
【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名

1 いこいの杜 鳥取市湖山町西3丁目113-1 9月～12月 応相談 高校生･社会人 3
14:00～16:00
行事時の事前準備、当日付添
い、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

不要

特別養護老人ホーム 0857-32-0151 9月～12月 応相談 社会人 1

いつでも可
所内の生花の管理、洗濯物たた
み、食事の後片付け、ﾍﾞｯﾄﾞの掃
除

2 白兎あすなろ 鳥取市白兎8 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2
日中1～2時間程度
傾聴 不要

特別養護老人ホーム等 0857-59-0111

3 いなば幸朋苑 鳥取市浜坂228番地1 9月～11月 応相談 社会人 2 不要

介護老人保健施設等 0857-23-6611

4 老人保健施設はまゆう 鳥取市野寺62番地１ 9月～12月 応相談 高校生・社会人 1 不要

介護老人保健施設 0857-51-7801

5 特別養護老人ホーム若葉台 鳥取市若葉台南4丁目2番27号 9月～11月 応相談 高校生・社会人 2 不要

特別養護老人ホーム 0857-38-6666

6
鳥取市障害者福祉センターさ
わやか

鳥取市富安2丁目96 9月～12月 応相談 社会人 2 不要

生活介護 0857-27-3338

7 はまゆうデイサービスセンター 鳥取市服部204-1 9月～12月 毎週月～金曜日 高校生・社会人 1
9:00～16:00
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動 不要

通所介護 0857-51-7838

8 鳥取市東デイサービスセンター 鳥取市滝山374-1 9月～12月 応相談 高校生･社会人 2 不要

通所介護 0857-29-6292

9 ケアハウスあすなろ 鳥取市川端4丁目115 9月～12月 応相談 高校生・社会人 3
8:30～17:10
掃除、利用者との関わり 不要

軽費老人ホーム 0857-27-2000

受入期間

【持参】上履き、水分補給
【事前連絡の方法】電話

山崎郁代

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 寺坂聡

清水由加利

10:00～16:00の間の2時間程度
話相手、軽作業

【持参】ｴﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話

福本真理

9:00～16:00(定休日：日曜日)
高齢者の介護

【持参】上履き、弁当、お茶
【事前連絡の方法】電話

9:00～16:00（定休日：祝日）
利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、整容介
助、食事配膳、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ参
加、環境整備・清掃

【持参】弁当（施設で昼食を希望
される方は、530円にて提供しま
す）
【事前連絡の方法】電話

福田康博

9:00～15:00（土・日曜日、祝日
は活動なし）
利用者の話相手、環境整備、ﾚｸ
ﾘｴｰｼｮﾝ手伝い等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

橋村知世

8:30～17:00（定休日：日曜日、
祝日）の間で相談
利用者の見守り、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

【持参】弁当、お茶、着替え
【事前連絡の方法】電話

勝原伊佐子

【持参】上履き、着替え、ｴﾌﾟﾛﾝ
等
【事前連絡の方法】電話 田中敦子

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 齋藤頼睦



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

10 鳥取西デイサービスセンター 鳥取市西品治280-1 9月～12月 毎週月～金曜日 高校生・社会人 2 不要

通所介護 0857-37-2121

11 白兎はまなす園 鳥取市伏野2256-1 9月～12月 月1回第1土曜日 高校生･社会人 1 不要

障害者支援施設 0857-59-0052

12 松の聖母学園 鳥取市白兎12-1 9月～12月 応相談 高校生・社会人 4 不要

障害者支援施設 0857-59-0361

13 障害者福祉センター厚和寮 鳥取市湖山町西3丁目127番地 9月～12月 毎週火・金曜日 高校生・社会人 2
13:00～15:00
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ援助 不要

