
短期受入れ型
【東部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市浜坂２２８－１

電話　０８５７－３９－８６６５

鳥取市気高町八幡２６８

電話　０８５７－８２－３９７１

鳥取市若葉台南４－２－２７ ７月２３日（月）～８月９日（木）

１０：００～１５：００
（定休日：土・日・祝）

話し相手、レクリエーション補助、
周辺業務の手伝い等

電話　０８５７－３８－６６６６　 ８月１７日（金）～８月３１日（金）

１０：００～１５：００
（定休日：土・日・祝）

話し相手、レクリエーション補助、
周辺業務の手伝い等

８月３（金）予定
１７：００～２０：００

納涼祭手伝い（日程未定）

鳥取市大桷３３０

電話　０８５７－３９－１８００　

鳥取市白兎８ ７月２３日（月）～７月２７日（金） ３人/日

電話　０８５７－５９－０１１１ ８月７日（火）～８月１０日（金） ２人/日

八頭郡八頭町宮谷１７４－１ ７月２３日(月）～８月３１日（金） ４人/日

９：００～１６：００

コミュニケーション、入浴補助、
掃除、散歩等付添

電話　０８５７－７６－７６０１ ８月２６日（日） ５人/日

１６：００～２０：００

納涼祭補助（入居者移動補助、
屋台補助等）

７月２３日(月）～８月３１日（金） ４人/日
７：００～８：３０、　１８：３０～１９：３０

食事見守り

鳥取市赤子田４５１

電話　０８５７－５３－５７２１

八頭郡若桜町若桜１２３８

電話　０８５８－８２－５１５１

○ 能藤朗誉4 東
高草あすなろ

特別養護老人ホーム

８月２８日（火）～８月３０日（木） 高校生・社会人 ２人/日

１０：００～１５：００
（定休日：土・日・祝）

利用者との交流、食事の配膳、お茶
出し、料理作り、施設内、備品の清掃

【持参】上履き、着替え、弁当

【事前連絡】電話
不要

不要

6 東

3 東
特別養護老人ホーム若葉台

特別養護老人ホーム
高校生・社会人 ２人/日

【持参】弁当、上履き、

【事前連絡】電話
不要 ○ 堀　裕美

○ 岡部篤夫

2 東
気高あすなろ

特別養護老人ホーム
７月２３日（月）～７月２７日（金） 高校生・社会人 ２人/日

９：３０～１５：３０

利用者とのコミュニケーション、
レクリエーションボランティア、外出行
事での付添・補助

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要 不要 森山裕介

1 東
新いなば幸朋苑
　
特別養護老人ホーム

８月１日（水）～８月３日（金） 高校生 １人/日
９：００～１３：００

高齢者へのお手伝い

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要

○
中尾富士子
今村知恵
藤原紀子

5 東
白兎あすなろ

特別養護老人ホーム

高校生・社会人

９：００～１６：００
（定休日：日）

利用者との傾聴、施設行事の準備な
ど、レクリエーション活動の援助

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要

わかさ・あすなろ

介護老人福祉施設

○ 宮脇政幸
１０：００～１５：００

利用者話し相手、施設内環境整備等

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要７月２４日（火）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日東

○ 岡垣一樹

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

〇
（食事
見守り
のみ）

井殿修子○
１０：００～１６：００

軽作業、利用者との話し相手等

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、三角巾

【事前連絡】電話

8

7 東
美和あすなろ

介護老人福祉施設
８月２２日（水）～８月２４日（金） 高校生 １人/日

すこやか

介護老人福祉施設

高校生・社会人



短期受入れ型
【東部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市伏野１７７１－３６ ９：３０～１６：００ 【持参】弁当、上履き

電話　０８５７－５９－０１０８　 家事援助（介護周辺業務）、
レクリエーション介助

【事前連絡】電話

鳥取市野寺６２－１

電話　０８５７－５１－７８０１　

八頭郡智頭町智頭１８７５ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５８－７５－２７１７ 【事前連絡】電話

鳥取市青谷町善田２７－１

電話　０８５７－８５－０１１７

岩美郡岩美町浦富４３４－２５

電話　０８５７－３７５２２６　

鳥取市河原町稲常４６３

電話　０８５７－８５－１６８１

鳥取市杉崎５９６

電話　０８５７－５３－０００２

鳥取市鹿野町今市８０

電話　０８５７－８４－３７００

鳥取市的場１－１１

電話　０８５７－５３－５７７０

鳥取市国府町稲葉丘３－３０３ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５７－２３－１８３０ ８月２０日（月）～８月２４日（金）

15 東
まさたみの郷

介護老人保健施設

７月２８日（土） 高校生 ２０人/日

１６：００～２０：００

納涼祭参加、入居者介助（車椅子移
動、見守り、売店手伝い、話し相手）

【持参】上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 不要 松浦敏夫

○ 綾木広江14 東
 かわはら

介護老人保健施設
７月２４日（火）～７月３１日（火）

11 東
智頭心和苑

介護老人福祉施設

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

８：３０～１９：００
（応相談）

利用者見守り、レクリエーション補
助、　　　　　環境整備

不要 ○ 高田昌史之

16 東

18 東

○７月２３日（月）～８月３１日（金）

土師美矢子８月１日（水）～８月１０日（金）

○ 池淵和哉

清水由加利

不要 不要

高校生

９：００～１６：００

作品作り、おやつ作り、ドライブ付添
レクリエーション補助、車椅子清掃、
窓ふき等

伊藤智子
上村　恵

高校生・社会人

高校生 ２人/日

９：００～１５：００

ご利用者とのコミュニケーション、
簡単な補助

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

９：００～１６：００
（定休日：日）

高齢者の介護等

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要

老人保健施設ふたば

介護老人保健施設

東

12 東
なりすな

指定介護老人福祉施設
高校生・社会人７月２３日（月）～８月３１日（金）

ル・サンテリオン鹿野

介護老人保健施設
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日

アサンテ幸風

介護老人保健施設
７月２３日（月）～７月２５日（水） ３人/日

不要 ○ 清水由理

【持参】上履き、ジャージ上下、
タオル、水筒

【事前連絡】電話
不要 高垣恵巳子不要

大橋陽子

9 東
ふしの白寿苑

介護老人福祉施設
高校生 ２人/日

13

３人/日

１４：３０～１６：００

作品作り、おやつ作り、ドライブ付添
レクリエーション補助、車椅子清掃、
窓ふき等

【持参】上履き、着替え、タオル、
水筒

【事前連絡】電話

10 東
老人保健施設はまゆう

老人保健施設
高校生・社会人 ２人/日

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、三角巾又はバンダナ

【事前連絡】電話
不要

１時間～８時間

余暇活動（クラブ活動、レクリエーショ
ン支援）環境整備活動

【持参】弁当、着替え

【事前連絡】電話
不要

○

２人/日

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】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○

４人/日

９：００～１５：３０

話し相手、入浴後のドライヤー、
水分補給の補助、レクリエーション活
動の補助

17 東
やすらぎ

介護老人保健施設

７月２４日（火）～７月２６日（木） 高校生



短期受入れ型
【東部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市滝山３７４－１ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５７－２９－６２６９ ８月１３日（月）～８月１７日（金）

８月２０日（月）～８月２４日（金）

鳥取市津ノ井２５６－２ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５７－５１－８９９１ ７月３０日（月）～８月３日（金）

８月６日（月）～８月１０日（金）

鳥取市服部２０４－１

電話　０８５７－５１－７８３８　

鳥取市浜坂２２８－１

電話　０８５７－２３ー６６１１　

八頭郡八頭町東５９３－１ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５８－８４－２２１０　 【事前連絡】電話

八頭郡若桜町大字若桜１２４７－１ 【持参】弁当、上履き、着替え 

電話　０８５８－８２－０２５４ 【事前連絡】電話

八頭郡八頭町宮谷２５４－１ 【持参】弁当、上履き、飲み物、タオ
ル

電話　０８５８－７２－６２１０　 【事前連絡】電話

八頭郡八頭町船岡１５９ 【持参】弁当、上履き、着替え、
タオル、水筒

電話　０８５８－７３－０６７２ 【事前連絡】電話

鳥取市吉岡温泉町５２－１

電話　０８５７－５４－５７５５

鳥取市福部町海士１０１３－１

電話　０８５７－７５－２３３７

25 東

八頭町社会福祉協議会
本所

通所介護

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人

20 東

21 東
はまゆうデイサービスセンター

通所介護
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人

23 東

八頭町社会福祉協議会　八東支所
八東デイサービス

通所介護

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人

24 東
若桜町社会福祉協議会

通所介護

28 東
福部町総合福祉センター

通所介護
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 １人/日

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生 ２人/日
９：００～１６：００（定休日：土・日）

昼食時見守り、レクリエーション

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要

○

９：３０～１６：００
（定休日：日）

入浴後の髪を乾かす、お茶出し、
話し相手、レク補助

【持参】弁当

【事前連絡】希望なし
不要

27 東
暖の里

通所介護

不要 不要 鎌谷さゆり７月２３日（月）～８月３１日（金）

上野正樹

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

○

９：００～１５：００

コミュニケーション、周辺業務の補助

不要
桜ヶ丘デイサービスセンター

通所介護
高校生・社会人 ２人/日

19 東
鳥取市東デイサービスセンター

通所介護
高校生・社会人 ２人/日

中本純子

東

福田康博

吉岡・池澤

○

２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日）

ドライヤー、配膳、下膳、話し相手、
レクの介助

不要 ○

三島勝彦

島雄春子

○

１人/日

９：００～１６：００

レクリエーション活動等

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○

９：００～１５：００

コミュニケーション、レク補助
不要 ○

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

不要 山根アイ子２人/日

８：３０～１５：３０
（定休日：日曜）

お茶出し、ゲーム参加、整髪、交流

不要

26

八頭町社会福祉協議会
船岡支所

通所介護

高校生・社会人 ２人/日

８：３０～１６：３０

お茶出し、整髪、ドライヤー、着脱の
手伝い、話し相手、レクリエーションの
補助等

８月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日

８：３０～１５：４０
（定休日：日曜）

介護の補助、話し相手、
レクリエーション補助等

不要

22 東
いなば幸朋苑

通所介護、通所リハビリ
７月２４日（火）～７月２６日（木） 高校生 １人/日

９：３０～１２：３０

話し相手、軽作業

【持参】エプロン、三角巾

【事前連絡】電話
不要 ○ 福本真理

西浦智美



短期受入れ型
【東部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市青谷町善田３１-１ ７月２４日（火）～７月３０日（月） 【持参】弁当、着替え

電話　０８５７－８５－０２２０　 ８月１日（水）～８月７日（火） 【事前連絡】電話

鳥取市鹿野町今市６５１－１ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５７－８４－３１１３　 【事前連絡】電話

鳥取市気高町浜村８－８ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５７－８２－２７２７　 【事前連絡】電話

鳥取市佐治町加瀬木２１７１－２ 【持参】弁当、着替え

電話　０８５８－８９－１０２２ 【事前連絡】電話

鳥取市国府町糸谷１５－１ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５７－２６－５１８０　 【事前連絡】電話

鳥取市用瀬町別府９６－２ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５８－８７－３１８９ 【事前連絡】電話

鳥取市立川町５－２５６－１ ８：３０～１７：３０
（希望時間）

【持参】上履き、着替え、
昼食は施設が準備した食事を提
供１食400円

電話　０８５７－２３－７７２７
入居者との会話、コミュニケーション、
レクリエーション参加、散歩同行、ドラ
イブの同行

【事前連絡】電話

岩美郡岩美町外邑９１３ 【持参】弁当

電話　０８５７－７２－３２２８ 【事前連絡】希望なし

鳥取市的場２－１ ７月２３日(月）～７月２７日（金）

電話　０８５７－５３－６５５１ ８月６日（月）～８月１７日（金）

７月２７日（金）予定 ２人
１８：００～納涼祭（遅い時間でもよけ
れば）

【事前連絡】電話

鳥取市吉岡温泉町８９５－１

電話　０８５７－５４－５７５５

32 東
佐治町総合福祉センター

通所介護
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人

前田真奈美34 東
用瀬町総合福祉センター

通所介護

７月２３日（月）～８月１０日（金）
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

利用者との交流、レクの手伝い、
お茶出し出し

不要 不要

斉藤修一

藤田敦

33 東
国府町デイサービスセンター

通所介護
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

利用者の方との会話、手芸、工作、
歌、ゲームなどを一緒に楽しんで頂き
ます

不要 ○

31 東

29 東

鳥取市社会福祉協議会
青谷事業所

通所介護

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１５：３０
（定休日：土・日）

入浴介助・補助、昼食介助・補助、
レクリエーション

不要

７月２３日（月）～８月３１日（金） 社会人 ２人/日 不要 〇

〇

不要 ○

２人/日

９：００～１６：００

介護補助、話し相手、
レクリエーション補助

不要 不要

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 川口弘美

田中美由紀

東
鹿野町総合福祉センター

通所介護

36 東
たんぽぽの家

認知症対応型通所介護
高校生 ３人/日

９：３０～１５：００
（定休日：日）

話し相手、レクリエーションの補助

不要 不要

気高町デイサービスセンター

通所介護
８月１日（水）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１５：００
（定休日：日曜）

入浴介助・補助、話し相手、
レクリエーション、昼食介助、お茶出し

不要 不要

７月２５日（水）～７月２７日（金）

または

８月８日（水）～８月１０日（金）

30

【持参】弁当、上履き、着替え、お
茶

山本　武憲○

○

37 東
なごみ苑

養護老人ホーム

高校生・社会人 不要

38 東
ケアハウス暖の里新館

軽費老人ホーム

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日 不要

35 東
グループホームさとこ

認知症対応型共同生活介護施設

９：００～１６：００

レクレーション（体操、歌、ゲーム）、
利用者との交流

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

安藤早苗

河村成美

國本由美

２人/日

９：００～１６：００

介護補助、話し相手、
レクリエーション補助

１人/日

９：００～１６：００

水分補給補助、入浴後整容、利用者
とのコミュニケーション

竹本和美



短期受入れ型
【東部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市吉岡温泉町５２－１

電話　０８５７－５７－０１５０

鳥取市川端４－１１５

電話　０８５７－２７－２０００

鳥取市南吉方２８ー２ ７月２３日(月）～７月２７日（金）

電話　０８５７－３６－６０２２ ７月３０日（月）～８月３日（金）

８月２０日（月）～８月２４日（金）

鳥取市佐治町加茂５８３－１ ７月２３日（月）～８月３１日（金） ２人/日

９：００～１６：００

レクリエーション等の補助、話し相
手、　　　　散歩、屋内移動の補助

【持参】弁当、上履き

電話　０８５８－８９－１８６０　 ７月２９日（日） ３人/日

９：００～１５：００

地域交流会行事あり、イベント準備の
手伝い、利用者の補助・見守り

【事前連絡】電話

42 東

鳥取市社会福祉協議会
とちの実

小規模多機能型居宅介護施設

高校生・社会人 不要 〇 塚川裕絵

○ 大嶋康裕
【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

○ 前田康成

東
木もれ陽

小規模多機能居宅介護施設

高校生・社会人 ２人/日

１０：００～１５：００

ご利用者とのコミュニケーション
レクリエーション補助、
食事の準備

41

９：００～１６：００

レクの参加、館内掃除等の手伝い

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、紙マスク、三角巾

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

２人/日
９：００～１６：００

掃除、配膳他

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水筒

【事前連絡】電話

不要 ○ 加賀田美帆

39 東
ケアハウス暖の里

軽費老人ホーム

８月１０日（金）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

40 東
ケアハウスあすなろ

軽費老人ホーム

７月３０日（金）～８月３日（金） 高校生



短期受入れ型
【東部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市湖山町西３－１１３－１ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５７－５９－１９１１　 ７月３０日（月）～８月３日（金）

