
❃本庁エリア ❃大平支所エリア
学区 医院名 住所 電話 学区 医院名 住所 電話

織田歯科医院 稲熊町8-40 25-1818 加藤歯科クリニック 大平町字沢添25-1 23-1212

くまはち歯科 稲熊町8-125-1 73-0807 林歯科医院 洞町東前田3-12 22-6480

田中小児歯科 稲熊町4-120 22-3000 横田歯科医院 大平町字家下27 25-2317

はせべ歯科医院 伝馬通3-36 22-1245 かんこども歯科 美合新町19-2 73-7733

はっとり歯科 稲熊町猫沢31-5 65-2550 小島歯科医院 美合町生田122 51-2125

宮野歯科 伝馬通１-9 24-0321 柴田歯科医院 美合町字生田234 51-5142

LiCOファミリー歯科 両町1-25 73-8838 とうはら歯科医院 美合町生田301　蔵ビル2F 51-6429

モダン通り歯科 六供町3-36-1 83-7225 花ノ木歯科クリニック 美合町五反田64 71-1500

欠町三田々北通り22-5 フタバ歯科医院 岡町字南久保26-2 54-7337

イーストガーデン1F たかすデンタルクリニック 美合町本郷261-2 73-2299

奥平歯科診療所 両町2-41 22-8204 美合歯科クリニック 美合町入込88-6 59-4180

かけまちコミュニティー歯科 元欠町1-12-1 73-1881 緑丘歯科医院 緑丘3-3-6 54-1817

倉橋歯科医院 若宮町3-1 24-1131

島田歯科医院 小呂町1-76 25-7300

太田歯科医院 井田町3-7 25-5506

真伝歯科 真伝町字寒風7-14 46-4011 ❃岡崎支所エリア

第２杉山歯科 石神町9-19 21-3418 学区 医院名 住所 電話

天野歯科・矯正歯科医院 能見通1-10 21-0595 天野歯科 羽根町東ノ郷6-5 51-4146

KEI DENTAL CLINIC 能見町144 83-6018 岡崎デンタルオフィス 柱町東荒子214 64-7712

神谷ファミリー歯科 伊賀町東郷中61-1 28-9321 岡崎プレシオ歯科・矯正歯科 庄司田1-12-11 73-0118

島田歯科医院 日名中町17-30 28-2229 おの歯科医院 柱町字下荒子58-9 55-8282

ヒロデンタルオフィス 伊賀町7-33 65-8214 川部歯科医院 庄司田1-13-11 53-2160

日名あおば歯科 日名本町1-8 74-7735 岸本歯科 庄司田3-9-9 53-6181

市川歯科医院 魚町1-11 21-5855 ティーススタジオ 羽根町前田30－1 51-1766

康生歯科医院 連尺通2-11 65-0323 鳥居歯科医院 羽根町若宮4-2 51-1773

清水歯科クリニック 材木町1-1 22-2257 永坂歯科クリニック 羽根町陣場173 51-3813

須賀歯科医院 城北町9-8 21-8090 前川歯科 庄司田1-5-1 54-3600

杉本歯科 連尺通2-37 21-0887 ウイングタウン歯科クリニック 羽根町小豆坂3　ウイングタウン1F 72-4618

杉山歯科 材木町1-19　康生パークビル1階 23-2521 光ヶ丘歯科 戸崎町藤狭20-25 54-9904

中岡崎歯科 中岡崎町4-14 21-0155 フジ歯科 羽根町大池40 57-8281

浅井歯科医院 竜美西1-6-8 53-6272 堀歯科 戸崎町牛転10-53 54-5151

安達歯科医院 唐沢町1-18 26-1131 カワムラ歯科医院 上和田町北天白28 54-3688

内田歯科医院 明大寺町字長泉19 55-0377 シバタ歯科 羽根西2-6-7 51-1114

かない矯正歯科医院 上明大寺2-15 25-0505
岡

崎 なべた歯科 柱3-11-13 55-1515

岸本歯科 明大寺本町2-19 22-1941 大河内歯科医院 福岡町字岩ケ崎20-8 53-1818

東海歯科醫院 明大寺町出口42-1 65-6355 デンタルオフィスケイ 上地町新佐原65 57-8188

ナベタ歯科医院 竜美西2-9-1 54-0868 藤原歯科医院 福岡町字下荒追6 51-9003

みずの歯科医院 竜美旭町11-6 58-3555 たかせ歯科 上地1-38-8 54-8217

いとうｍ歯科 竜美台2-5-13 84-5555 司歯科医院 上地1-15-9 54-3117

神谷デンタルクリニック 竜美台1-6-2 64-0418 なべたデンタルクリニック 上地3-8-7 52-8181

すぎもと歯科 竜美南4-7-9 53-0282 米﨑歯科医院 上地2-17-6 54-0880

竜美ケ丘デンタルオフィス 明大寺町大圦47-47 57-1182 渡辺歯科医院 若松東1-2-8 54-0211

たつみ歯科 竜美中2-3-11 54-4654

永井歯科室 竜美南1-6-1 55-8871

三井歯科医院 竜美台1-7-11 54-8211 ❃東部支所エリア
天野歯科医院 上六名4-6-1 53-5489 学区 医院名 住所 電話
岩瀬歯科医院 南明大寺町2-7 53-1418