障害者支援施設 0857-28-0860

14 障害者福祉センター友愛寮 鳥取市湖山町西3丁目113-1 9月～12月 毎週火～金曜日 高校生・社会人 2 不要

障害者支援施設 0857-28-4717

15 鳥取こども学園 鳥取市立川町5丁目417 9月～12月 応相談 社会人 2
曜日・時間は応相談、1回1時間
程度
小・中・高校生の学習支援

不要

児童養護施設 0857-22-4206 5
曜日・時間は応相談
園敷地内の掃除、剪定等環境
整備

5
16:00～19:00
児童の散髪

16 鳥取スマイル 鳥取市西町3丁目417番地 9月～12月 隔週第2・第4日曜日 社会人 1 不要

児童自立支援援助事業(自立援助ホーム) 0857-23-4590

17 のぞみ保育園 鳥取市数津94-8 9月～12月 応相談 高校生・社会人 4 不要

保育所 0857-53-4250

18 松保保育園 鳥取市布勢91-1 9月～12月 毎週土曜日 高校生・社会人 3 不要

保育所 0857-28-0474

西尾紀子

9:00～16:00（定休日:土・日曜
日）
余暇支援、イベントの当日運営

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 荘田伸陽

10:00～16:00（定休日：土・日曜
日、祝日）
余暇活動支援、食事配膳、散
歩、掃除等

野﨑久美子

9:30～17:30の間
日中活動支援、余暇支援等

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 藤本貴子

9:00～16:00
保育補助及び園内外の清掃

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問

8:30～17:15（定休日：日曜日、
祝日）
保育補助

【持参】弁当、着替え、ｴﾌﾟﾛﾝ、
手拭ﾀｵﾙ、水分
【事前連絡の方法】電話

9:00～16:00（定休日：日曜日）
利用者の話相手、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの
補助等

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話 近藤浩之

井本裕美子

【持参】弁当、着替え、ｴﾌﾟﾛﾝ
＊給食の場合：1食250円
【事前連絡の方法】電話

【持参】上履き、弁当、ｴﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話

坂本葉湖

【持参】-
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問

田村千亜紀

13:00～21:00の間
食事作り、利用者との対談等

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

徳井久美子



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

19 千代保育園 鳥取市江津730 9月～12月 毎週月～金曜日 高校生・社会人 2
15:30～18:00
保育補助と手伝い 不要

保育所 0857-23-7049

20 わかば台保育園 鳥取市若葉台南町2丁目205-2 9月～12月 応相談 社会人 2
17:00～19:00（定休日：日曜日、
祝日）
時間外保育補助

不要

保育所 0857-52-6126 9月～12月 毎週土曜日 高校生・社会人 2
8:30～17:15の間
保育補助

21 老人保健施設ふたば 鳥取市国府町稲葉丘3丁目303 9月～10月 隔月第3・第4週目 高校生・社会人 2 不要

老人保健施設 0857-23-1830

22 在宅支援はうす和みの郷 鳥取市国府町宮下1040 9月～12月 応相談 社会人 2 不要

通所介護 0857-21-0933

23 国府町デイサービスセンター 鳥取市国府町糸谷15-1 9月～12月 週1回 高校生・社会人 2 不要

通所介護 0857-26-5180

24
小規模多機能型居宅介護施
設とちの実

鳥取市佐治町加茂583-1 9月～12月 週1回 高校生・社会人 2 不要

小規模多機能型居宅介護 0858-89-1860

25 佐治町総合福祉センター 鳥取市佐治町加瀬木2171-2 9月～12月 毎週土曜日 高校生･社会人 2
10:00～12:00
話相手、食事介助、入浴介助 不要

通所介護 0858-89-1022 隔週第1・第3水曜日

26 ル・サンテリオン鹿野 鳥取市鹿野町今市80番地 9月～12月 応相談 高校生・社会人 3 不要

介護老人保健施設 0857-84-3700

27 鹿野町デイサービスセンター 鳥取市鹿野町今市651-1 9月～12月 週1回 高校生・社会人 2 不要

通所介護 0857-84-3113

8:30～17:30
話相手、入浴介助、食事介助、
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

小谷竜子

10:00～20:00の間で相談
入浴・排泄・食事等の介助補
助、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等

【持参】弁当
【事前連絡の方法】電話

北村

【持参】弁当、着替え、ｴﾌﾟﾛﾝ、
水筒
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問

前住幸

9:00～16:00（土・日曜日は活動
なし）
介護補助、話相手、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
補助

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

広富由美

【持参】上履き、着替え、ｴﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話

黒田恭子

【持参】弁当、上履き、着替え、
動きやすい服装
【事前連絡の方法】電話 露木徳幸

8:30～17:30の間
1余暇活動（ｸﾗﾌﾞ活動､ﾚｸﾘｴｰｼｮ
ﾝ支援）2環境整備等

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話
【その他】活動内容・時間は相談
に応じます。

池淵和哉

9:00～16:00
介護補助、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ補助等

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

伊藤智子

8:30～17:15（定休日：日曜日）
利用者と会話、手芸、工作、歌、
ｹﾞｰﾑ等を楽しむ

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

谷口卓延



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

28 鳥取県立鹿野かちみ園 鳥取市鹿野町今町1078 9月～12月 応相談 社会人 2
12:30～15:30
芸術(陶芸・絵画)・音楽活動 不要

9月～1２月 応相談 高校生･社会人 2
10:00～15:00
芸術活動、散歩の付添い

障害者支援施設 0857-84-2033 10月(未定) 後日連絡 高校生・社会人 2
9:00～16:00
かちみ園文化祭

29 特別養護老人ホームなりすな 鳥取市青谷町善田27-1 9月～12月 毎週土曜日 高校生・社会人 2
14:00～16:00
ﾄﾞﾗｲﾌﾞ付添(認知症の方への理
解がある方)