８月６日（月）～８月１０日（金）

鳥取市伏野２２５６－１ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５７－５９－００５２ ７月３０日（月）～８月３日（金）

８月２０日（月）～８月３１日（金）

鳥取市鹿野町今市１０７８ ８月４日（土） ２～３人/日
１６：００～２０：００

鹿野町夏祭りへの行事参加

電話　０８５７－８４－２０３３ ７月２３日（月）～８月３１日（金） ２人/日
１０：００～１５：００

芸術活動、散歩の付き添い

７月２３日（月）～８月３１日（金） 社会人 １人/日
１０：００～１２：００

歯科通院の付き添い

鳥取市鹿野町寺内１０２

電話　０８５７－８４－３２６７

鳥取市湖山町西３－１２７

電話　０８５７－２８－０８６０

鳥取市白兎１２-１

電話　０８５７－５９－０３６１

鳥取市湖山町西３－１１３－１

電話　０８５７－２８－４７１７

鳥取市鹿野町今市１５５０ ８月１日（水）～８月３日（金） 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５７－８４－３９５０　 ８月６日（月）～８月８日（水） 【事前連絡】電話

鳥取市南吉方１－５８ 【持参】弁当

電話　０８５７－２９－２０３２　 【事前連絡】電話

７月２３日（月）～８月３１日（金）

７月２３日（月）～８月３１日（金）

48 東
松の聖母学園

障がい者支援施設

高校生・社会人 ４人/日

49 東
友愛寮

障がい者支援施設

岸本美穂
藤本貴子

高校生・社会人 ２人/日

１０：００～１５：００
（定休日：土・日・祝）

余暇活動支援、食事配膳・下膳、
散歩、清掃等

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話

○

鹿野第二かちみ園

障害者福祉施設

８月２日（水）～８月４日（土） 高校生・社会人

厚和寮

障害者支援施設

７月２４日（火）～８月３１日（木） 高校生・社会人

不要 不要

白兎はまなす園

障がい者支援施設

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：２０
（定休日：土・日・祝）

受託作業（袋詰め、製品ならべ）、
清掃・除草作業、菓子包装

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話・施設訪問
不要44 東

47 東

46 東

福谷和彦

不要 ○ 麻木和子

不要 不要

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○ 藤田英明

３人/日

１０：００～１６：００

利用者支援（歩行付添い、活動見守
り、外出付添い）

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
木下裕美

２人/日

１０：００～１５：００
（定休日：土・日・祝）

寮内活動への参加

９：３０～１７：３０の間で相談

日中活動支援、余暇支援等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話・施設訪問

○ 杉原未来

50 東
すずかけ

就労継続支援B型

高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

受託作業手伝い（軽作業、食品加工）

不要 ○

７月２３日（月）～８月３１日（金）

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○ 荘田伸陽43 東

あさひ園

障がい者支援施設
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

軽作業（おしぼりたたみ、部品の袋入
れ）、パンの製造・販売、
喫茶サービス等

鹿野かちみ園

障害者支援施設

高校生・社会人 【持物】弁当、上履き

【事前確認】電話

不要 不要 和田和子45 東

生駒哲一

51 東
えがお株式会社

就労継続支援B型
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
(定休日：土・日）

障がいのある方々と一緒に農作業を
していただきます

不要



短期受入れ型
【東部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市西品治５９２－１ 【持参】弁当

電話　０８５７－３０７９６７ 【事前連絡】電話

八頭郡八頭町宮谷２２５－１ 【持物】弁当、上履き、バンダナ

電話　０８５８－７２－０９９０ 【事前連絡】電話

八頭郡八頭町船岡殿１６３ ８月６日（月）～８月１０日（金） 【持物】弁当、上履き

電話　０８５８－７３－０７９７ ８月２０日（月）～８月３１日（金） 【事前連絡】電話

八頭郡八頭町井古３５ 【持物】上履き、着替え、昼食代
（給食350円、仕出し弁当400円）

電話　０８５８－７２－２５５８ 【事前連絡】電話

鳥取市湯所町１－１３１ 【持参】

電話　０８５７－３６－１１５１ 【事前連絡】電話の後、施設訪問

鳥取市湯所町１－１３１

電話　０８５７－３６－１１５１

鳥取市高住２８－１ ７月２４日（火）～７月２７日（金）

電話　０８５８－３１－０５１９ ７月３１日（火）～８月３日（金）

８月２０日（月）～８月２３日（木）

八頭郡八頭町井古３５ 【持物】上履き、着替え、昼食代
（給食350円、仕出し弁当400円）

電話　０８５８－７２－２５５８ 【事前連絡】電話

八頭郡八頭町井古３５ 【持物】上履き、着替え、昼食代
（給食350円、仕出し弁当400円）

電話　０８５８－７２－２５５８ 【事前連絡】電話

55 東
たんぽぽ・もみじ

就労継続支援Ｂ型

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生 ２人/日

東
たんぽぽ・もみじ

生活介護

社会人 １人/日

52 東
ひといろ工房

就労継続支援Ｂ型
高校生・社会人

１０：００～１６：００
（定休日：土・日）

見守り、話し相手、遊び相手

不要 〇

不要 〇
サマーハウス

地域活動支援センター

１０：００～１６：００の内３時間

そうめん流し大会、イベント準備・参
加（当日参加のみも可）

56 東

58 東

さくらんぼ

放課後等デイサービス・生活介護
事業所

高校生・社会人 ２人/日

８月１６日（木）～８月１８ 日（土） 高校生・社会人 ３人/日

54 東
船岡作業所

就労継続支援Ｂ型

高校生・社会人 ２人/日

３人/日

９：３０～１５：３０
（定休日：土・日・祝）

簡単な軽作業（内職）

不要 〇 前川真由美

２人/日

９：００～１５：００

簡単な軽作業（内職）、箱折り、
部品組立

山根聖司

稲村育恵
９：００～１６：００

活動支援、介助補助

【持参】弁当、

【事前連絡】電話
不要 ○

谷口翔平

不要 〇 吉田律子

谷口翔平

１０：００～１５：００
（定休日：土・日）

プラスチック製品の組立て、農作業

不要 〇

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

作業支援、補助

不要 ○

パレアナの家

就労継続支援Ｂ型

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人53 東

板倉一輝７月２３日（月）～８月３１日（金）

１１月１５日（木）～１７日（土） 高校生・社会人57 東

サマーハウス

地域活動支援センター
３人/日

１０：００～１６：００（内３時間）

イベントもちつき大会の準備、
当日参加（当日参加のみも可）

【持参】

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○

59 東
たんぽぽ・もみじ

放課後デイサービス

高校生 ２人/日

１０：００～１６：００
（定休日：土・日）

見守り、話し相手、遊び相手

不要 〇 山根聖司７月２３日（月）～８月３１日（金）

山根聖司７月２３日（月）～８月３１日（金）60



短期受け入れ型
【東部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

岩美郡岩美町新井５５

電話　０８５７－７３－０８９０　

鳥取市中大路４９－１

電話　０８５７－５３－０４１１

鳥取市賀露町北２－２－１５ 【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着

電話　０８５７－２８－１３４４ 【事前連絡】電話の後　施設訪問

鳥取市東町１－２０８ ７月２５日（水）～７月２７日（金）

電話　０８５７－３６－３６３６　 ７月３１日（火）～８月２日（木）

鳥取市行徳３－７０５－１ ７月２４日（火）～７月２６日（木）

電話　０８５７－２２－６２０９　 ７月３１日（火）～８月２日（木）

鳥取市八坂１６９－１

電話　０８５７－５３－１３７３

鳥取市若葉台南２－２０５－２ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５７－５２－６１２６ ８月２０日（月）～８月２４日（金）

鳥取市上味野５４５

電話　０８５７－５３－２６４５

鳥取市布勢９１－１

電話　０８５７－２８－０４７４

鳥取市福部町海士３４５－１ 【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着

電話　０８５７－７５－２０５３ 【事前連絡】電話

○ 森岡優子

７月２３日（月）～７月２７日（金）

67 東
わかば台保育園

保育所
高校生 ２人/日

９：００～１６：００

保育のお手伝い

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水筒（お茶）、帽子

【事前連絡】希望なし

不要

７月３１日（火）～８月２日（木）

７月２３日（月）～８月３１日（金）

７月２３日（月）～８月３１日（金）

片山咲子

坂本真理70 東
福部保育園

保育所
高校生 ２～３人/日

９：００～１６：００

保育補助、作業等
不要 ○

高校生 ３人/日

８：３０～１７：００

　
保育補助

【持参】弁当、上履き、着替え、水
筒

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 不要

69 東
松保保育所

保育所
高校生・社会人 ４～５人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助、園内外の掃除

【持参】弁当、着替え、エプロン、手
拭きタオル、お茶、帽子

【事前連絡】電話

不要 不要

太田信子

岩永尚子

谷岡亨江66 東

倉田保育園

保育所
高校生 ４人/日

９：００～１６：００

保育補助（乳幼児の生活・遊びの補
助、指導、保育の環境整備等）

【持参】着替え、エプロン、水着、
給食代270円（子どもたちと同じも
の）

【事前連絡】指定なし

不要 不要

65 東

富桑保育園

保育所
高校生 ４人/日

９：３０～１５：３０
（定休日：土・日・祝）

保育補助等

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着、帽子、水筒

【事前連絡】電話

不要 不要

68 東
美和保育園

保育所

松田真奈美

64 東

久松保育園

保育所
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日）

子どもと一緒に遊ぶ、見守り、身のま
わりの手伝い、清掃等

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、タオル、

【事前連絡】電話

不要 不要 谷繁真由美

63 東
賀露保育園

保育所
高校生 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝） ○ ○８月１日（水）～８月３日（金）

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着、帽子、タオル

【事前連絡】電話

○ 不要 森田るり子

62 東
よねさと保育園

保育所
高校生 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助、清掃等

61 東
みなみ保育所

保育所
高校生 ３人/日

９：００～１５：００

保育補助、掃除等

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水着、水筒（お茶）

【事前連絡】電話

不要 不要 菅原美和子７月２３日（月）～８月３１日（金）

７月２４日（火）～７月２６日（木）



短期受け入れ型
【東部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市津ノ井２４６－１

電話　０８５７ー５１－８２２７

鳥取市数津９４－８

電話　０８５７－５３－４２５０

岩美郡岩美町大谷２４１０

電話　０８５７－７２－２５８９

鳥取市的場１５１

電話　０８５７－５１－８５８０

鳥取市面影１－８－１６ 【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水筒

電話　０８５７－２２－５７１２ 【事前連絡】電話

鳥取市佐治町古市１３０－１ 【持参】弁当、着替え、水着、

電話　０８５８－８８－０８５０ 【事前連絡】電話

鳥取市吉方町１－２０１
【持参】着替え、エプロン、三角巾、
手拭きタオル、帽子、箸、コップ、
白ごはん、給食代300円

電話　０８５７－２７－１３１０ 【事前連絡】電話

鳥取市二階町４－２０１ ４人/日

７：００～１９：００（活動できる時間で）
（定休日：日・祝）

保育補助

電話　０８５７－２２ー５００４ １人/日

７：００～１９：００（活動できる時間で）
（定休日：日・祝）

清掃作業

八頭郡八頭町石田百井３－２

電話　０８５８－７２－３１３７

安部安佐子78 東
むつみ保育園

保育所
不要

77 東
めぐみ保育園

保育所
高校生・社会人 ２～３人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝日）

保育手伝い（作業・清掃）

不要 ○７月２３日（月）～８月３１日（金）

７月２３日（月）～８月３１日（金）

７月２３日（月）～８月３０日（木）

７月２３日（月）～８月３１日（金）

７月２３日（月）～７月２７日（金）

72 東
のぞみ保育園

保育所
不要 野嶽敦子

73 東
大岩保育園

保育所
高校生 ４人/日

９：００～１５：００

保育補助等

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水着、外靴、帽子、水筒、三角巾

【事前連絡】電話

〇 ○ 日下部
あゆみ

高校生・社会人

高校生・社会人

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水着（上にＴシャツ、半パン着用）

　【事前連絡】電話

不要

山本優子

山下みゆき76 東
さじ保育園

保育所
高校生 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日、祝）
　
保育補助

不要 〇７月３０日（月）～８月３１日（金）

北村由紀子

75 東
白ゆり保育園

保育所
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１５：００
（定休日：土・日・祝）

保育参加、補助

不要 ○ 松本幸子

74 東
はっぴい保育園

保育所
高校生・社会人 ６人/日

９：００～１７：００
（定休日：土・日・祝）

担当教論の指示に従って園児の見守
り、遊ぶ等の援助

【持参】弁当、上履き、着替え、エプ
ロン、水着、水筒

【事前連絡】電話

不要 ○８月１日（水）～８月２８日（火）

７月２３日（月）～８月３１日（金）

４人/日

８：３０～１７：１５
（定休日：日・祝）
　
保育補助、清掃活動

【持参】弁当、着替え、エプロン、
コップ、タオル、水筒、帽子、箸

【事前連絡】電話

不要

71 東
津ノ井保育園

保育所
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１５：００
（定休日：日・祝日）
　
保育補助、環境整備

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水着、水筒（お茶）

【事前連絡】電話

不要 ○ 田脇文江

不要 小早川泰代79 東

８：３０～１２：３０
（定休日：土・日）

保育補助、環境整備

【持参】上履き、着替え、水着、
お茶、タオル、帽子等

【事前連絡】希望なし

不要
国中保育所

保育所
７月２３日（月）～８月１０日（金） 高校生 ２人/日



短期受け入れ型
【東部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市国府町谷１５－２ ７月３０日（月）～８月２日（木）

