかりや 倉光三丁目 8 ☎ 274-2000

美川 ドリーム美川 美川末広町カ 152 ☎ 255-7419
鶴来 ケアセンターこみけあ陽羽里 陽羽里二丁目 44-1 ☎ 214-6110

有料老人ホーム
地域 名　称 所在地 電　話

松任

PDハウス白山 北安田西二丁目 17 ☎ 276-3500
太陽のプリズム白山 北安田西二丁目 14 ☎ 214-6840
太陽のプリズム博労 博労三丁目 14-1 ☎ 259-0440
てらす辰巳町 辰巳町 26 ☎ 275-4166
うちくる白山運動公園前 村井町 153-1 ☎ 461-7765

鶴来
しおん 明島町西 115-1 ☎ 272-8858
てらす鶴来 鶴来水戸町三丁目 130 ☎ 259-0237
シニアハウス香林苑　白山 大竹町口 17-1 ☎ 272-2244

地域 名　称 所在地 電　話

鶴来 あすか 月橋町 405 ☎ 273-5571
ぼたん 明島町西 115-3 ☎ 272-4733

白山ろく 共永 上野町東 95-1 ☎ 254-2070
くろゆり 吉野東 2-1 ☎ 255-5202
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福祉用具販売・貸与
地域 名　称 所在地 電　話

松任
株式会社ハンディーエイド 北安田 5244 ☎ 275-3158
おせわーく北陸 上二口町 127-1 ☎ 274-2940
スマイルワン 村井町 322-6 ☎ 287-3007

美川 有限会社道越設備工業 長屋町イ 30-1 ☎ 278-6602
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地域 医療施設名 所在地 電　話

松任

有川整形外科医院 八ッ矢町 232-2 ☎ 275-7500
あさがおクリニック 倉光五丁目 103 ☎ 275-2600
いこまともみレディースクリニック 北安田西二丁目 41番 ☎ 216-0123
今村耳鼻咽喉科医院 若宮二丁目 52 ☎ 276-3387
ういえ耳鼻咽喉科クリニック 中成二丁目 366番地 ☎ 275-4133
上田耳鼻咽喉科医院 末広二丁目 48 ☎ 274-1187
岡村内科医院 千代野東五丁目 5-4 ☎ 276-8851
かわい小児科医院 安田町 5 ☎ 275-0177
川北こどもクリニック 山島台一丁目 1-1 ☎ 274-7224
北村内科医院 倉光七丁目 41 ☎ 274-3800
恵愛会　松南病院 若宮三丁目 63 ☎ 275-7611
斉藤小児科医院 馬場二丁目 16 ☎ 275-3110
真田医院 布市一丁目 131 ☎ 275-2255
嶋医院 中町 32 ☎ 275-3311
下﨑整形外科医院 専福寺町 158-3 ☎ 274-5000
しらお眼科 四日市町 27-1 ☎ 274-1200
新くりにっく 宮保新町 130番地 1 ☎ 276-8001
新内科医院 西柏町 7-13 ☎ 276-7217
すえよし整形外科クリニック 中成一丁目 88番地 ☎ 276-7060
たけお皮膚科クリニック 北安田町 5003番地 ☎ 276-8881
谷内科歯科クリニック 新田町 86-2 ☎ 274-3351
ちくだ医院 倉光六丁目 35 ☎ 275-6341
津田内科医院 新成四丁目 230番地 ☎ 276-5050
津山クリニック 北安田町 1270 ☎ 276-5501
てらしま内科クリニック 中奥町 91-3 ☎ 274-8666
中村皮フ科クリニック 村井町 222-1 ☎ 274-1112
ながしまクリニック 北安田町 972-1 ☎ 275-1115
なんぶこども医院 北安田西一丁目 17番地 ☎ 275-6611
医療法人社団　白山会 米永町 300番地 2 ☎ 276-2262
ばんどう内科・呼吸器クリニック 布市一丁目 113 ☎ 277-6211
社会福祉法人佛子園　B'sClinic 北安田町 548番地 2 ☎ 293-1577
福留クリニック 福留町 179番 1 ☎ 277-3133
べんクリニック 相木町 820 ☎ 277-6880
前田眼科クリニック 北安田町 5079番地 ☎ 227-8000
松任整形外科クリニック 村井町 2 ☎ 276-0005
みやた整形外科 新田町 217番 1 ☎ 236-2572
三幸小児科医院 三幸町 38 ☎ 274-7373
むとう小児科医院 宮永市町 65-2 ☎ 275-7887
矢ケ崎外科医院 徳丸町 597 ☎ 275-5166
安原医院 田中町 242 ☎ 275-2008
やなぎ内科クリニック 専福寺町 161-1 ☎ 277-6200
やまもと内科医院 山島台三丁目 99番地 ☎ 274-3588
いこまともみレディースクリニック産科分院 北安田二丁目 164番地 ☎ 287-5761

美川
井村内科・腎透析クリニック 美川中町ル 40-1 ☎ 278-6363
うしむら眼科クリニック 井関町 115-3 ☎ 278-3001
しおのやクリニック 湊町レ 33-1 ☎ 278-3355

白山市の医療機関
白山市医師会一覧
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白山石川医療企業団
地域 医療施設名 所在地 電　話
松任 公立松任石川中央病院 倉光三丁目 8番地 ☎ 275-2222
鶴来 公立つるぎ病院 鶴来水戸町ノ 1番地 ☎ 272-1250

白山ろく
吉野谷診療所 佐良ニ 124番地 ☎ 255-5019
中宮診療所 中宮カ 3番地 ☎ 255-5019
白峰診療所 白峰ハ 157番 1地 ☎ 259-8002

地域 医療施設名 所在地 電　話

美川

聖来美クリニック 井関町 115-1 ☎ 278-7070
多賀クリニック 美川和波町カ 128-1 ☎ 278-3384
なかでクリニック 鹿島平 11番 60 ☎ 278-5511
長尾医院 美川永代町ソ 248 ☎ 278-2156
松葉外科胃腸科クリニック 美川中町イ 16-72 ☎ 278-6065

鶴来

いのくち内科医院 井口町に 98-5 ☎ 273-0678
織田内科クリニック 鶴来本町三丁目ヲ 11 ☎ 273-9100
きむら耳鼻咽喉科クリニック 井口町ろ 29-1 ☎ 272-2911
さなだクリニック 鶴来古町ワ 7 ☎ 272-1138
新村病院 月橋町 722-12 ☎ 273-0100
せいだクリニック 道法寺町ニ 10 ☎ 272-0381
ただなわ整形外科クリニック 井口町に 80番 1 ☎ 272-1333
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