不要

指定介護老人福祉施設 0857-85-0117 9月～12月 毎週土曜日 高校生・社会人 3
14:30～16:00
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、作品作り

9月～12月 毎週土曜日 高校生・社会人 3
14:00～16:00
環境整備、窓拭き、草取り、車椅
子清掃、障子張り等

30 アサンテ幸風 岩美郡岩美町浦富434-25 9月～12月 応相談 高校生・社会人 3 不要

デイサービスセンター等 0857-37-5226

31 介護老人保健施設すこやか 八頭郡八頭町宮谷123 9月～12月 毎週月～金曜日 社会人 2 不要

介護老人保健施設 0858-76-7600

32 特別養護老人ホームすこやか 八頭郡八頭町宮谷174-1 9月～12月 毎週土曜日 高校生・社会人 2 不要

特別養護老人ホーム 0858-76-7601 9月～12月 毎週日曜日 高校生・社会人 2

33 郡家デイサービスセンター 八頭郡八頭町宮谷254-1 9月～12月 毎週月～土曜日 高校生・社会人 2 不要

通所介護 0858-72-6210

34 八東デイサービスセンター 八頭郡八頭町東593番地1 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

通所介護 0858-84-2210

35 わかさ・あすなろ 八頭郡若桜町若桜1238 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

介護老人福祉施設 0858-82-5151

9:00～16:00（定休日：土・日曜
日）初日のみ8:30～
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ､身の回りの手伝
い、ｼｰﾂ交換、掃除、散歩の付
添い等

【持参】上履き、着替え、ｴﾌﾟﾛﾝ
＊昼食あり
【事前連絡の方法】電話

小﨑幸一

10:00～15:00
食事介助補助、話相手等

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

山名明美

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

清水由理

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問

9:00～16:00（定休日：土・日曜
日）
お茶出し、会話、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝへ
の参加

尾島亨子

9:00～16:00（土・日曜日は活動
なし）
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介助補助、話相手、将
棋相手、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

徳田真利子

植島文雄

10:00～15:30
利用者の話相手、施設内環境
整備等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

宮脇政幸

9:00～16:00（日曜日は活動な
し）
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介助補助、話相手、ﾚ
ｸﾘｴｰｼｮﾝ補助等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

【持参】上履き、着替え、ﾀｵﾙ
【事前連絡の方法】電話

小谷直紀



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

36 若桜町社会福祉協議会 八頭郡若桜町若桜1247-1 9月～12月 応相談 高校生・社会人 3 不要

通所介護 0858-82-0254

37 智頭町立智頭心和苑 八頭郡智頭町大字智頭1875番地 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

介護老人福祉施設 0858-75-2717

38 シルバー倉吉 倉吉市福庭町2-145 9月～12月 毎週水曜日 高校生・社会人 2
9:00～10:00
ｼｰﾂ交換、掃除 不要

養護老人ホーム 0858-26-0821 9月～12月 月1回第3金曜日 高校生・社会人 2
13:30～15:00
余暇活動補助(スナックひまわり)

9月～12月 月1回第4木曜日 高校生・社会人 2
13:30～15:00
余暇活動補助(喫茶花水木)

39 グループホームしみず苑 倉吉市宮川町155-18 9月～12月 毎週日～土曜日 高校生・社会人 2
9:00～18:00
介助 不要

グループホーム 0858-22-6201

40 デイケアひまわり 倉吉市東昭和町165 9月～12月 毎週月～金曜日 高校生・社会人 2 不要

通所リハビリ 0858-47-0002

41 グループホームひまわり関金 倉吉市関金町関金宿1886 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

グループホーム 0858-45-6222

42 倉吉市高齢者生活福祉センター 倉吉市関金町関金宿1115番2 9月～12月 毎週月～土曜日 高校生・社会人 3 不要

通所介護 0858-45-3800

43 倉吉スターガーデン 倉吉市福守町491番地 9月～12月 応相談 高校生 3 不要

通所介護 0858-28-5801

44 倉吉スターロイヤル 倉吉市福守町433番地 9月～12月 応相談 社会人 1 不要

特別養護老人ホーム 0858-28-6318

【持参】着替え
【事前連絡の方法】電話

森美幸

9:00～17:00
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ参加

【持参】上履き、着替え
＊昼食は施設の給食を提供
【事前連絡の方法】電話 小林祐理子

8:30～17:30（定休日：日曜日）
介護の補助、行事の手伝い

髙田昌史之

8:30～16:30（定休日：日曜日）
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介助・補助、話相手、
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