電話　０８５７－２４－８５２９ ８月２０日（月）～８月２３日（木）

鳥取市吉方温泉１－３２２

電話　０８５７－２２－２５５９

鳥取市河原町牛戸１３－１

電話　０８５８－８５－２６３３

鳥取市伏野１９３－５

電話　０８５７－５９－１１４４

鳥取市気高町八幡３８８－１

電話　０８５７－８２－０１０１

鳥取市国府町中郷８９５

電話　０８５７－２４－８５３０

八頭郡八頭町岩渕２２１
【持参】上履き、着替え、水着、帽
子、白いご飯、箸、水筒
※給食費1食300円が必要です。

電話　０８５８－８４－２３２３　 【事前連絡】電話

鳥取市立川町６－１７２

電話　０８５７－２２－６５２９　

八頭郡八頭町北山８５－１

電話　０８５８－８４－２３６０

鳥取市立川町５－４１７ 【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

電話　０８５７－２２－２６６２  【事前連絡】電話

89 東
鳥取みどり園

保育所
高校生 ２人/日

９：００～１５：００
　
保育補助、清掃、保育の準備手伝い

不要 〇 下根朋美

88 東
丹比保育所

保育所
７月１７日（火）～７月３１日（火） 高校生 ２人/日

９：３０～１６：００

保育補助他

【持参】弁当、上履き、着替え、エプ
ロン、水着、水筒、帽子、白ごは
ん、給食代１食300円

【事前連絡】電話

○

85 東
みやこ保育園

保育所
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生 ３人/日

９：００～１５：００

環境整備、保育の準備等

【持参】弁当、上履き、着替え、
帽子、お茶水筒

【事前連絡】電話

不要

83 東
白兎保育園

保育所

７月２４日（月）～８月３１日（木）
　

（要相談）
高校生・社会人

８月１日（水）～８月３１日（金） 高校生・社会人 １人/日

不要

９：００～１５：００
（定休日：土・日・祝）

園児との触れ合い、環境整備

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 不要 中島幹子

○ 岸本由久世

８月６日（月）～８月８日（水）

２～３人/日

西郷保育園

保育所

81 東
わかば保育園

保育所
高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助、清掃作業等

【持参】弁当、着替え、エプロン

【事前連絡】電話
不要 不要７月２３日（月）～８月３１日（金） 山下深良

２人/日
８：３０～１６：００

保育補助、掃除、草取り等
〇 不要

植木恵子

【持参】弁当、着替えエプロン、
三角巾、帽子、お茶水筒、箸、コッ
プ

【事前連絡】電話

87 東
かんろ保育園

保育所
７月２３日（月）～８月２４日（金） 高校生 ２人/日

９：３０～１５：００
（定休日：日・祝）

保育補助（食事、排泄、着脱、あそび
等）、作業（清掃、制作物の手伝い）

不要

82 東

不要 山本千種84 不要

森本真生

不要 湖山晶子

86 東
八東保育所

保育所
７月２３日（月）～７月２５日（木） 高校生

さつき保育園

保育所
高校生・社会人 ３人/日

９：００～１５：００
（定休日：日）

草取り、清掃活動

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要 不要 宮田あさみ80 東

９：００～１５：００
（定休日：日）

環境整備、保育補助

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要 不要 福田真弓

東
浜村保育園

保育所
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生 ２人/日

９：００～１５：００
（定休日：日）

保育補助

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水着、帽子、お茶水筒

【事前連絡】電話



短期受け入れ型
【東部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市野坂９２７

電話　０８５７－２２－４９７４

岩美郡岩美町浦富２１７１

電話　０８５７－７２－２８１３

鳥取市用瀬町安蔵８８７－１

電話　０８５８－８７－２３２５

鳥取市河原町長瀬４８－１

電話　０８５８－８５－２７５０

鳥取市吉成２－１４－２１

電話　０８５７－２２－６２９２

八頭郡八頭町宮谷２２２－１ ７月３０日（月）～８月１日（水）

電話　０８５８－７３－０１３９ ８月６日（月）～８月８日（水）

８月２０日（月）～８月２２日（水）

鳥取市鹿野町鹿野５８３－３

電話　０８５７－８４－２２５１

八頭郡八頭町安井宿７７１－１

電話　０８５８－８４－３２４１

93 東
河原あゆっこ園

保育所
８月６日（月）～８月１０日（金） 高校生 ３～５人/日

９：００～１５：００

保育補助、環境整備

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○ 岡垣英樹

90 東
豊実保育園

保育所
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 １人/日

８：３０～１７：００
（定休日：日・祝）

保育体験（保育の準備、環境整備等）

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

７月２３日（月）～７月２７日（金） 日比弘一

96 東
こじか園

幼保一体化施設
８月６日（月）～８月１０日（金） 高校生 ２人/日

８：３０～１５：００

保育全般の手伝い

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着、

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 ○ 伊藤正子

母子生活支援施設のぞみ

母子生活支援施設

92 東 小谷光代
社保育園

保育所
高校生

９：００～１５：００

保育補助、
環境整備

【持参】弁当、上履き、着替え、エプ
ロン、水着

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 不要７月２３日（月）～８月１５日（水）

○ 蔦尾菜穂子

91 東
浦富保育所

保育所
高校生

１～２人/日

９：００～１５：００

保育補助、
草取り、プール等

【持参】弁当、上履き、着替え、エプ
ロン、帽子、水着、お茶水筒、帽子

【事前連絡】電話

不要 不要

○ 保木本富子95 東 高校生・社会人 ２人/日
１０：００～１６：００

小学生の遊び相手

【持参】弁当、動きやすい服装

【事前連絡】電話
不要

澤田えり子

97 東
安部保育所

児童福祉施設
７月３０日（月）～８月３日（金） 高校生 ２人/日

９：００～１６：００

保育補助、環境整備

【持参】上履き、着替え、水着、帽
子、お茶、白ごはん、
給食費1日300円集金

【事前連絡】電話

○ 不要 尾崎京子

94 東 ７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

８：３０～１７：００
（定休日：日・祝）

保育補助（オムツ交換、食事の介助・
片付け、環境整備等）

【持参】弁当、着替え、エプロン

【事前連絡】電話
不要 不要

美保保育園杉の子分園

保育所（未満児施設）



短期受入れ型
【中部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市巌城９２０－１

電話　０８５８－２３－０３１１

東伯郡三朝町横手３９６ ７月２３日（月）～８月３１日（金）

電話　０８５８－４３－３３２２ （応相談）

倉吉市山根５５－３

電話　０８５８－２６－０１１５　

倉吉市福庭町２－１４５ ７月２５日（水）～７月２７日（金）

電話　０８５８－２６－０８２１ ８月８日（水）～８月１０日（金）

東伯郡湯梨浜町上浅津７０-1

電話　０８５８－３５－２０１９　

東伯郡北栄町土下１２３－１ ７月２４日（火）～７月２７日（金）

電話　０８５８－３６ー５２２０ ８月７日（火）～８月１０日（金）

東伯郡湯梨浜町野花４４３－１ ８月１日（水）～８月３日（金）

電話　０８５８－３２－２５７０ ８月８日（水）～８月１０日（金）

倉吉市山根５５ー２３３ ７月３０日（月）～８月１日（水）

電話　０８５８－２６－３０５１ ８月６日（月）～８月８日（水）

倉吉市関金町関金宿１８９１－１

電話　０８５８－４５－６１１１　

東伯郡三朝町横手５０－４

電話　０８５８－４３－３３８８　

不要

【持参】弁当、着替え

【事前連絡】電話
不要 不要

不要 ○

○

不要 ○

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

○ 向井・山崎106 中
介護老人保健施設ひまわり

介護老人保健施設・通所リハビリ
７月２３日（月）～８月２５日（土） 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１５：００

食事配膳・片付け、レクリエーション
等

【持参】上履き、エプロン

【事前連絡】電話
不要

○ 澤本るり子98 中
巌城はごろも苑

特別養護老人ホーム
８月８日（水）～８月９日（木） 高校生・社会人 ３人/日

１０：００～１６：００

苑内行事（喫茶交流会・絵手紙等）
利用者散歩付添い、話し相手等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

田熊敏江

増田江美

市村　瞬

100 中
ル・ソラリオン
　
介護老人福祉施設

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００

レクリエーション活動の補助、環境整
備

【持参】弁当、上履き、お茶水筒
　
【事前連絡】電話

ル・サンテリオン東郷

介護老人保健施設
104 中 高校生・社会人

99 中
三朝温泉　三喜苑

介護老人福祉施設
高校生・社会人

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○

９：００～１６：００
　
話し相手、、レクリエーション支援、
食事の配膳、片付け

103 中
ル・サンテリオン北条
　
介護老人保健施設

高校生・社会人 ３人/日

２人/日
９：００～１６：００

利用者との交流、レク活動、掃除

白方　彩

川北勝昭107 中

三朝町社会福祉協議会
デイサービスセンター

通所介護

高校生・社会人 ２人/日

９：３０～１５：３０
（定休日：日）

利用者の話し相手、お茶出し等、
体操・レクリエーション

７月２３日（月）～８月３１日（金）

105 中
ル・サンテリオン

介護老人保健施設
高校生・社会人 ３人/日

１０：００～１５：００

清掃、利用者との交流（体操や散歩）

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○ 中本

黒川

２人/日

９：００～１６：００

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

【持参】弁当、上履き
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

関本典子

102 中
母来寮

養護老人ホーム
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００

食事の配下膳手伝い、行事やクラブ
活動、レクリエーションの参加、
リハビリ体験参加等

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 ○ 西川葉子

101 中
シルバー倉吉

養護老人ホーム

高校生・社会人 ３人/日

１０：００～１５：００

コミュニケーション、レク活動補助、
高齢者支援

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 ○



短期受入れ型
【中部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

東伯郡三朝町横手３９６ ７月２３日（月）～８月３１日（金）

電話　０８５８－４３－３３２２ （応相談）

倉吉市伊木２６５－３ ７月２３日（月）～８月３１日（金）

電話　０８５８－２７－６０７０ （応相談）

倉吉市関金町関金宿１１１５－２

電話　０８５８－４５－３８００　

東伯郡琴浦町大字逢束１２６ ７月２４日（火）～７月２６日（木）

電話　０８５８－５２－１２３１ ７月３１日（火）～８月２日（木）

８月２１日（火）～８月２３日（木）

東伯郡琴浦町徳万７０－１ ７月２４日（火）～７月２６日（木）

電話　０８５８－５３－０６９５　 ７月３１日（火）～８月２日（木）

８月２１日（火）～８月２３日（木）

東伯郡琴浦町大字浦安１２３－１

電話　０８５８－５２－３６００　

倉吉市福吉町１１３３

電話　０８５８－２２－４８７６

東伯郡湯梨浜町泊１０８５－１

電話　０８５８－３４－２６１６

東伯郡湯梨浜町旭８６

電話　０８５８－３２－２５２０

倉吉市余戸谷町３０５１－１ ８月６日（月）～８月１０日（金）

電話　０８５８－２３－００５１ ８月１３日（月）～８月１７日（金）

○ 清水京子116 中

湯梨浜町社会福祉協議会
東郷通所介護事業所

通所介護

山中智宏
【持参弁当、】上履き

【事前連絡】希望なし
不要 ○

115 中
泊指定地域密着型通所介護事業所

通所介護
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：日）

入浴介助補佐、水分食事準備、
レクリエーション補佐、話し相手等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

117 中
倉吉複合施設つばき
　
通所介護・グループホーム

高校生・社会人 ４人/日

９：００～１６：００

介護体験、行事レクリエーション参
加、お茶出し、 配膳等の補助、散歩
の補助

○

114 中
あずま園

通所介護
７月２３日（月）～８月２９日（水） 高校生 ４人/日

９：００～１６：００
（定休日：日）

体操、レク、行事、趣味活動への参
加、話し相手、配膳手伝い

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話

不要

陽だまりの家デイサービスセンター

通所介護

○

112 中

徳田智子

○ 櫻井真由美

不要 ○

○ 大崎将哉

鈴木聖子

不要

不要

不要

７月２３日（月）～８月１７日（金） 高校生・社会人 ２人/日
９：００～１６：００

レクリエーション、話し相手、お茶出し

【持参】弁当、上履き、着替え、

【事前連絡】電話

高校生・社会人 ２人/日

１３：３０～１５：３０
（定休日：日）

グループ活動、レクリエーション活動
の補助

三朝温泉　三喜苑

通所介護

111 不要 ○ 加登脇豪太

中
三喜苑西郷

通所介護
高校生・社会人

陽だまりの家
ことうらデイサービスセンター

通所介護

中

道祖尾美香109 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日）

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○

不要110 中
倉吉市社会福祉協議会

通所介護

【持参】

【事前連絡】電話
不要 西谷君代

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

利用者とのコミュニケーション、
お茶出し、レクリエーション

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

中 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
　
利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