藤

川 織田歯科医院 藤川台3-117 48-7775

大島歯科クリニック 久後崎町字郷東16-1 71-7025
山

中 うちだ歯科 舞木町字市場65-1 48-7770

おかざき歯科 真宮町3-9 58-3069 おおた歯科 本宿町一里山41-1 48-6800

中村歯科医院 上六名3-13-13　浅井ビル1F 53-6733 小島歯科診療所 本宿町字梨子木9-95 48-4057

むつな歯科医院 六名2-10-15 52-9070 松井歯科クリニック 本宿茜1-1-2 48-8181
常

磐 ときわ歯科医院 滝町字長坂44-1 27-7020 丸山ファミリー歯科 本宿町後田21-3 48-4152
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令和5年度　１歳６か月児・３歳児歯科健康診査実施歯科医院一覧

❃岩津支所エリア ❃矢作支所エリア
学区 医院名 住所 電話 学区 医院名 住所 電話

太田歯科医院 東蔵前2-2-1 45-7744 島田歯科医院 矢作町尊所55-4 31-5420

京田歯科医院 岩津町申堂2-2 45-2102 すずき歯科医院 矢作町切戸6 31-1211

杉山歯科医院 東蔵前町木平58 45-2023 鶴田歯科医院 矢作町字西林寺13 31-3576

つくし歯科クリニック 東阿知和町宮前25 25-6145 鈴木歯科 森越町郷前11-1 34-0505

青木橋杉山歯科医院 青木町8-2 24-1361 ひなばしファミリー歯科 舳越町字神道22-1 33-0118

秋尾歯科 百々西町9-2 25-6776 あい歯科矯正歯科 小針町一シキ12-1 34-1182

エンゼル歯科・矯正歯科 鴨田本町5-8 24-5612 いな歯科クリニック 橋目町御小屋西81-1 64-7100

大和田歯科医院 鴨田町荒子15-2 21-0617 すまいる歯科 北野町一番訳33-1 33-3222

片山歯科医院 百々町字東側26 28-3533 宇頭町字山ノ神40-1

近藤歯科医院 井ノ口新町12-19 21-3456 みはとビル2階

ジュン歯科クリニック 大樹寺3-4-15 64-2572 水野歯科医院 西本郷町字宮地13-1 32-1123

大樹寺歯科 大樹寺3-6-10 83-8448 岡崎友愛歯科 筒針町字池田147 32-3335

のじまデンタルクリニック 薮田2-9-8 66-1188 杉江歯科 渡町字薬師畔38-3 31-2230

牧野歯科付属矯正クリニック 薮田1-17-16 25-8822 中澤歯科医院 富永町福塚13-1 33-0660

おかしか 細川町字窪地77-210 45-7661 三浦歯科 昭和町字上川田9-7 32-4833

神谷歯科医院 細川町字長原52-8 45-5617

ほくとだい歯科 細川町字窪地62-5 45-8233

水越歯科医院 仁木町川越214-1 45-7771

❃旧額田エリア
学区 医院名 住所 電話

河野歯科クリニック 樫山町字新居野62-3 82-2812

❃六ツ美支所エリア 竹内歯科桜形医院 桜形町字福塚40-3 84-2771
学区 医院名 住所 電話

すずき歯科 下三ツ木町字西ノ宮45-1 43-1616

ひかりデンタルクリニック 坂左右町堤上60-1 53-7780

村田歯科 下青野町字番城7-1 43-3233 ❃幸田エリア
おかだ歯科・こども歯科 井内町字北浦44-2 57-0088 学区 医院名 住所 電話
ちゅら歯科クリニック 野畑町北浦42-1 57-1418 あいみ歯科 相見字阿原5 62-9222

松本歯科医院 土井町駒之舞24-3 54-0158 磯貝歯科医院 菱池字菅田42-1 62-6480

髙岡歯科医院 法性寺町字猿待88-1 59-1818 いちかわ歯科 深溝字山脇6-1 62-8668

とりごえ歯科 赤渋町字田中24-1 58-8111 植田歯科医院 芦谷字幸田28 62-0056

豊田歯科 法性寺町字郷前1-3 71-1077 うおずみ歯科クリニック 相見字蒲原53 56-8148

ほっしょうじ歯科 法性寺町柳之内11-1 54-5956 かべや歯科医院 大草字広野36-9 63-1070

金山歯科医院 中島町上町102-1 43-4178 さかきばら歯科 深溝字東五反田10 62-6161

和田歯科医院 中島町字小園38-4 43-4868 ハピネス歯科こども歯科クリニック 大草広野78-1 62-0505

平野歯科クリニック 菱池字荒子4-1 63-1122

ふじえ歯科 横落竹の花1-1 63-2233

ふわ歯科クリニック 芦谷北屋敷22-1 62-0173

みなみ歯科クリニック 大草検行156 56-3733

やまもと歯科醫院 久保田本郷46-6 63-1171

わたなべ歯科医院 大草字三ツ石31-15 62-8787
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＜注意事項＞

※歯科医院の情報は、令和５年４月現在のものです。

※変更する場合がありますので、予約の際に『１歳６か月児・３歳児歯科健康診査実施歯科医院』か確認の上、

受診してください。