平木慎也

渡邉壽賀子

8:30～17:30
高齢者の話相手・介護、ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 稲波宏之

8:30～17:00の間
話相手、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助、環境
整備活動

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話

【持参】上履き、弁当、着替え、
帽子
【事前連絡の方法】電話 松田基宏

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

17:00～18:30
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ､見守り、食事の下
膳等

【持参】上履き、着替え
【事前連絡の方法】電話

涌島潤二

9:00～16:00
見守り、入浴準備、介助、昼食
準備、お茶出し、片付け、ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ補助等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 谷尻弘枝



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

45 巌城はごろも苑 倉吉市厳城920番地1 9月～12月 毎週水曜日 社会人 2
14:00～16:00
喫茶交流会の準備・補助・片付
け等

不要

特別養護老人ホーム 0858-23-0311 毎週月または金曜日 社会人 5
14:30～15:30
訓練室にてﾘﾊﾋﾞﾘ体操の補助、
利用者の誘導

46 デイサービスセンター和 倉吉市幸町532-1 9月～12月 応相談 高校生 2 不要

通所介護 0858-24-0501

47
介護老人福祉施設ル・ソラリオ
ン

倉吉市山根55-3 9月～12月 応相談 高校生・社会人 3 不要

特別養護老人ホーム 0858-26-0115

48 在宅医療福祉センター 倉吉市山根43 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

障害者支援施設 0858-26-4520

49 敬仁会館 倉吉市山根55-39 9月～12月 毎週水曜日 高校生・社会人 2
13:30～15:00
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助(音楽、手芸、ｽ
ﾎﾟｰﾂ等)

不要

障害者支援施設 0858-26-0480 毎週土・日曜日 高校生・社会人 2

9:00～11:00または13:30～15:00
洗濯業務補助、補修、清掃補助

毎週土曜日
＊施設予定表
に基づく土曜
日活動時に限
る

高校生・社会人 2

9:00～11:00
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助、外出補助、行
事

50 トーゲン倉吉 倉吉市寺谷331番地 9月～12月 毎週火曜日 高校生・社会人 1 不要

障害者支援施設 0858-22-0211 毎週水曜日 高校生・社会人 1

51 因伯子供学園 倉吉市みどり町3249番地 9月～12月 月1回第1土曜日 高校生・社会人 1
13:00～17:00
遊びボランティア 不要

児童養護施設 0858-22-2639

52
認定こども園鳥取短期大学附
属幼稚園・保育園

倉吉市福庭854 9月～12月 毎週水曜日 社会人 2 不要

保育園等 0858-26-9101

9:00～15:00(定休日：土・日曜
日、祝日)
創作、ｶﾗｵｹ、ｽﾎﾟｰﾂ、園芸、ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟﾜｰｸ等

【持参】弁当
【事前連絡の方法】電話

難波陽介

17:00～19:00(定休日：土・日曜
日、祝日)
食事の準備、介助、片付けの手
伝い

8:30～16:30(定休日：日曜日)
利用者との会話、見守り等

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

木天憲子

【持参】上履き、弁当、着替え、
必要があればｴﾌﾟﾛﾝ
＊服装は学校指定着以外のも
ので、短ﾊﾟﾝより長ｽﾞﾎﾞﾝ、胸元が
空いたTｼｬﾂよりﾎﾟﾛｼｬﾂがよい。
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問

西村恵美

9:30～16:00
生産活動、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、外出支
援

【持参】上履き
＊施設の給食を無料にて提供
【事前連絡の方法】電話 山田知親

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

齋江富子

17:00～19:00(定休日：土・日曜
日、盆休み)
預かり保育補助

【持参】上履き、着替え、ｴﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】施設訪問（＊
訪問日7/21　17時）※相談に応
じます。
【その他】大学スクールバスをご
利用ください。

谷口由美

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

里田淳子

【持参】上履き、ｴﾌﾟﾛﾝ
＊通勤時と活動時に服装は別
のものにしてください。
【事前連絡の方法】電話

篠原菊美



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

53
認定こども園倉吉幼稚園・倉
吉保育園

倉吉市仲ノ町742-1 9月～12月 応相談 高校生 4 不要

保育園等 0858-22-4680

54 倉吉東保育園 倉吉市上井781-1 9月～12月 毎週土曜日 高校生・社会人 3 不要

保育所 0858-26-3436

55 三朝温泉三喜苑 東伯郡三朝町横手396番地 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

介護老人福祉施設 0858-43-3322

56 三朝温泉三喜苑 東伯郡三朝町横手396番地 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

通所介護 0858-43-3322

57 グループホーム仁の里 東伯郡三朝町山田108-5 9月～12月 応相談 高校生・社会人 1 不要

グループホーム 0858-43-5007

58
デイサービスセンター三朝み
のり

東伯郡三朝町山田653-1 9月～12月 応相談 高校生・社会人 1 不要

通所介護 0858-43-5108

59
小規模多機能型居宅介護施
設なの花

東伯郡三朝町大瀬1012番地 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2
9:00～16:00の間
日常生活を共に過ごす 不要