108

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

利用者とのコミュニケーション、
お茶出し、レクリエーション

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

７月２３日（月）～８月３１日（金）

白方　彩
【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

113 中
琴浦町社会福祉協議会
通所介護事業所

通所介護

８月７日（火）～８月９日（金） 高校生・社会人 ２人/日
９：００～１５：３０

夏祭り

【持参】弁当、上履き、着替え
（ジャージ上下）、タオル

【事前連絡】電話

不要



短期受入れ型
【中部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市福守町４９１

電話　０８５８－２８－５８０１　

倉吉市上井町１－２－１

電話　０８５８－２６－３９２２

倉吉市上灘町１２

電話　０８５８－２３－４９１８

東伯郡三朝町横手３９６ ７月２３日（月）～８月３１日（金）

電話　０８５８－４３－３３２２ （応相談）

倉吉市福守町４０７－１２ ２人/日

１０：００～１６：００

話し相手、手作業、レクリエーション
等

電話　０８５８－２９－５３３８ ２人/日

９：００～１２：００

話し相手、手作業、レクリエーション
等

２人/日

１３：００～１６：００

話し相手、手作業、レクリエーション
等

東伯郡三朝町山田１０８－５ ７月２３日（月）～８月３１日（金）

電話　０８５８－４３－５００７ （応相談）

倉吉市関金町関金宿１４２９－２

電話　０８５８－４５－６１３８

東伯郡琴浦町大字逢束１２３－１ ７月２５日（水）～７月２７日（金）

電話　０８５８－５２－１２３４ ８月１日（水）～８月３日（金）

８月２２日（水）～８月２４日（金）

125 中
陽だまりの家ことうら

認知症対応型共同生活介護
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

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、着替え、エプロン
昼食代1食300円

【事前連絡】電話

不要 ○

123 中
グループホーム仁の里

認知症対応型共同生活介護
高校生・社会人 １人/日

９：００～１６：００

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○

124 中
関金みのりグループホーム

認知症対応型共同生活介護
７月２４日（火）～８月３１日（金） 高校生・社会人 １人/日

９：００～１６：００

話し相手、レクリエーション、お茶入
れ・おやつ準備、掃除等

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要

121 中
ケアハウス　三喜苑

ケアハウス
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○

122 中
インターグループホーム

認知症対応型共同生活介護
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要 ○
蓑山

（みのやま）
幸恵

120 中
ケアハウス　ラポム苑

ケアハウス
８月２日（木）～８月５日（日） 高校生 ３人/日

１０：００～１５：００

掃除、行事、クラブ活動の参加、お茶
出し手伝い、話し相手

【持参】なし

【事前連絡】電話

不要

119 中

マグノリア

グループホーム
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

118 中
倉吉スターガーデン

通所介護
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生 ３人/日

９：００～１６：１５

見守り、入浴準備、介助、食事準備、
コミュニケーション、レクリエーション
補助

【持参】上履き、着替え、弁当

【事前連絡】電話の後、施設訪問
○

９：００～１６：００

コミュニケーション、レク活動参加、
昼食準備、片付け

【持参】弁当

【事前連絡】希望なし
不要

足立　翼不要

﨑上麻衣子

不要 塩　清高

白方　彩

松川理恵美

○

石賀英樹

島田千夏

○



短期受入れ型
【中部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

東伯郡琴浦町徳万７０－１ ７月２５日（水）～７月２７日（金）

電話　０８５８－５３－０６９５ ８月１日（水）～８月３日（金）

８月２２日（水）～８月２４日（金）

倉吉市関金町関金宿１８８６

電話　０８５８－４５－６２２２

東伯郡琴浦町大字赤崎１１１３－１

電話　０８５８－５５－１１２４

倉吉市福守町４９０－３

電話　０８５８－２９－６１３８

東伯郡三朝町大瀬１０１２

電話　０８５８－４３－１７１１

東伯郡湯梨浜町大字上浅津
１２３－２

７月２３日（月）～７月３１日（火）

電話　０８５８－４７－５１３１ ８月１０日（金）～８月３１日（金）

東伯郡湯梨浜町泊１０８５－１

電話　０８５８－３４－２６２１

東伯郡北栄町下種３７３ー４

電話　０８５８－３７－２６２６

132

127 中

グループホームひまわり関金

認知症対応型共同生活介護
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 １人/日

９：００～１６：００

話し相手、軽作業、
レクリエーション

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 不要 稲波宏之

○ 德田恵理子

131 中

湯梨浜町社会福祉協議会
小規模多機能型居宅介護事業所
しじみの郷

小規模多機能型居宅介護

高校生・社会人 １人/日
９：００～１６：００

【持参】弁当、上履き、着替え、水
筒、タオル、給食１食300円

【事前連絡】電話

不要 ○

130 中
なの花

小規模多機能型居宅介護

７月２３日（月）～７月３１日（火） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

会話、散歩介助、将棋相手、
習字見守り

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

128 中
琴浦町社会福祉協議会
琴浦ふれあい事業所

生活介護

８月１日（水）～８月３日（金） 高校生 ２人/日

１０：００～１５：３０
（定休日：土・日・祝）

レクリエーション補助、話し相手

【持参】弁当、上履き、帽子

【事前連絡】電話
不要

129 中
みのりグループホーム

認知症対応型共同生活介護
８月１日（水）～８月３日（金） 高校生・社会人 １人/日

８時間

コミュニケーション

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

126 中
陽だまりの家とうはく

認知症対応型共同生活介護
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

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、着替え、エプロン
昼食代1食300円

【事前連絡】電話

不要 ○

中

湯梨浜町社会福祉協議会
訪問介護事業所

指定訪問介護事業所

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日
１０：００～１５：００

家事援助（買い物、調理、掃除等）

【持参】弁当

【事前連絡】電話
不要 絹美富美代

近藤律子

○ 馬野和志

○ 河崎光恵

櫻井真由美

○

○ 秋草ゆみ枝133 中
栄交流福祉センター　いろりの郷

小規模多機能居宅介護

７月２４日（火）～８月３１日（金） 高校生 １人/日

９：００～１６：００

利用者とのかかわり、談話、
レクリエーション、食事の準備など

【持参】上履き、
昼食は同じ食事なので１食450円

【事前連絡】電話

不要



短期受入れ型
【中部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市寺谷３３１ ７月２４日（火）～７月２６日（木）

電話　０８５８－２２－０２１１ ８月７日（火）～８月９日（木）

８月２１日（火）～８月２３日(木）

倉吉市山根５５－３９

電話　０８５８－２６－０４８０

倉吉市みどり町３５７６－１

電話　０８５８－２２－２９７８

倉吉市みどり町３５７６－１

電話　０８５８－２２－２９７８

東伯郡湯梨浜町光吉９－２

電話　０８５８－３５－２４３５

倉吉市福庭町１－３６５－２

電話　０８５８－２６－７５３０　

東伯郡琴浦町赤碕１１１３－３

電話　０８５８－５５－１１２４

倉吉市清谷町１－２５４－２

電話　０８５８－２６－４２２８

東伯郡三朝町横手５０－４

電話　０８５８－４３－３３８８　

不要

政門直美

○ 勝田　忍

中
若竹の家
　
障がい者支援施設

134

135

136

137

中

敬仁会館

障がい者支援施設
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

トーゲン倉吉

障害者支援施設
高校生・社会人 １人/日

中

【持参】上履き
※施設の給食を無料で提供

【事前連絡】電話

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

レクリエーション補助、
行事等の活動補助

【持参】弁当、上履き、着替え
服装は、学校指定以外、長ズボ
ン、ポロシャツ

【事前連絡】電話

138 中
羽合ひかり園

障がい者支援施設

○

不要

140 中

琴浦ふれあい事業所

就労継続支援B型
高校生・社会人 １人/日

９：３０～１６：００
（定休日：土・日・祝）

利用者の作業補助、
レクリエーション補助

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要

７月２３日（月）～８月３日（金） 社会人

○

不要

１０：００～１５：００
（定休日：土・日・祝日）

生活の支援、介助、日中活動、
外出の支援等

８月１日（水）～８月３日（金）

139 中

４人/日

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 １人/日

９：３０～１５：３０
（定休日：土・日・祝日）

調理実習、ウォーキング、農作業、
掃除、入浴

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話の後、施設訪問

３人/日７月２３日（月）～８月３１日（金）

８：３０～１７：００の間で都合の
良い時間
（定休日：土・日・祝・8月13日～15日）

レクリエーション補助、見守り、
食事準備、片付け等、各行事等

高校生・社会人 ２人/日

７月２３日（月）～８月３日（金） 高校生・社会人 ４人/日

７月２３日（月）～７月２７日（金）

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

作業手伝い、昼食、
お茶の準備、片付け

３人/日

高校生・社会人142 中
三朝町社会福祉協議会

知的障害者デイサービス

141 中

ライトピア

就労継続支援B型

不要

武部恵子

馬野和志

９：００～１６：００

作業補助、生活支援

不要

不要

松井徳之

不要

山田知親

不要 不要

不要 田中千江美

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

９：３０～１５：００

生産活動、レク・外出支援

【持参】弁当、着替え

【事前連絡】電話

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

１０：００～１５：００
（定休日：土・日・祝日）

生活の支援、レクリエーション

【持参】弁当

【事前連絡】電話

○ 礒邊拓也

宮崎明英

○

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】希望なし
不要

ボン・シャンス

多機能型事業所（B型・生活介護）

中
希望の家

障がい者支援施設

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生



短期受入れ型
【中部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市みどり町３５６４－１

電話　０８５８－２２－７１８８

東伯郡湯梨浜町長和田
１８３５－１

電話　０８５８－３２－０７８０

143 大坂奈緒美不要中
皆成学園

福祉型障害児入所施設
８月１７日（金）～８月２４日（金） 高校生・社会人 ２～３人/日

１０：００～１６：００

ハウスキーピング、
児童の余暇活動等

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要

○ 近衛144 中
ゆりはま大平園

救護施設
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日）

クラブ、グループワーク等の活動補
助

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要



短期受入れ型
【中部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市仲ノ町７４２－２

電話　０８５８－２２－３４８８

倉吉市余戸谷町２９７０－１

電話　０８５８－２２－２６８７　

東伯郡琴浦町赤碕２５２－３

電話　０８５８－５５－０７１０

東伯郡琴浦町佐崎１２

電話　０８５８－５５－１９７２

東伯郡北栄町下種３７３－４

電話　０８５８－３７－２６２６

倉吉市みどり町３１８０－１

電話　０８５８－２３－０９９９

倉吉市上灘４１－１

電話　０８５８－２２－０２５２

東伯郡北栄町江北４８４－３

電話　０８５８－３６－４２１３

東伯郡北栄町大谷２１１２－１７５

電話　０８５８－３７－２１４９　

倉吉市東町３４２

電話　０８５８－２２－３０７２

153 中
大谷こども園

保育所

７月２３日（月）～８月１０日（金） 高校生 １人/日

６時間位
（定休日：土・日・祝）
　
保育の手伝い、環境整備（掃除）、
保育準備

【持参】上履き、着替え、エプロン、
水着、水筒、帽子
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

154 中

倉吉愛児園

保育所
８月２０日（月）～８月２３日（木） 高校生 ４人/日

９：００～１６：００

保育士の手伝い、プール補助、
片付け等

【持参】白ごはん、着替え、エプロ
ン、水着

【事前連絡】電話

○

152 中

　
北条みどり保育園

保育所

７月２３日（月）～８月１０日（金） 高校生 ２人/日
８：３０～１６：００（定休日：日・祝）

保育の補助、環境整備、保育準備

【持参】上履き、着替え、エプロン、
水着、水筒、月～金白ごはん、土
曜おかず入り弁当、給食費１食
205円
【事前連絡】電話

不要 不要 山本朋子

○ 米澤　恵

○

【持参】上履き、着替え、エプロン、
水着、三角巾、給食1食300円
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

○ 不要 岩本　恵145 中
めぐみ保育園

保育所

高校生 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）
　
保育補助

７月２３日（月）～８月２５日（土）

146 中

倉吉西保育園

保育所
高校生 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助
環境整備

【持参】白ごはん、上履き、着替
え、エプロン、水着、給食1食210
円、おやつ110円、
土曜日はおかず入り弁当
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 不要７月３０日（月）～８月３０日（木）

147 中

琴浦保育園

保育所
高校生 ２人/日

８：１５～１６：００
　
保育補助（着脱、食事、午睡等）

【持参】着替え、箸、　白ごはん

【事前連絡】電話
不要 不要７月２３日（月）～７月２５日（水）

148 中

ふなのえこども園

保育所
高校生 ３人/日

８：００～１６：３０

　
保育補助

【持参】着替え、エプロン、水着、
帽子、水筒、
希望者は給食1食260円
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

○ 不要

149 中
栄保育所

保育所

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）
　
保育補助、環境準備、
高齢者との共生施設のため、高齢者
施設のお手伝いもある。

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水着、水筒、帽子

【事前連絡】電話

○ ○７月２４日（火）～８月１０日（金）

７月２４日（火）～７月２７日（金）

羽根田直美

松浦明子

石井路代

福本博美

櫻木朋子

重道加代子

151 中

　
どんぐり保育園

保育所

７月２４日（火）～７月２６日（木） 高校生 ３人/日

９：００～１６：００

子どもと遊ぶ、保育士補助、
掃除の手伝い、読み聞かせ

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水筒、帽子、 マスク、
三角巾
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

150 中

ひまわり保育園

保育所
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日）

保育補助、製作物の手伝い

【持参】着替え、エプロン、
白ごはん、水筒

【事前連絡】電話の後、事前訪問
（7月10日16：00～）

不要 ○７月２３日（月）～８月３日（金）

不要



短期受入れ型
【中部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市国分寺３４２－１１

電話　０８５８－２８－１７５５

倉吉市山根４２５－３ ７月２５日（水）～７月２７日（金）

電話　０８５８－２６－０２１１ ８月１日（水火）～８月３日（金）

８月９日（月）～８月１１日（水）

倉吉市新田３６０－１

電話　０８５８－２６－００６６　

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬５４４

電話　０８５８－３５－５５０１　

東伯郡湯梨浜町田後７８１－２ 

電話　０８５８－３５－２０７４

倉吉市仲ノ町７４２－１

電話　０８５８－２２－４６８０

東伯郡三朝町横手３７－１

電話　０８５８－４３－５７７０

倉吉市上井７８１－１

電話　０８５８－２６－３２３６

倉吉市福守町４０７－１４

電話　０８５８－４８－２１３８　

倉吉市みどり町３２４９ ７月２３日（月）～８月３１日（金） ２人/日
学習指導、小中の夏休みの宿題

電話　０８５８－２２－２６３９ お盆前 何人でも可 普段できない窓、エアコンの掃除等

ババール園

保育所
高校生 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

子どもとのふれあい、環境整備

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水着

【事前連絡】電話の後、施設訪問

○ ○ 大谷智子

157 中
上北条保育園

保育所

７月２４日（火）～７月２６日（木） 高校生 ２人/日
９：００～１６：００

保育補助、環境整備

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水筒、三角巾、マスク

【事前連絡】電話の後、施設訪問

○ 不要 伊藤恵美子

164 中
因伯子供学園

児童養護施設

高校生・社会人
【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

162 中
倉吉東こども園

こども園

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ５人/日

９：００～１６：３０
（定休日：日・祝）
　
子どもと一緒に遊ぶ（保育教諭の補
助）、そうじ、教材作りなど

【持参】弁当、上履き、着替え、エプ
ロン、水着、三角巾、マスク、お茶
水筒、　　　　　　　　（希望の方は
給食1食280円）

【事前連絡】電話

不要

163 中
ブルーインター

児童福祉施設

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
　
夏休み学童保育補助、  家族支援補
助他

【持参】上履き、着替え
月水金は弁当、
火木は白飯と給食費1食100円
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

155 中

社保育園

保育所
高校生 ３人/日

８：３０～１７：１５

子どもへの保育補助、
そうじ・制作の準備等

【持参】弁当、上履き
白ごはん、副食・おやつ給食費1
食330円

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

７月３０日（月）～８月３日（金）
　

又は
　

８月６日（月）～８月１０日（金）

八木正美

不要 足達佐恵子

159 中

たじりこども園

保育所等
高校生 ２～３人/日

８：３０～１６：００

保育全般の手伝い

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着

【事前連絡】電話の後施設訪問
（7月26日～28日　14時～）

不要 不要 吉川瑞穂８月１日（水）～８月３日（金）

156 中

中
倉吉幼稚園

保育所等

高校生 ４人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝、8/14・15）

保育補助

【持参】上履き、エプロン、水着、
水曜日のみ弁当持参、
給食1食250円

【事前連絡】電話

不要 不要７月２３日（月）～８月３１日（金）

不要 福田功枝

河上とし子

落合和美

池田明美○

○ 岸田千佳

不要

○

161 中

　
みささこども園

認定こども園

８月１４日（火）～８月１６日（木） 高校生・社会人 ３人/日

８：３０～１７：１５

　
保育補佐、環境整備

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着
　
【事前連絡】電話

不要

158 中
ながせこども園

保育所

７月２３日（月）～８月３日（金） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：日）

保育補助（リズム運動、プール遊び、
食事、午睡等）

【持参】弁当、着替え、エプロン、
水着、お茶水筒、三角巾、マスク

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

160



短期受入れ型
【中部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市上井５５０－３

電話　０８５８－２６－４３２６　

倉吉市和田東町向山９１７

電話　０８５８－２３－０８３６　

　
倉明園

母子生活支援施設

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

（要相談）
（定休日：日・祝）
　
学童保育

【持参】弁当、上履き、
動きやすい服装
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 ○ 中田陽子165 中