小規模多機能型居宅介護事業所 0858-43-1711

60 グループホームなの花 東伯郡三朝町大瀬1012番地 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2
9:00～16:00の間
日常生活を共に過ごす 不要

グループホーム 0858-43-1711

61 三朝町社会福祉協議会 東伯郡三朝町横手50-4 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

デイサービスセンター 0858-43-3388
＊調理希
望者は必
要

9:00～16:00(定休日：土・日曜
日、祝日)
保育補助及び制作手伝い

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話 日野彰則

9:00～16:00(定休日：日曜日、
祝日)
子どもと遊ぶ(保育士の補助)、
掃除、教材作り等

【持参】上履き、着替え、ｴﾌﾟﾛﾝ、
水着、三角巾、ﾏｽｸ
※希望者は給食あり(1食280円
主食含む)
【事前連絡の方法】電話

足達佐惠子

9:00～16:00の間
利用者との語らい、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、
環境整備等

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 白方彩

9:00～16:00の間
利用者との語らい、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、
環境整備等

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

白方彩

9:00～16:00の間
利用者との語らい、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、
環境整備等

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

松川理恵美

9:00～15:30
利用者との対話、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活
動の参加

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

太田

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

徳田和秀

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

徳田和秀

9:30～15:30（日曜日は活動な
し）
利用者の話相手、お茶出し、体
操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等

【持参】弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話
【その他】調理希望の方は細菌
検査必要

武部恵子



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

62 三朝町社会福祉協議会 東伯郡三朝町横手50-4 9月～12月 応相談 高校生・社会人 3 不要

障害者デイサービスセンター 0858-43-3388

63 三朝町立竹田保育園 東伯郡三朝町穴鴨201-4 9月～12月 月1回 高校生 1 不要

保育所 0858-44-2183

64 母来寮 東伯郡湯梨浜町上浅津70-1 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

養護老人ホーム 0858-35-2019

65 ル・サンテリオン東郷 東伯郡湯梨浜町野花443番地1 9月～12月 月1回第2土・日曜日 高校生・社会人 4

14:15～15:00
利用者と会話、ｹﾞｰﾑ､ﾚｸﾘｴｰｼｮ
ﾝ

不要

介護老人保健施設 0858-32-2570 9月～12月 応相談 社会人 2
15:00～16:00
換気扇ﾌｨﾙﾀｰ掃除

66 はわいあずま園 東伯郡湯梨浜町光吉107-35 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

グループホーム 0858-48-5666

67 ゆりはま大平園 東伯郡湯梨浜町長和田1835-1 9月～12月 毎週木曜日 社会人 2 不要

救護施設 0858-32-0780

68 あずま園 東伯郡北栄町東園331-1 9月～12月 応相談 高校生・社会人 4
9:00～16:00の間
散歩、歌、話相手 不要

グループホーム等 0858-37-4804

69 あゆみの郷 東伯郡北栄町瀬戸31番地5 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

地域活動支援センター 0858-37-4522

70 ル・サンテリオン北条 東伯郡北栄町土下123-1 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

介護老人保健施設 0858-36-5220

長谷川知子

8:30～17:00の間で都合のよい
時間（土・日曜日、祝日、12/29
～31は活動なし）
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助、見守り、食事
準備・片付け、調理実習、各行
事等

【持参】弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

安本裕二

14:00～16:00(定休日：日曜日)
傾聴、行事・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ参加、畑
作業(参加・指導)

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

森本昌光

9:00～12:00(定休日：日曜日)
保育補助

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話 山浦加代子

9:00～16:00
食事の配膳・下膳、手伝い、ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ、水分補給等の対応

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問

10:00～11:30(定休日：土・日曜
日)
寝具交換、ｸﾗﾌﾞ活動補助、環境
整備

【持参】上履き、着替え
【事前連絡の方法】電話

米田美津子

【持参】上履き、弁当、ｴﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 福光悦子

9:30～16:00(定休日：土・日曜
日、祝日)
創作活動・作業訓練・ﾚｸﾘｴｰｼｮ
ﾝ補助等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

原田幸紀

9:00～16:00（土・日曜日は活動
なし）
話相手、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助、食事
の準備等

【持参】弁当、水筒
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 飯田憲

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

崎上麻衣子



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

71 社会就労センターげんき工房 東伯郡北栄町北条島366-7 9月～12月 応相談 高校生・社会人 2 不要

就労継続支援B型事業 0858-36-6125

72 介護老人福祉施設みどり園 東伯郡琴浦町大字八橋1937 9月～12月 月1回第2日曜日 高校生・社会人 2
14:30～16:00
行事(喫茶)の手伝い 不要