不要 村田光大166 中

　
向山保育園

保育所

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生 ４人/日

９：００～１６：００
（定休日：日）
　
保育業務の手伝い

【持参】弁当、着替え、エプロン、水
着
　
【事前連絡】電話

不要



短期受入れ型
【西部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

西伯郡大山町西坪５２０ー１ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５９－５４－６５００ ７月３０日（月）～８月３日（金）

８月２０日（月）～８月２４日（金）

米子市皆生新田２－３－１

電話　０８５９－３２－２５００

米子市新開１－５－１５

電話　０８５９－３３－９３１０

西伯郡日吉津村日吉津９７３－９

電話　０８５９－２７－５３５１

米子市石井１２３８

電話　０８５９－２６－５５６６

米子市一部５５５

電話　０８５９－３７－１１００

米子市淀江町淀江１０７５

電話　０８５９－５６－６８８８

米子市錦海町３－５－１５

電話　０８５９－２３－６８００

西伯郡大山町西坪５４５－１

電話　０８５９－５４－３３８８

境港市上道町１９５９－１ ７月２４日（火）～７月２７日（金）

電話　０８５９－４７－６３６３　 ８月７日（火）～８月１０日（金）

８月２１日（火）～８月２４日（金）

176 西

花の里

介護老人保健施設
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

簡易な介護補助、利用者との談話、
見守り、清掃

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 不要

８：３０～１６：００
（定休日：日）

介護の補助、レクリエーション

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要167 西

井上光紀○

○ 江原由紀

９：００～１６：００

※初日は８：４０までに来苑
車イス介助他

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要175 西

小谷苑

介護老人保健施設
高校生 ３人/日７月２４日（火）～７月２６日（木）

ル・ソラリオン名和

特別養護老人ホーム、デイサービ
ス

高校生・社会人 ３人/日

立林裕之

○ 山本　寛168 西
皆生みどり苑

特別養護老人ホーム

８月２２日（水）～８月２４日（金） 高校生・社会人 ２人/日

１０：００～１６：００

話し相手、介護補助、環境整備等

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話
不要

○ 板井千恵
皆生尚寿苑

特別老人ホーム

169 西 ７月２４日（火）～８月１０日（金） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

コミュニケーション、高齢者支援（掃
除、シーツ交換）草取り

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要

○ 佐々木美絵

171 西

なんぶ幸朋苑

介護老人福祉施設
７月３１日（火）～８月３日（金） 高校生 ６人/日

９：００～１６：００

コミュニケーション、
レクリエーション補助、軽作業

【持参】弁当

【事前連絡】電話
不要 ○ 大塚正晃

170 西
日吉津村デイサービスセンター

老人福祉施設

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

９：３０～１５：３０
（定休日：日）

利用者の話し相手、ゲーム補助等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

○ 竹下篤史

173 西

いずみの苑

介護老人福祉施設
８月２５日（土） 高校生 ５人/日

１３：００～２０：００

夏祭りの運営協力

【持参】上履き

【事前連絡】電話
不要 ○ 野島充子

172 西
博愛苑

介護老人福祉施設

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人

174 西

きんかい幸朋苑

介護老人福祉施設
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２～３人/日

９：００～１６：００

食事の配膳・下膳、
コミュニケーション、他

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話
不要

３人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

レクリエーション、コミュニケーション、
食事の配膳、下膳等

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話
不要

不要 豊田慶子



短期受入れ型
【西部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

米子市新開４－１１－１３ ７月３０日（月）～８月３日（金）

電話　０８５９－３１－１０００ ８月６日（月）～８月１０日（金）

８月２０日（月）～８月２４日（金）

西伯郡大山町田中１３８３

電話　０８５８－５８－６１６１

米子市大崎１５１１－１ ７月２４日（火）～７月２６日（木）

電話　０８５９－４８－２３３４　 ８月３日（金）～８月５日（火）

米子市榎原１８２３

電話　０８５９－３９－７７００

米子市彦名町１２５０

電話　０８５９－２４－１５０３　

西伯郡大山町末長５０３

電話　０８５９－３９－５０４０

西伯郡大山町赤坂７６４

電話　０８５８－４９－３０１２

米子市米原９ー３－１０

電話　０８５９－２３－５６５６・
２１－５６５５

米子市米原６－９－２３

電話　０８５９－３７－５２２０　

アルクつつじ

通所介護

高校生・社会人 １人/日

182 西

だいせん

通所介護
高校生・社会人 ４～５人/日

８：３０～１６：００
（定休日：土・日）

話し相手、手作業、食事の配膳・片付
け、レクリエーションの手伝い

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○７月２３日（月）～８月３１日（金）

９：００～１６：３０
（定休日：日）

通所者の方との交流、作業、
散歩の付添など

【持参】弁当、上履き（スリッパ）

【事前連絡】電話
不要 不要 矢崎誠一184 西

医療法人社団　悠々

通所介護

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 １～２人/日

177 西

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人

不要

７月２３日（月）～８月３１日（金）

【持参】弁当、上履き、着替え、エプ
ロン、食事は施設でも注文可

【事前連絡】電話

不要

９：００～１５：３０

レクリエーション参加、
コミュニケーション

178 西
はまなす

介護老人保健施設

やわらぎ

介護老人保健施設
高校生・社会人 ４人/日 篠原弘美

９：３０～１５：３０

話し相手、レクリエーション補助

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】施設訪問

不要

○

183 西

ほほえみ

通所介護
７月２５日（水）～７月３１日（火） 高校生 １人/日

８：３０～１６：００
（定休日：土・日）

交流、話し相手、お茶の提供、
バイタルチェック等の手伝い、
レクリエーション介助

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要 ○ 森長亜希子

２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

会話、手作業、食事見守り

181

180 西

アイアイ

介護老人保健施設
７月２５日（水）～８月３１日（金） 高校生 ２人/日

９：００～１６：００

介護施設での職業体験や利用者との
交流

【持参】弁当

【事前連絡】電話
不要 ○ 登倉尚子

野上晴子

185 西

あわしま

介護老人保健施設
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 １人/日

９：００～１６：００

食事、レクリエーション等のお手伝い

179 西

弓浜ゆうとぴあ

介護老人保健施設
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
　
環境整備（掃除）、洗い物、食事の配
膳下膳、利用者とのコミュニケーショ
ン

○

【持参】弁当、上履き
　
【事前連絡】電話

不要

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 ○

西
【持参】弁当、着替え、

【事前連絡】電話の後、施設訪問

東田悦子

岡田修治

若槻

谷野陽子

林田徹

○

○



短期受入れ型
【西部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

日野郡江府町久連７ ２人/日

１４：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

レクリエーションの補助、おやつの準
備

電話　０８５９－７２－３２１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１人/日

１０：００～１２：００
（定休日：土・日）

整容の補助

西伯郡伯耆町大殿１０３２

電話　０８５９－６８－３７０６

西伯郡大山町唐王２０８ ７月２３日（月）～７月２７日（金） ２人/日

電話　０８５９－３９－５５５５ ７月３０日（月）～８月３１日（金） １人/日

米子市熊党２０１−２ ７月２４日（火）～７月２６日（木）

電話　０８５９－２７－１４３２　 ８月７日（火）～８月９日（木）

８月２１日（火）～８月２３日（木）

米子市米原６－９－２３

電話　０８５９－３７－５２２０　

西伯郡大山町安原１１１９ ７月２５日（水）～７月２８日（土）

電話　０８５９－５３－３００１ ８月６日（月）～８月９日（木）

西伯郡大山町塩津７６３－２ ７月２５日（水）～７月２７日（金）

電話　０８５８－５８－３００４ ８月１日（水）～８月３日（金）

８月２２日（水）～８月２４日（金）

米子市東福原５－６－２５

電話　０８５９－３８－１１４１

米子市皆生温泉４－１７－２

電話　０８５９－３４－５７３１

１人/日

不要 不要

不要

角田麻美194 西

福原荘

軽費老人ホームA型
高校生・社会人 ２人/日

８：３０～１５：３０

レクリエーションの補助、入居者との
対話、 施設内外の清掃等

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○７月２５日（水）～７月２７日（金）

７月２３日（月）～８月３１日（金）

不要

石原寛哲７月２３日（月）～８月３１日（金）
伯耆町社会福祉協議会
岸本通所介護事業所

通所介護

高校生・社会人 ２人/日

８：２０～１５：３０
（定休日：日）

コミュニケーション、入浴後の整容、
レクリエーション、活動の補助

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 ○

島田麻衣

坂田由美子

生島美樹不要 ○

○高校生・社会人

○

陶山竜二

森田信之191 西

不要186 西

江美の郷

通所介護

７月２３日（月）～７月３１日（火） 高校生・社会人

【持参】上履き、着替え、タオル、
水筒

【事前連絡】電話

不要

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

187 西

188 西

大山やすらぎの里

通所介護

190 西

グループホームつつじ

認知症対応型生活介護
高校生・社会人

西
デイサービスセンターコムハウス

通所介護

高校生・社会人

192 西

陽だまりの家　なかやま

認知症対応型共同生活介護
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

コミュニケーション及び
レクリエーション

【持参】上履き、着替え、エプロン、
昼食代300円

【事前連絡】電話

不要 ○ 金子直美

193

189

西

デイセンターはみんぐ

生活介護
７月２３日（月）～８月３日（金） 高校生・社会人 １人/日

９：３０～１５：３０
（定休日：土・日・祝）

プール、日中活動

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要

ばんだの里

認知症対応型共同生活介護

高校生・社会人 ２人/日

１０：００～１６：００

話し相手、レクリエーションの手伝い、
お茶出し、介護体験

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

２人/日

９：００～１６：００
（２４日７日２１日は１０時～１６時）

お茶出し、談話、レクリエーション・
体操の参加

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

９：００～１６：００
（定休日：土・日）
　
大きな作品作りの支援、
茶道、囲碁など指導できる方

若槻

９：００～１６：００

レクリエーションへの参加、
利用者とのコミュニケーション

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要



短期受入れ型
【西部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

境港市誠道町２０８２

電話　０８５９－４５－６７８２　

西伯郡大山町大塚７１７

電話　０８５９－５４－２４３８

米子市米原８－５－７７

電話　０８５９－３３－１３３７

米子市和田町１７２２ ７月２６日（水）～７月２８日（土）

９：３０～１６：００

話し相手、体操、レクリエーション、
作品づくり、食事配膳

電話　０８５９－２５－１１１２ ８月８日（水）～８月１０日（金）

９：３０～１６：００

話し相手、体操、レクリエーション、
作品づくり、食事配膳、地域交流

８月２３日（木）～８月２５日（土）

９：３０～１６：００

話し相手、体操、レクリエーション、
作品づくり、食事配膳、夏まつり

米子市永江５５１ ７月２３日（月）～７月２８日（土）

電話　０８５９－３９－７６００ ８月６日（月）～８月１１日（土）

８月２０日（月）～８月２５日（土）

西伯郡伯耆町溝口２８１－２

電話　０８５９－６３－０６６６

境港市外江町１８１４－１ ７月２３日（月）～７月２６日（木）

電話　０８５９－４４－０４１９ ７月２６日（木）～７月２８日（土）

米子市淀江町佐陀２０８７ ７月２３日（月）～７月２５日（水）

電話　０８５９－５６－５５００ ８月６日（月）～８月８日（水）

８月２０日（月）～８月２２日（水）

７月２３日（月）～８月３１日（金）

伯耆町社会福祉協議会
溝口通所介護事業所

通常規模型通所介護

200 西

199 西

アイアイ永江デイサービスセンター

地域密着型通所介護
高校生 ２人/日

高校生 ２人/日

２人/日 ○

９：００～１６：００

利用者様との交流、スタッフの手伝い

【持参】弁当、帽子

【事前連絡】希望なし
不要 ○

軽費老人ホーム玉真園

軽費老人ホームA型
７月２５日（水）～８月３０日（木） 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日）
　
ゲーム、レクリエーション補助、
話し相手

【持参】弁当、上履き、着替え
（ジャージ上下）、エプロン、三角巾

【事前連絡】電話

６～７時間

利用者の部屋清掃、シーツ交換、
食事準備、　レクリエーション

福井真奈美

１０：００～１５：００

話し相手、清掃等

【持参】弁当、エプロン

【事前連絡】電話
不要 ○ 本庄　研197 西

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話
不要

デイハウスよねはら

小規模多機能型居宅介護
高校生・社会人 ２人/日

○ 山田明美

８月６日（月）～８月８日（水）

196 西

７月２５日（水）～７月２６日（木）

不要

195 西
さかい幸朋苑

軽費老人ホーム

高校生・社会人

三島直子

202 西

如月

デイサービス併設有料老人ホーム
高校生・社会人 ２人/日

１０：００～１６：００

体操、食事配膳、レクリエーション、
清掃他

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 ○ 賀本正貴

金田直己198 西

ふる里

小規模多機能型居宅介護
高校生 ２人/日

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要 ○

高校生・社会人 ２人/日

１４：００～１５：３０
　
レクリエーション、おやつ準備、
片付け

201 西

とのえの家

地域密着型通所介護

【持参】

【事前連絡】電話
不要 ○

８：００～１５：３０

話し相手、入浴後の髪乾かし、
ブラッシング、レクリエーション参加

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○ 忠田由美子

藤定俊光



短期受入れ型
【西部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

西伯郡伯耆町大原１０１３－１１

電話　０８５９－６８－６８００

ケアホームはあとピア 米子市久米町２００

グループホーム、ショートステイ他 電話　０８５９－３１－８８１０

204 西 ７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ５人/日

９：００～１５：００
（定休日：日・祝）

話し相手、レク等の活動手伝い、
身辺の世話

【持参】弁当、上履き
　
【事前連絡】電話

不要 ○

長尾静奈
【持参】

【事前連絡】電話
不要 ○

三好

203 西

大山のふもと

高齢者施設
７月２２日（日） 高校生・社会人 ４人/日

９：４５～１４：４５

夏祭り手伝い



短期受入れ型
【西部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

境港市渡町２４８０

電話　０８５９－４５－５４００

米子市彦名町２８５０－１ ７月２４日（火）～７月２６日（木）

電話　０８５９－２４－２０５３ ８月６日（月）～８月８日（水）

西伯郡南部町福成３２９３ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５９－６６－５１７１　 ７月３０（月）～８月３日（金）