介護老人福祉施設 0858-53-2820

73
グループホーム陽だまりの家
陽だまりの家デイサービスセン
ター

東伯郡琴浦町大字徳万70-1番地 9月～11月 月1回第2水曜日 高校生・社会人 6 不要 山中美紀

グループホーム等

74 百寿苑デイサービス 東伯郡琴浦町赤碕1061番地3 9月～12月 毎週木曜日 高校生・社会人 2
【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話 不要 太田倫子

通所介護

75 琴浦ふれあい事業所 東伯郡琴浦町赤碕1113-3 9月～12月 毎週火～木曜日 高校生・社会人 1 不要

就労継続支援B型事業所 0858-55-1124

76 介護老人保健施設やわらぎ 米子市新開4-11-13 9月～12月 毎週月～金曜日 高校生・社会人 4
9:30～16:00
話相手、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助 不要

介護老人保健施設 0859-31-1000

77 みのかやデイサービス 米子市蚊屋289-13 9月～12月 応相談 高校生･社会人 2 不要

通所介護 0859-27-3970

78
真誠会セントラルローズガーデ
ンけやき庵

米子市西福原8-16-66 9月～12月 毎週日曜日以外 高校生･社会人 3 不要

通所介護 0859-30-3330

79 ケアホームはあとピア 米子市久米町200 9月～12月 週1回 高校生･社会人 4 不要

通所介護等 0859-31-8810

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

三好

9:00～16:00
話相手、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ｹﾞｰﾑ、周
辺の世話

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 生田大介

9:00～15:30（定休日：日曜日）
歌指導、話相手、ﾚｸ指導補助

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

遠藤久夫

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

山根賢一

9:00～16:00(定休日：土・日曜
日、祝日、盆)
障がい者支援、作業、食事等

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話
【その他】施設のﾚｽﾄﾗﾝの食事
代：350円

日置久枝

9:00～16:00(定休日：日曜日)
利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

9:30～16:00(定休日：土・日曜
日、祝日)
利用者の作業補助

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

馬野和志

9:00～16:00(定休日：日曜日)
創作活動、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等の補助

【持参】上履き、着替え
【事前連絡の方法】電話

藤井伸子

9:30～17:00
自立支援補助、ﾚｸ補助、話相
手、掃除等



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

80 軽費老人ホーム福原荘 米子市皆生温泉4-17-2 9月～12月 毎週月曜日 社会人 1
10:30～11:30
手芸活動の見守り・指導 不要

軽費老人ホームA型 0859-34-5731

81 ゆうとぴあ 米子市河崎580-3 9月～10月 毎週土曜日 高校生･社会人 2 不要

通所リハビリテーション 0859-30-3700

82 介護老人保健施設あわしま 米子市彦名町1250 9月～12月 応相談 高校生･社会人 1 必要

介護老人保健施設 0859-24-1503

83 あわしまデイケアセンター 米子市彦名町1250 9月～12月 毎週土曜日 高校生･社会人 2 必要

通所リハビリ 0859-24-5222

84 ほんわか茶町 米子市茶町25番地 9月～12月 応相談 高校生･社会人 1 必要

複合型サービス事業所 0859-23-6665

85 米子市中央デイサービスセンター 米子市錦町1-139-3 9月～12月 高校生･社会人 2 不要

通所介護 0859-23-5475

86 ヒューマンケア「モモの家」 米子市米原9丁目3番10号 9月～12月 毎週木曜日 高校生･社会人 1 不要

認知症通所介護 0859-23-5656

87
介護老人保健施設ル・サンテ
リオンよどえ

米子市淀江町佐陀2169番地 9月～12月 応相談 社会人 1 不要

介護老人保健施設 0859-56-4073

88 介護老人福祉施設　博愛苑 米子市一部555番地 9月～12月 応相談 高校生･社会人 4 不要

老人介護、障がい児支援（放課後等デイサービス） 0859-37-1100

【持参】弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

伊東順子

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

遠藤優介

【持参】上履き､弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

山根祥子

【持参】上履き、弁当、ｴﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問
【その他】活動内容によっては
8:00～9:00、17:00～19:00の時
間も可能

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 岩本喜絵

【持参】上履き、弁当、ｴﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 杉田麻依子

【持参】弁当、
【事前連絡の方法】電話

浜田

9:00～16:00
高齢者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ

9:00～15:00
利用者の話相手、食事準備、お
茶出し、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助

9:00～17:00
食事、入浴、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ､介助の
補佐、利用者の話相手

伊東順子

【持参】-
【事前連絡の方法】電話

伊東順子

9:00～16:30（定休日：日曜日）
通所の方との交流（主に傾聴）、
作業の見守り・参加、散歩・体操
に同行

9:00～17:00
介護補助、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（利用者
の話相手）

9:30～12:00、10:00～16:00
お茶出し、ﾄﾞﾗｲﾔｰ、話相手、ﾚｸ
補助等

9:00～16:00（定休日：土・日曜
日）
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助、傾聴等

曜日・時間帯は応相談
環境整備、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助、配
膳・下膳、利用者の入浴補助等

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 佐々木和代



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

89 支援センターのぞみ 米子市夜見町3001-1 9月～12月 応相談 高校生･社会人 3

9:00～16:00
【生活介護】公園等の散歩、軽
作業や創作活動の支援

不要

生活介護・放課後等デイサービス 0859-30-0550 9月～12月 高校生・社会人 3

15:00～18:00
【放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】のぞみの
室内で創作活動やｹﾞｰﾑを楽し
む、隣りのｸﾞﾗｳﾝﾄﾞで体を動かす

90 吾亦紅 米子市彦名町2850-1 9月～11月 毎週水・木曜日 高校生･社会人 3 不要

障害福祉施設 0859-24-2053

91 もみの木作業所 米子市富益町4722 12月 週1回 高校生･社会人 2 不要

就労継続B型 0859-28-9174

92
米子市児童発達支援センター
あかしや

米子市夜見町330-3 9月～12月 毎週土曜日 高校生・社会人 4 不要

児童発達支援センター 0859-29-2585

93 鳥取県立総合療育センター 米子市上福原7丁目13番3号 9月～11月 応相談 高校生・社会人 2 不要

医療型障害児入所施設等 0859-38-2155

94 巌保育園 米子市蚊屋291-11 9月～10月 毎週火曜日 高校生 2
16:00～17:30
保育補助 不要

保育所 0859-27-0806 9月～10月 隔週第1・第3火曜日 高校生 2

95 保育園ベアーズ 米子市榎原1889-6 9月～12月 毎週土曜日 高校生･社会人 3 不要

児童福祉施設　保育園 0859-39-7100

96 淀江保育園 米子市淀江町淀江480-3 9月～12月 応相談 高校生・社会人 5 不要 湯浅裕子

保育所 0859-56-3678

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 三浦洋子

【持参】弁当
【事前連絡の方法】電話

長谷川享子

【持参】上履き、着替え、
【事前連絡の方法】電話

内田清光

但馬彰平

9:30～12:30
子ども達と一緒に遊ぶ、身辺整
理の手伝い、環境整備

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話
【その他】12/1～12/22 の間 吉田明美

10:00～15:00
作業しながｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとる。
ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの箱折り作業、ﾁﾗｼ作
業、紙すき作業等

【持参】上履き、弁当、
【事前連絡の方法】電話

9:30～16:00（土・日曜日、祝日
は活動なし）
受託作業、箱折り、広告封入等

9:00～16:00
保育の手伝い

8:30～16:30（土・日曜日は活動
なし）
保育補助

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ、ﾏｽｸ、三角巾
【事前連絡の方法】電話

18:30～20:00（毎週1～2回）
余暇支援

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問 竹本佳織

【持参】上履き、着替え、外遊び
のできる靴
【事前連絡の方法】電話 八谷みゆき



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

97 介護老人保健施設はまかぜ 境港市蓮池町78-1 9月～12月 応相談 高校生･社会人 2

10:00～16:00（内容により要相
談）
【入所】利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ､
ｽﾀｯﾌと入浴後の整容、 ｼｰﾂ交
換、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等

不要

介護老人保健施設 0859-42-3190

【ﾃﾞｲｹｱ】利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ、ｽﾀｯﾌと入浴後の整容、ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ等

98 時の里 境港市福定町49-1 9月～12月 毎週水曜日 高校生･社会人 1
10:00～16:00
高齢者の話を聞く 不要

小規模多機能型居宅介護 0859-44-3482

99 デイサービスセンターとのえの家 境港市外江町1814-1 9月～12月 毎週土曜日 高校生･社会人 2 不要

通所介護事業所 0859-44-0419

100 光洋の里 境港市渡町2480 9月～12月 応相談 高校生･社会人 3 不要

障がい者支援施設 0859-45-5400

101 育成保育園 境港市芝町494-1 9月～12月 毎週土曜日 高校生 2
9:00～16:00
保育補助 必要

保育園 0859-44-1958

102 外江保育園 境港市外江町1770-1番地 9月～12月 毎週土曜日 高校生 3
9:00～16:00
保育補助 必要

保育所 0859-42-3230

103 祥福園 西伯郡南部町福成3293番地 9月～12月 応相談 社会人 2
10:00～15:00
活動班参加、歯みがき介助等 不要

障害者支援施設 0859-66-5171

104 岸本通所介護事業所 西伯郡伯耆町大殿1030番地1 9月～12月 要相談 高校生･社会人 2 不要

通所介護 0859-68-3781

大宮康平

永瀬美幸

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

石原寛哲

【持参】上履き、弁当
【事前連絡の方法】電話

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

三島直子

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ
＊活動内容に応じて準備してく
ださい。
【事前連絡の方法】電話
【その他】日程は活動内容によっ
て応相談
(例)利用者介助［午前のみ］、ﾚｸ
ﾘｴｰｼｮﾝ(ﾏｼﾞｯｸｼｮ-や踊り等)［1
時間程度］