米子市皆生新田２－３－１

電話　０８５９－３６－８１５５　

米子市中島２－１－３３

電話　０８５９－２３－０８２５

米子市上後藤８－９－２３ ７月２４日（月）～７月２５日（火）

電話　０８５９－４８－０４８３　 ７月２７日（木）～７月２８日（金）

西伯郡伯耆町大殿１０１０

電話　０８５９－６８－４６５２　

西伯郡大山町平田３７６ ７月２３日（月）～７月２５日（水）

電話　０８５９－５３－５８５９　 ８月６日（月）～８月８日（水）

日野郡日野町根雨３４１－１

電話　０８５９－７７－００１８

境港市中野町１９２９－１ ７月２３日（月）～７月２５日（水）

電話　０８５９－４２－１１２１　 ８月１日（水）～８月３日（金）

８月２７日（月）～８月２９日（水）

西伯郡大山町小竹１２９７－１９

電話　０８５９－５４－２７６５

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○

持田綾子７月２３日（月）～８月３１日（金）

【持参】弁当、上履き、着替え

　
【事前連絡】電話

不要

○ 植村ゆかり

【持参】弁当、上履き

　
【事前連絡】電話

不要 ○ 廣江

【持参】上履き、弁当
（Ａ型作業時長めの靴下）
　
【事前連絡】電話

４時間程度
（定休日：土・日・祝）

就労Ｂの方の作業サポート（シール貼
り、葉氷等）

○ 細田小百合

太田　厚

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）

農作業、自動車部品組立他

215 西
小竹の郷

多機能型事業所（B型・生活介護）

社会人 ２人/日 ○

214 不要 ○ 福内隆広

212 西

ストーク作業所

就労継続支援Ａ型、B型
高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

障害者就労支援、農作業等

【持参】弁当、作業着、長ぐつ、
帽子、雨天時の雨具

【事前連絡】電話

不要 不要

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

不要 ○ 千埼裕史

211 西

伯耆みらい

就労継続支援B型
８月２日（木）～８月３日（金） 高校生・社会人 １人/日

１０：００～１６：００
（定休日：水）

【持参】弁当、エプロン、バンダナ

【事前連絡】電話
不要 ○ 安藤留里

吾亦紅

障害者支援施設

206 西 高校生・社会人 ３人/日

松本愛子

210

207 西

光洋の里

障がい者支援施設

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日）

日中活動・食事・水分補給介助

西
Ｆ＆Ｙ境港

就労継続支援

高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００

Ａ型Ｂ型作業参（農作業、軽作業）、
生活訓練等

西
あんず・あぷりこ

就労支援継続B型

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

パンの成形、カフェ厨房、ホール清掃
等

７月２３日（月）～８月３１日（金）

９：００～１６：００
（定休日：土・日）

ダンボール・ハズ茶・チラシ作業

祥福園
　
障がい者支援施設

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１５：００
（初日８：３０～）
　
創作・軽運動の活動、歯磨き介助等

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 ○ 中原雄次

【持参】確認

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要

213 西
セルプひの
　
就労継続支援B型

８月１１日（土） 高校生・社会人 ２人/日
８：３０～１７：３０

夏祭り

【持参】弁当、着替え、エプロン

【事前連絡】電話
不要 ○ 林原・音田

205 西

209 西

る・しえる

多機能型事業所（B型・生活介護）
社会人 ２人/日

208 西

皆生やまと園

障がい者支援施設
７月２４日（火）～７月２６日（木） 高校生・社会人 ２人/日

９：３０～１６：００

レクレーション、歩行、作業、入浴支
援補助等

【持参】弁当、上履き、着替え、
水筒、帽子

【事前連絡】施設訪問

不要



短期受入れ型
【西部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

米子市二本木１６９０

電話　０８５９－５６－６２２６

米子市米原１４６０－７ ７月３０日（月）～８月３日（金）

電話　０８５９－３６－２００５ ８月６日（月）～８月１０日（金）

８月２０日（月）～８月２４日（金）

米子市河崎１４１４

電話　０８５９－２１－４１２３

米子市夜見町３３０－３ ７月２４日（火）～７月２６日（木）

電話　０８５９－２９－２５８５ ７月３１日（火）～８月２日（木）

８月７日（火）～８月９日（木）

米子市夜見町８００１－１

電話　０８５９－３０－０５５０

境港市渡町２４８０ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５９－４５－５４０７　 ７月３０日（月）～８月３日（金）

８月６日（月）～８月１０日（金）

米子市茶町２３－１ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５９－３２－００３３　 ８月６日（月）～８月１０日（金）

８月２０日（月）～８月２４日（金）

米子市富益町４７２２ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５９－２８－９１７４　 ８月６日（月）～８月１０日（金）

８月２０日（月）～８月２４日（金）

松本久美子222 西

ほっと茶町

就労継続支援Ｂ型事業所
高校生 １人/日

９：３０～１５：３０
　
利用者様の日中活動、作業支援補助

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

不要 ○

岩本　隆

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○ 佐伯治子

幸形恵美

220 西
支援センターのぞみ

生活介護

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日

１０：００～１６：００
（定休日：日・お盆）

散歩等外出支援、食事支援、軽作
業、創作活動支援

217 西
エポック翼

障がい者福祉サービス

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１５：００
（定休日：日）

受託作業

【持参】弁当、上履き、エプロン

　
【事前連絡】電話

不要 不要

221 西

生活介護事業さざなみ

生活介護
高校生 ２人/日

８：３０～１７：３０
（定休日：日）
　
コミュニケーション、
レク活動等の補助

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 ○

○ 内田清光

216 西
よなご太平園

障がい福祉サービス事業所

８月８日（水）～８月１０日（金） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

日中一時支援事業所で障がいのある
児童、　生徒さんと一緒に遊んだり、
食事等のサポート

八谷みゆき

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要

不要 不要 中尾由佳７月２４日（火）～８月２４日（金）218 西
かわさき吾亦紅

放課後デイサービス

高校生・社会人 ２人/日

１０：００～１５：００
（定休日：土・日・8/13～8/16）

障がい児との活動（室内活動、ドライ
ブ等

【持参】弁当、上履き、水筒

【事前連絡】電話

219 西
あかしや

児童発達支援センター

高校生・社会人 ４人/日

９：３０～１５：３０

保育補助、制作補助、環境整備他

【持参】弁当、上履き、着替え、水
着（水遊びの用意）、帽子、タオル
　
【事前連絡】電話

不要 不要

北村康弘223 西

もみの木作業所

就労継続支援Ｂ型事業所
高校生 ２人/日

９：３０～１５：３０
　
利用者様の日中活動、作業支援補助

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

不要 ○



短期受入れ型
【西部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

米子市大崎1444

電話　０８５９－２８－８３８１

米子市淀江町中西尾２２４－２

電話　０８５９－５６－２０８７

米子市皆生温泉２－８－４７ ８月１日（水）～８月３日（金）

電話　０８５９－２２－３７７６ （必ず３日間活動）

西伯郡伯耆町真野１２６２－１

電話　０８５９－６８－２０７６

米子市東倉吉町１４２

電話　０８５９－３４－３０５４

米子市陽田町４５

電話　０８５９－２２－５６９７　

西伯郡伯耆町大殿２５７４

電話　０８５９－６８－２１２２　

境港市幸神町１６９５ ７月２３日（月）～７月２７日（金） 

電話　０８５９－４５－０８５４ ７月３０日（月）～８月３日（金） 

境港市中野町２０５５

電話　０８５９－４４－２２７７

境港市中野町１６８

電話　０８５９－４２－３５５３　

宇山佳子

233 西
あがりみち保育園

保育所

高校生・社会人 ２人/日
９：００～１６：００（定休日：日・祝）

保育活動参加、手伝い

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、

【事前連絡】電話

不要 ○ 安藤和子

232 西
みなと保育園

保育所

高校生・社会人 ５人/日

９：００～１６：００
（午前中のみでも可）
　
子ども達と一緒に活動（生活・遊び）、
園児の活動の援助、おしめたたみ、
手作り玩具の作成等

【持参】弁当、エプロン、タオル、帽
子、水筒（お茶）

【事前連絡】電話

不要 不要

８月１日（水）～８月３日（金）

または

７月２５日（水）～７月２７日（金）

７月２３日（月）～８月２４日（金）

森谷仁美

231 西
つばさ保育園

保育所

高校生・社会人 ３人/日

午前中（４時間位）
（定休日：土・日・祝）
　
乳幼児のお世話（排泄、食事、遊び）
掃除などの手伝い他

【持参】着替え、エプロン、水筒、汗
拭きタオル・手拭きタオル、外靴

【事前連絡】電話

不要 不要 武良淳子

230 西

こしき保育所

保育所
高校生 ２人/日

８：３０～１７：１５
（定休日：土・日・8/13～15）
　
一日の活動に沿って保育者と一緒に
保育補助

【持参】弁当、上履き、着替え、水
着

【事前連絡】電話の後、施設訪問

○ 不要７月２３日（月）～８月３１日（金）

松尾和子

229 西

米子南保育園

保育所
高校生 ４人/日

6時間

保育補助

【持参】弁当、上履き、着替え、
水筒

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 ○ 稲田麻里

228 西

　
米子聖園マリア園

保育所

高校生 ４人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
○ 不要７月２３日（月）～８月１８日（土）

７月２３日（月）～７月２５日（水）

古都千代美

227 西

　
あさひ保育所

保育所

高校生・社会人 １人/日

９：００～１８：００
（定休日：土・日・8/13～15）

保育助手

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着

【事前連絡】電話

不要 不要 舩橋成子

226 西
かいけわかば園

保育所

高校生 ３人/日
９：００～１６：００

保育補助等

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水筒、タオル、帽子

【事前連絡】電話の後、施設訪問

○ 不要

７月２３日（月）～８月３１日（金）

【持参】弁当、上履き、着替え、
水着

【事前連絡】電話

不要 不要 田邉まゆみ

225 西 高校生 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日・祝）
　
保育の手伝い、環境整備

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話の後、施設訪問

224 西

崎津保育園

保育所
高校生 ３人/日

７時間（１時間休憩）
（定休日：日）
　
保育補助

　
宇田川保育園
　
保育所

不要 ○ 平井成人

７月３０日（月）～８月１日（水）

７月２３日（月）～８月３１日（金）



短期受入れ型
【西部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

西伯郡伯耆町吉長６３－１

電話　０８５９－６８－２０７８

米子市両三柳４６１２ ７月２４日（火）～７月２７日（金） 

電話　０８５９－２９－４３２９ ７月３１日（火）～８月３日（金） 

米子市蚊屋２９１－１１

電話　０８５９－２７－０８０６

境港市夕日ケ丘１－６６

電話　０８５９－４５－４４３３

米子市両三柳２４０６－３ ７月２７日（金）～７月２８日（土）

電話　０８５９－３３－８６１６ ８月３日（金）～８月４日（土）

西伯郡伯耆町溝口３４８

電話　０８５９－６２－１３１７

米子市西福原８－２－１０

電話　０８５９－３３－１６０４

米子市上福原２－２－１

電話　０８５９－３３－５７０７

米子市彦名町４５００－３６

電話　０８５９－２９－０８３５

米子市夜見町１６７９－８ ７月２４日（火）～７月２７日（金）

電話　０８５９－２９－０９２７　 ７月３１日（火）～８月３日（金）

８月２１日（火）～８月２４日（金）

○ 三浦洋子

不要 坪栄暁子237 西

　
夕日ｹ丘保育園

保育所
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助

【持参】弁当、着替え、エプロン、
コップ、帽子、ゴムぞうり

【事前連絡】電話

不要

236 西

　
巌保育園

保育所
７月１７日（火）～７月２０日（金） 高校生 ２人/日

８：３０～１７：３０
（応相談）
　
保育補助、夕涼み会の準備

【持参】弁当、上履き、着替え、水
着、 お茶水筒、帽子

【事前連絡】電話

不要

234 西

ふたば保育所

保育所
高校生 ３人/日

７時間
　
保育の手伝い

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着

【事前連絡】電話

不要 不要８月６日（月）～８月１０日（木）

眞田かおる

239

238 西
あゆみ保育園

保育所

高校生 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

子どもの生活の世話、遊びを通じて
子どもと関わる、片付け、掃除、絵本
の修繕や作り物

【持参】弁当、着替え、帽子、
プラスチックのコップ、

【事前連絡】電話

○ 不要

木島紀美子

235 西

加茂保育園

保育所
高校生・社会人 ３人/日

８：３０～１６：３０

保育補助

【持参】弁当、上履き、着替え、
水着

【事前連絡】電話

不要 不要 永江章吾

240 西

　
福米保育園

保育所
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生 ２人/日

９：００～１７：００
　
保育補助、園庭整備、清掃等

【持参】弁当、上履き、着替え、エプ
ロン、弁当、水着（濡れてもよい服）
　
【事前連絡】電話

不要 ○ 福岡由香

西

　
溝口保育所

保育所
高校生 ２人/日

８：３０～１７：００
（定休日：土・日）
　
保育補助、園内清掃

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着

【事前連絡】電話

不要 不要 岩田みずほ８月２０日（月）～８月２４日（金）

実繁広子８月１日（水）～８月３１日（金）

242 西

彦名保育園

保育所
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助、掃除、草取り等

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、水着、水筒、帽子
　
【事前連絡】電話

不要 不要 山本由美

241 西

福生保育園

保育所
高校生 ２人/日

９：００～１６：００

子どもとのふれ合い、園内清掃、
消毒他

【持参】弁当、上履き、着替え、水
着

【事前連絡】電話後、施設訪問

不要 ○

丸山あおい243 西

夜見保育園

保育所
高校生・社会人 ３～４人/日

９：００～１６：００
（定休日：日）

保育補助、環境整備等

【持参】弁当、着替え

【事前連絡】電話
不要 〇



短期受入れ型
【西部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

米子市和田町３２７１－６

電話　０８５９－２８－８３１９　

米子市博労町３－４１

電話　０８５９－２２ー５６９５

米子市富益町６２８

電話　０８５９－２８ー８２２８

境港市福定町２１６ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５９－４４－１３９３　 ７月３０日（月）～８月３日（金）

米子市錦町３－７７ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５９－３４－２６９５　 ８月６日（月）～８月１０日（金）

米子市石井９５－３

電話　０８５９－２６－１８５５

米子市旗ケ崎５－１８－１０

電話　０８５９－２９－２９４７

米子市蚊屋２９１－１１

電話　０８５９－２７－０８０６　

米子市愛宕町１５－１

電話　０８５９－２２－５６９１

米子市皆生６－４－２１

電話　０８５９－３３－２３６８

境港市明治町１７５

電話　０８５９－４２－２８３９

○ 田中宜子

【持参】弁当、上履き、着替え、
水着（これに準ずるもの）、
お茶水筒、帽子

【事前連絡】電話

不要 ○ 三浦洋子

【持参】弁当、着替え、帽子、水筒

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 不要 西原　純

高校生 ３人/日
９：００～１６：００

夏の遊び、保育全般

【持参】弁当、着替え、エプロン、水
着（濡れてもよい服装）、水筒、三
角巾、手拭きタオル

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 ○ 湯浅裕子

不要 阿部由紀子249 西

　
成実幼稚園

保育所
８月７日（火）～８月９日（木） 高校生 ３人/日

９：００～１５：００
　
保育補助、室内外清掃、
備品整理等

【持参】弁当、上履き、着替え
　
【事前連絡】電話

不要

248 西
ねむの木保育園

保育所

不要 遠藤美和254 西

　
美哉幼稚園

保育所等
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ５人/日

９：００～１６：００
（定休日：日）
　
保育全般、環境整備（掃除、雑務等）

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン
【事前連絡】電話

不要

亀尾裕子

246 西
富益東保育園

保育所

７月２３日（月）～８月２４日（金） 高校生・社会人 ４人/日

９：００～１６：００

保育補助

【持参】弁当、上履き、着替え、
水着又は濡れても良い服装

【事前連絡】電話

不要 不要 隠樹正子

245 西
米子市東保育園

保育所

７月２３日（月）～８月１０日（金） 高校生・学生 ３人

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助、掃除等

【持参】弁当、上履き、着替え、

【事前連絡】電話
不要

鰤岡真奈美247 西
あまりこ保育園

保育所

高校生 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

幼児の保育（１歳～５歳児）

【持参】弁当、着替え、エプロン、
お茶

【事前連絡】電話

不要 不要

不要

250 西

　
住吉保育園

保育所
７月２３日（月）～７月２５日（水） 高校生 ２人/日

９：００～１６：００
　
保育の手伝い、園内外の環境整備

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン
　
【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

253 西

ゆりかご保育園

保育所（３歳未満児施設）
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生 ２人/日

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

遊び、排泄や着脱のお世話、片付
け、　　　　　　掃除、作り物等

西

すみれ保育園

保育所
７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００
（定休日：土・日）

【持参】弁当、着替え

【事前連絡】電話
不要

251 西

　
巌保育園

保育所
７月１７日（火）～７月２０日（金） 高校生 ２人/日

８：３０～１７：３０
（応相談）
　
保育補助、夕涼み会の準備

西244 中山恵子不要不要

【持参】弁当、上履き、着替え、
水着（濡れてもい服装）

【事前連絡】電話

９：００～１６：００
（定休日：日・祝）

保育補助

３人/日高校生７月２３日（月）～８月３１日（金）和田保育園

保育所

不要 樋口恭子252



短期受入れ型
【西部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 受入れ期間 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

米子市兼久６０６－３ ７月２３日（月）～７月２７日（金）

電話　０８５９－２６－２６９２ ７月３０日（火）～８月１０日（金）

８月２０日（火）～８月３１日（金）

米子市米原１－７－１ ８月１日（水）～８月３日（金）

電話　０８５９－３１－２３１０ ８月８日（水）～８月１０日（金）

米子市上後藤４－２－３６

電話　０８５９－２９－４３６４　

米子市榎原１８８９－６

電話　０８５９－３９－７１００　

米子市泉７０６ ７月２４日（火）～８月１０日（金）

電話　０８５９－２７－１１０１ ８月１８日（土）～８月３１日（金）

258 西

　
認定こども園ベアーズ

認定こども園

７月２３日（月）～８月３１日（金） 高校生・社会人 ３人/日
９：００～１６：００（定休日：日・祝）
　
保育の手伝い

【持参】弁当、着替え、帽子

【事前連絡】電話
不要

音田幸真

【持参】弁当、上履き、給食の希望
があれば可能　300円

【事前連絡】電話

不要 不要 山本美和

不要 長谷川亨子

255 西

認定こども園キッズタウンさくら

認定こども園
高校生・社会人 ３人/日

９：００～１５：００
（定休日：土・日）

保育全般（プール遊び）補助

【持参】着替え、水着、タオル等

【事前連絡】電話
不要 不要 田村美保

259 西

喜多原学園

児童自立支援施設
社会人 ４人/日

８：３０～１７：１５

児童監護、環境整備（草刈等）、
スポーツ指導（水泳、バレー）

【持参】弁当、上履き、着替え、水
着

【事前連絡】電話の後、施設訪問
○ 不要

257 西

　
米子聖園天使園

児童養護施設

８月１日（水）～８月１０日（金） 社会人 ２人/日

９：００～１６：００
　
子どもたちと遊ぶ、
宿題を一緒に考える、教える

瀬田　篤不要不要
【持参】弁当

【事前連絡】希望なし

９：３０～１６：３０
（定休日：土・日・祝）

公園遊び、川遊び、おやつ作り、工
作、　　　　すごろく、カード遊び

２人/日高校生
あおぞら

放課後デイサービス

西256



継続受入れ型
【東部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

八頭郡八頭町宮谷１７４－１ ４人/日
９：００～１９：００（要相談）
食事準備等補助、片付け

【持参】弁当、上履き、エプロン

電話　０８５８－７６－７６０１　 ４人/日
９：００～1９：００（要相談）
洗濯、車椅子清掃

土・日曜日 ４人/日
９：００～１９：００（要相談）
話し相手、見守り、洗濯

鳥取市若葉台南４－２－２７ ９：００～１５：００ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５８－３８－６６６６　 利用者話し相手、レクリエーション
補助、周辺業務の手伝い等

【事前連絡】電話

鳥取市白兎８ 日中（1～２H) 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５７－５９－０１１１　 傾聴 【事前連絡】電話の後、施設訪問

鳥取市湖山町西３－１１３－１ 高校生・社会人 ２～３人/日

１４：００～１６：００
　
行事等の準備、当日付添、レクリ
エーション付添

【持参】上履き、水分

電話　０８５７－３２－０１５１ 社会人 １人/日
１４：００～１６：００

車椅子の掃除、鉢物・花壇の管理
【事前連絡】電話

鳥取市青谷町善田２７－１

電話　０８５７－８５－０１１７

八頭郡若桜町若桜１２３８ １０：００～１５：００ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５８－８２－５１５１　 利用者話し相手、施設内環境整備
等

【事前連絡】電話

八頭郡智頭町智頭１８７５ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５８－７５－２７１７　 【事前連絡】電話

鳥取市今市８０ ８：３０～１７：３０ 【持参】弁当

電話　０８５７－８４－３７００ 余暇活動、環境整備活動 【事前連絡】電話

鳥取市国府町稲葉丘３－３０３ ９：００～１６：００ 【持参】弁当、上履き

電話　０８５７－２３－１８３０　 介護補助、コミュニケーション、
レクリエーション補助

【事前連絡】電話

堀　裕美

265 東

わかさ・あすなろ

介護老人福祉施設
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○

261 東

263 東

いこいの杜

特別養護老人ホーム
９月～１２月 応相談 不要 ○ 奥田恵子

　
なりすな

指定介護老人福祉施設

９月～１２月 月～日曜日
（応相談）

高校生・社会人

【持参】上履き、着替え、タオル、
水筒
　
【事前連絡】電話

不要 ○264 東 ３人/日

１４：３０～１６：００
　
ドライブ付添、作品作り、
レクリエーション補助、車椅子清
掃、窓拭き

267 東
ル・サンテリオン鹿野

介護老人保健施設

９月～１２月 土曜日 高校生・社会
人

受入れ期間

260 東

３人/日 不要 ○

日～土曜日

９月～１１月　　月～金曜日　　 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○

すこやか

特別養護老人ホーム
９月～１２月 高校生・社会人

【事前連絡】電話

不要 ○

特別養護老人ホーム若葉台

特別養護老人ホーム

智頭心和苑

介護老人福祉施設

９月～１２月　　月～金曜日　　 高校生・社会人 ２人/日

８：３０～１９：００
(希望時間）
　
利用者見守り、レクリエーション補
助、　環境整備

不要 ○

岡垣一樹

池淵和哉

藤原紀子

266 東 高田昌史之

262 東

白兎あすなろ

特別養護老人ホーム
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○

宮脇政幸

清水由理

268 東

ふたば

介護老人保健施設
９月～１０月 第３・４

水曜日
高校生・社会人 ２人/日 不要 ○ 伊藤智子

上村　恵



継続受入れ型
【東部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者受入れ期間

鳥取市野寺６２－１ ９：００～１６：００
（定休日：日）

【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５７－５１－７８０１　 高齢者の介護等 【事前連絡】電話

鳥取市津ノ井２５６－２
　
９：00～１５：００

電話　０８５７－５１－８９９１ コミュニケーション、周辺業務の補
助

鳥取市滝山３７４番地１ 【持参】上履き

電話　０８５７－２９－６２９２　 【事前連絡】電話

鳥取市服部２０４－１ ９：００～１６：００ 【持参】弁当、上履き

電話　０８５７－５１－７８３３ レクリエーション活動等 【事前連絡】電話の後、施設訪問

鳥取市浜坂２２８－１ ９：３０～１２：３０
【持参】エプロン、三角巾

電話　０８５７－２３－６６１１ 話し相手、軽作業 【事前連絡】電話

鳥取市福部町海士１０１３－１ ９：００～１６：００
【持参】弁当

電話　０８５７－７５－２３３７　 入浴後の髪を乾かす、お茶出し、
話し相手、レク補助

【事前連絡】電話

鳥取市鹿野町今市６５１－１ ９：００～１６：００ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５７－８４－３１１３ 介護補助、話相手、
レクリエーション補助

【事前連絡】電話

鳥取市国府町糸谷１５－１ ８：３０～１７：１５ 【持参】弁当、上履き、着替え

電話　０８５７－２６－５１８０　 利用者との会話、手芸、工作、歌、
ゲーム等一緒に楽しんでもらう

【事前連絡】電話

八頭郡若桜町若桜１２４７－１ ８：３０～１５：４０ 【持参】弁当、上履き

電話　０８５７－８２－０２５４　 介助補助、話し相手、
レクリエーション補助等

【事前連絡】電話

八頭郡八頭町宮谷２５４－１

電話　０８５８－７２－６２１０

八頭郡八頭町船岡殿１５９

電話　０８５８－７３－０６７２　

鎌谷さゆり

278 東

八頭町社会福祉協議会　本所

通所介護
９月～１２月 月～土曜日 高校生・社会人 ２人/日

８：３０～１５：３０

お茶出し、整髪、ゲーム参加、交
流

【持参】弁当、上履き、飲み物、
タオル
　
【事前連絡】電話

279 東

八頭町社会福祉協議会　船岡支所

通所介護
９月～１２月 月～土曜日 高校生・社会人 ２人/日

８：３０～１６：３０

お茶出し、整髪、ドライヤー、着脱
手伝い、話し相手、レクの補助等

【持参】弁当、上履き、着替え、
水筒、タオル
　
【事前連絡】電話

277 東

若桜町社会福祉協議会

通所介護
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○

不要 不要 山根アイ子

三島勝彦

【持参】弁当、上履き
　
【事前連絡】電話

270 東

桜ヶ丘デイサービスセンター

通所介護
１０月～１１月 土曜日 不要 ○高校生・社会人 ２～３人/日

269 東

老人保健施設はまゆう

老人保健施設
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 １人/日 不要

９月～１２月　　月～金曜日　　 高校生・社会
人

○

不要 不要

いなば幸朋苑

通所介護、通所リハビリ
１０月～１１月

月～金曜日
（応相談） 社会人 １人/日 不要 ○273 東

福田康博271 東

鳥取市東デイサービスセンター

通所介護
９月～１２月 日～月曜日 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○

１０：００～１２：００

レクリエーション、清掃等

福本真理

272 東 不要 ○
はまゆうデイサービスセンター

通所介護

１人/日

上野正樹

川口弘美

276 東

国府デイサービスセンター

通所介護
９月～１２月 月～土曜日 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○ 谷口卓延

275

274 東

福部町総合福祉センター

通所介護
９月～１２月 土曜日 高校生・社会人 １人/日 不要 ○

東

鹿野町総合福祉センター

通所介護
９月～１２月 月～金曜日 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○

吉岡・下田

西浦智美

清水由加利



継続受入れ型
【東部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者受入れ期間

鳥取市浜坂２５３－１ １３：００～１６：００ 【持参】上履き

電話　０８５７－２３－６６６２ 話し相手、個別ケア 【事前連絡】電話

鳥取市立川５－２５６－１ 【持参】上履き、着替え
給食1食400円

電話　０８５７－２３－７７２７　 【事前連絡】電話

岩美郡岩美町外邑９１３ 【持参】なし

電話　０８５７－７２－３２２８　 【事前連絡】希望なし

岩美郡岩美町岩井３５７ １１：００～１２：00 【持参】弁当、上履き、

電話　０８５７－７３－５５１１ 歌の会（ピアノや歌唱指導できる
方）

【事前連絡】電話の後、施設訪問

鳥取市吉岡温泉町８９５－１ １０：００～１５：００ 【持参】弁当、上履き

電話　０８５７－５４－５７５５ レクリエーション（体操、歌、ゲー
ム）

【事前連絡】電話

鳥取市吉岡温泉町５２－１ ９：００～１６：００ 【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン、紙マスク、三角巾