渡辺正子

【持参】弁当
【事前連絡の方法】電話

白石倫子

安倍瑞恵

髙場由紀美

8:30～17:15
利用者との話、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、介
助補助

【持参】-
＊昼食は当施設の食事
【事前連絡の方法】電話

14:00～15:30
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動、おやつ準備、
片付け等

9:00～16:00
日中活動、食事、水分補給介助

【持参】弁当
【事前連絡の方法】電話



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

105 溝口保育所 西伯郡伯耆町溝口348番地 9月～12月 毎週水曜日 高校生・社会人 1
16:00～18:30
時間外保育補助 不要

保育所 0859-62-1317 9月～12月 毎週金曜日 高校生・社会人 1

106 日吉津村デイサービスセンター 西伯郡日吉津村日吉津973-9 9月～12月 毎週月～土曜日 高校生･社会人 3 不要

老人福祉施設 0859-27-5351

107 大山やすらぎの里 西伯郡大山町唐王208番地 9月～12月 応相談 社会人 2 不要

介護老人福祉施設等 0859-39-5555

108
グループホーム陽だまりの家
なかやま

西伯郡大山町塩津763-2 4～10月 月1回 高校生･社会人 2
9:00～16:00
納涼祭他行事 不要

グループホーム 0858-58-3004

109 軽費老人ホーム玉真園 西伯郡大山町大塚717番地 9月～12月 応相談 高校生･社会人 1 不要

軽費老人ホームA型 0859-54-2438

110 小竹の郷 西伯郡大山町小竹1297番地19 9月～12月 毎週月～金曜日 社会人 2 不要

就労継続支援B型 0859-54-2765

111 きらめきストーク作業所 西伯郡大山町平田376 9月～12月 毎週火曜日 社会人 2
9:00～16:00
野菜収穫、販売準備 不要

就労継続支援A型・B型 0859-53-5859

112 チロルの里特別養護老人ホーム 日野郡江府町大字久連7番地 9月～12月 応相談 高校生･社会人 2 不要

特別養護老人ホーム 0859-75-3626

113 チロルの里グループホーム 日野郡江府町大字久連7番地 9月～12月 応相談 高校生･社会人 1 不要

グループホーム 0859-75-3626

10:30～11:30隔週木曜日
または、15:00～16:00月1回
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導、絵または歌 清水紀子

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問
【その他】日程や時間は相談に
応じます。

【持参】弁当、作業着、長靴、帽
子、雨天時はカッパ
【事前連絡の方法】電話 大田厚

9:00～16:00（定休日：土・日曜
日、祝日）
企業受注作業、電話機解体、農
作業

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

持田綾子

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話 藤田文香

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話の上、
施設訪問

下村映介

矢木貴子

藤田文香

舩橋成子

澤田好美

【持参】上履き、弁当、着替え、
【事前連絡の方法】電話
【その他】本人と同居家族の体
調を確認します。

【持参】上履き
【事前連絡の方法】電話

8:30～17:30
散歩の付添い、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝへの
参加、簡単な介護の補助等

8:30～17:30
散歩の付添い、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝへの
参加、簡単な介護の補助等

10:00～12:00
入浴時における利用者様の話
相手

13:30～16:30
行事等補助、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助
（音楽・手芸等）

【持参】着替え
【事前連絡の方法】電話

【持参】上履き、弁当、着替え、
【事前連絡の方法】電話



【継続受入れ型】

番号 施設名・施設種別 所在地・電話番号 対象 人数 時間帯・内容 持参品・事前連絡等
細菌
検査

担当者名受入期間

114 チロルの里デイサービスセンター 日野郡江府町大字久連7番地 9月～12月 応相談 高校生･社会人 2 不要

通所介護 0859-75-3626

115 チロルの里デイ・サービスセンターいこい 日野郡江府町大字久連7番地 9月～12月 応相談 高校生･社会人 1 不要

通所介護 0859-75-3626

藤田文香

藤田文香

【持参】上履き、弁当、着替え
【事前連絡の方法】電話

8:30～17:30
散歩の付添い、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝへの
参加、簡単な介護の補助等

【持参】上履き、弁当、着替え、ｴ
ﾌﾟﾛﾝ
【事前連絡の方法】電話

8:30～17:30
散歩の付添い、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝへの
参加、簡単な介護の補助等