電話　０８５７－５７－０１５０ レクの参加、
管内作業（掃除等）の手伝い

【事前連絡】電話の後、施設訪問

鳥取市南吉方２－２８ 【持参】上履き

電話　０８５７－３６－６０２２　 【事前連絡】電話

斉藤修一

○ 竹本和美281 東
グループホームさとこ

認知症対応型共同生活介護

９月～１２月 応相談 社会人 ２人/日

８：３０～１７：３０の間

入居者との会話、コミュニケーショ
ン、レクリエーション参加、散歩、
ドライブ同行

不要

284 東
ケアハウス暖の里新館

軽費老人ホーム

９月～１２月 　　水・金曜日　　 高校生・社会
人

２人/日

282 東
たんぽぽの家

認知症対応型通所介護

９月～１２月 第３土曜日 高校生・社会人 １人/日

283 東
里久の里

軽費老人ホームＡ型

大嶋康裕
１４：００～１６：００
　
レクリエーション補助

１人/日 不要 不要 小谷佐奈恵

286 東
木もれ陽

小規模多機能居宅介護施設

９月～１２月 土・日曜日 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○

グループホームはまさか

認知症対応型共同生活介護

９月～１２月 土曜日 社会人

不要 ○

１４：００～１５：００
　
レクリエーション指導、書道講師

不要 不要

奥谷厚子９月～１２月 土曜日

280 東

前田康成285 東

ケアハウス暖の里

軽費老人ホーム
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ２人/日 不要 ○

藤田　敦

社会人
（音楽講師）

１人/日 不要 ○



継続受入れ型
【東部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市伏野２２５６－１ １０月

電話　０８５７－５９－００５２ １２月

鳥取市白兎１２－１

電話　０８５７－５９－０３６１

鳥取市湖山町西３－１２７ 火曜日
１３：００～１５：００

レクリエーション援助（カラオケ）

電話　０８５７－２８－０８６０　 水曜日
１３：００～１５：００

レクリエーション援助（スポレク）

鳥取市鹿野町今市１０７８ １０月 高校生・社会人
９：００～１６：００
　
かちみ園文化祭

電話　０８５７－８４－２０３３
１３：３０～１５：３０
　
芸術活動

１人/日
１０：００～１２：００
　
歯科通院の付添い

鳥取市湖山町西３－１１３－１

電話　０８５７－２８－４７１７

鳥取市南吉方１－５８

電話　０８５７－２９ー２０３２

鳥取市鹿野町今市１５５０

電話　０８５７－８４－３９５０

鳥取市西品治５９２－１

電話　０８５７－３０ー７９６７

八頭郡八頭町船岡殿１６３

電話　０８５７－３０ー０７９７

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

不要 ○ 麻木和子

288

不要 和田和子

不要 ○ 吉田律子

290 東

鳥取県立鹿野かちみ園

障がい者支援施設
応相談

２人/日
【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

９月～１２月 社会人

295 東

船岡作業所

就労継続支援B型
９月～１２月 月～金曜日 高校生・社会人

東

白兎はまなす園

障がい者支援施設
応相談 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：２０

受託作業（袋詰め、製品並べ）、清
掃、除草作業、菓子包装

２人/日
９：００～１６：００

受託作業手伝い（軽作業、食品加工）

応相談
応相談

軽作業（内職）、箱折り、部品組立他

１０：００～１６：００

余暇活動支援、食事配膳・下膳、
散歩、清掃等

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話

不要 不要 生駒哲一

294 東

ひといろ工房

就労継続支援B型
９月～１２月 月～金曜日 板倉一輝高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００の間

作業支援、補助

【持参】弁当

【事前連絡】電話
不要 ○

293 東

すずかけ

就労継続支援B型
９月～１２月 月～金

（応相談）
高校生・社会人

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

受入れ期間

292 東

えがお株式会社

就労継続支援B型
９月～１２月 杉原未来高校生・社会人

【持参】弁当

【事前連絡】電話
不要 ○月～金曜日 ２人/日

９：００～1６：００

障がいのある方々と一緒に農作業を
していただきます

不要 ○ 福谷和彦

291 東

障害者福祉センター友愛寮

障がい者支援施設
９月～１２月 火～金曜日 高校生・社会人 ２人/日

287
【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 岸本美穂
藤本貴子

289 東

障害者福祉センター厚和寮

障がい者支援施設
９月～１２月 高校生・社会人 ２人/日

【持参】上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○ 藤田英明

東

松の聖母学園

障がい者支援施設
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ４人/日

９：３０～１７：３０の間

日中活動支援、余暇支援等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要



継続受入れ型
【東部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

鳥取市中大路４９－１ 【持参】着替え、エプロン
（給食費１食３００円で対応します）

電話　０８５７－５３－０４１１ 【事前連絡】電話

鳥取市布勢９１－１

電話　０８５７－２８－０４７４　

鳥取市二階町４－２０１ ４人/日
７：００～１９：００(応相談）

保育補助

電話　０８５７－２２－５００４ １人/日
７：００～１９：００(応相談）

清掃作業

鳥取市野坂９２７

電話　０８５７－２２－４９７４

鳥取市吉方温泉１－３２２ 【持参】弁当、着替え、エプロン、
お茶水筒、三角巾、帽子

電話　０８５７－２２－２５５９ 【事前連絡】電話

鳥取市河原町牛戸１３－１ 【持参】上履き、着替え、エプロン

電話　０８５７－８５－２６３３ 【事前連絡】電話

297 東

松保保育園

保育所
９月～１２月 土曜日

菅原美和子

受入れ期間

296 東

よねさと保育園

保育所
９月～１２月 土曜日 高校生 ２人/日

８：３０～１７：１５

保育補助、清掃等
不要 不要

不要 片山咲子

【持参】弁当、着替え、エプロン
　
　
【事前連絡】電話

不要 不要 安部安佐子

高校生・社会人 ３人/日
８：３０～１７：１５(応相談）

保育補助、園内外清掃

【持参】弁当、着替え、エプロン、
手拭きタオル、お茶、帽子

【事前連絡】電話

不要

300 東

わかば保育園

保育所

むつみ保育園

保育所

299 東

豊美保育園

保育所

９月～１２月 応相談 高校生・社会人298 東

９月～１２月 土曜日 高校生・社会人 １人/日

９月～１２月 月～木曜日

不要 山下深良

高校生・社会人 １人/日
１６：１５～１８：１５

時間外保育補助

【持参】上履き、着替え、エプロン、

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 不要 蔦尾奈穂子

９：００～１６：００

保育補助、清掃作業等
不要

福田真弓高校生・社会人 １人/日
９：００～１２：００

保育補助、環境整備
不要 不要301 東

西郷保育園

保育所
９月～１２月 土曜日



継続受入れ型
【中部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市巌城９２０－１ 水曜日

１４：００～１６：００

喫茶交流会の準備、補助、
かたづけ等

電話　０８５８－２３－０３１１　 月曜または
金曜

１４：３０～１５：３０

訓練室にてリハビリ体操の補助、
案内等

東伯郡三朝町横手３９６

電話　０８５８－４３－３３２２

倉吉市関金町関金宿１８９１－１

電話　０８５８－４５－６１１１

倉吉市山根５５－３

電話　０８５８－２６－０１１５

東伯郡北栄町土下１２３－１

電話　０８５８－３６－５２２０　

東伯郡湯梨浜町野花４４３－１

電話　０８５８－３２－２５７０

東伯郡三朝町横手50-4

電話　０８５８－４３－３３８８　

倉吉市伊木２６５－３

電話　０８５８－２７－６０７０

東伯郡三朝町横手３９６

電話　０８５８－４３－３３２２　

倉吉市関金町関金宿１１１５－２

電話　０８５８－４５－３８００

中

三朝町社会福祉協議会
デイサービスセンター

通所介護

９月～１２月 応相談

306 中
ル・サンテリオン北条

介護老人保健施設
９月～１２月 月～金曜 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

話し相手、レクリエーション支援、
食事の配膳・片付け

【持参】弁当

【事前連絡】電話

304 中
ひまわり

介護老人福祉施設
９月～１１月 第３月曜日 高校生・社会人 ２人/日

１４：００～１５：３０

老寿祭の手伝い、話し相手、見守り

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話（14時～）

ル・ソラリオン

介護老人福祉施設
９月～１２月 応相談 高校生・社会人

○ 澤本るり子

白方　彩

【持参】上履き

【事前連絡】電話
不要２人/日

２人/日

９：００～１６：００の希望時間

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

不要

不要

不要

２人/日

不要 ○ 白方　彩

不要 ○

○

２人/日
９：００～１６：００の希望時間

レク活動、掃除、交流

○ 西谷君代

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
道祖尾美香

○

【持参】弁当、上履き、着替え、
お茶水筒

【事前連絡】電話

不要

○ 増田江美

田熊敏江３人/日

９：００～１９：００（応相談）

レクリエーション活動の補助、食事準
備、片付け、環境整備

９：３０～１５：３０
（12/31～1/3・日曜不可）

利用者の話し相手、お茶出し等、
体操・レクリエーション

【持参】弁当、着替え

【事前連絡】電話
○ ○ 川北勝昭

米山・蔵本不要 ○

○ 市村　瞬

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

２人/日

９：００～１６：００の希望時間

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

高校生・社会人

受入れ期間

303 中
三朝温泉　三喜苑

介護老人福祉施設
９月～１２月 月～土曜日 高校生・社会人

三朝温泉　三喜苑

通所介護
９月～１２月 月～土曜日

302 中
巌城はごろも苑

特別養護老人ホーム
９月～１２月 社会人

高校生・社会人310

308

305 中

307 中
ル・サンテリオン東郷

介護老人保健施設
９月～１２月 月～金曜

309 中

三喜苑西郷通所介護事業所

通所介護

９月～１２月 月～金曜日 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００の希望時間

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

中

311 中
倉吉市社会福祉協議会

通所介護
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ２人/日

８：３０～１７：３０

介護の補助、レクリエーション活動の
補助

【持参】弁当

【事前連絡】電話

高校生・社会人



継続受入れ型
【中部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者受入れ期間

倉吉市福吉町１１３３

電話　０８５８－２２－４８７６

東伯郡琴浦町浦安１２３－１

電話　０８５８－５２－３６００　

倉吉市福守町４９１

電話　０８５８－２８－５８０１

東伯郡琴浦町大字徳万７０－１

電話　０８５８－５３－０６９５

東伯郡琴浦町大字逢束１２６

電話　０８５８－５２－１２３１　

倉吉市関金町関金宿１８８６

電話　０８５８－４５－６２２２

倉吉市福守町４０７－１２ 月曜～日曜日
１０：００～１５：００

話し相手、レクリエーション、草取り等

電話　０８５８－２９－５３３８ 金曜日
１４：００～１６：００

話し相手、レクリエーション、草取り等

月曜～日曜日
１７：００～１８：３０

話し相手

東伯郡三朝町山田１０８－５

電話　０８５８－４３－５００７

倉吉市関金町関金宿１４９２－２

電話　０８５８－４５－６１３８

東伯郡琴浦町大字徳万７０－１

電話　０８５８－５３－０６９５

313 中

琴浦町社会福祉協議会
デイサービスセンター

通所介護

９月～１２月 応相談 社会人

314 中
倉吉スターガーデン

通所介護
９月～１１月 応相談

○ 大崎将哉

２人/日
応相談

話し相手、レクリエーション

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

高校生 ３人/日

９：００～１６：１５

見守り、入浴準備、介助、食事準備、
コミュニケーション、レクリエーション
補助

蓑山幸恵
（みのやま）

２人/日

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 ○

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○ 足立　翼

島田千夏

不要 ○ 椿美乃里

不要

高校生・社会人

高校生・社会人

中
グループホーム仁の里

認知症対応型共同生活介護
９月～１２月 応相談 高校生・社会人

不要 ○

○ 松川理恵美１人/日

９：００～１６：００の希望時間

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

２人/日

【持参】弁当、上履き、
着替え（ジャージ上下）

【事前連絡】電話

不要

不要 ○ 徳田智子

不要 不要 稲波宏之

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要

応相談 高校生・社会人

317 中
グループホームひまわり関金

認知症対応型共同生活介護
９月～１１月 応相談

318 中

インターグループホーム

認知症対応型共同生活介護
９月～１２月

312 中
デイサービスあずま園

通所介護

９月～１２月 土曜日

応相談

９：００～１６：００

コミュニケーション、お茶出し、
レクリエーション

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

１人/日
９：００～１６：００

話し相手、軽作業、レクリエーション

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

コミュニケーション、お茶出し、
レクリエーション

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

２人/日

９：３０～１１：００

レク活動補助、交流、散歩等の付添
い

１３：３０～１６：００

レクリエーション・行事への参加、補
助

【持参】上履き
　
【事前連絡】電話

高校生・社会人

315 中

陽だまりの家
デイサービスセンター

通所介護

９月～１２月 応相談

応相談 ○ 椿美乃里

321 中

グループホーム陽だまりの家
とうはく

認知症対応協働生活介護

９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

コミュニケーション、お茶出し、
レクリエーション

【持参】上履き、着替え、エプロン、
昼食代1食300円

【事前連絡】電話

不要 ○ 椿美乃里

316 中

陽だまりの家
ことうらデイサービスセンター

通所介護

９月～１２月

320 中
関金みのりグループホーム

認知症対応型共同生活介護
９月～１２月

319

高校生・社会人



継続受入れ型
【中部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者受入れ期間

東伯郡琴浦町大字逢束１２３－１

電話　０８５８－５２－１２３４　

倉吉市福庭町２－１４５ 土曜日 高校生・社会人
９：００～１０：００

シーツ支援、掃除

電話　０８５８－２６－０８２１
１０：００～１１：００

生花活動

１４：００～１５：００

茶道活動

東伯郡湯梨浜町上浅津７０－１ 第３水曜日

１４：００～１５：３０

レクリエーションクラブ対応
（ゲーム創作活動等）

電話　０８５８－３５－２０１９　 第４水曜日
１４：００～１５：３０

書道クラブ講師（資格なしでも可）

倉吉市上井町１－２－１

電話　０８５８－２６－３９２２

東伯郡三朝町横手３９６

電話　０８５８－４３－３３２２　

東伯郡三朝町大瀬１０１２ 第１・３火曜日 ３人/日

１４：００～１６：００

手芸（縫物）の見守り、補助（糸通し
等）

電話　０８５８－４３－３２１１ 　第２火曜日 ２人/日

９：４５～１０：４５

フラワーアレンジメントの介助、
見守り、準備、片付け

不要 ○応相談

﨑上麻衣子

白方　彩不要 ○

椿美乃里

○不要 本間裕美子

２人/日 不要 ○ 西川葉子

【持参】上履き

【事前連絡】電話

325 中
マグノリア

ショートステイ
９月～１２月 月～金曜日 高校生・社会人

324 中
母来寮

養護老人ホーム
９月～１２月 社会人

２人/日
１６：００～１８：００

コミュニケーション、夕食前の準備

【持参】上履き

【事前連絡】電話

不要 ○

326 中
ケアハウス　三喜苑

ケアハウス
９月～１２月 月～土曜日 高校生・社会人

不要 ○ 徳田恵理子

２人/日

９：００～１６：００の希望時間

利用者との語らい、レクリエーション、
環境整備等

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

327 中
グループホームなの花

グループホーム
９月～１２月 社会人

【持参】

【事前連絡】電話

323 中
シルバー倉吉

養護老人ホーム

９月～１２月 ２人/日

第２月曜日 社会人

【持参】上履き

【事前連絡】電話

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

コミュニケーション、お茶出し、
レクリエーション

【持参】上履き、着替え、エプロン、
昼食代1食300円

【事前連絡】電話

322 中

グループホーム陽だまりの家
ことうら

認知症対応協働生活介護

９月～１２月



継続受入れ型
【中部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市寺谷３３１ 火曜日

電話　０８５８－２２－０２１１ 木曜日

倉吉市みどり町３５７６－１

電話　０８５８－２２－２９７８　

倉吉市山根５５－３９

電話　０８５８－２６－０４８０　

倉吉市清谷町１－２５４－２

電話　０８５８－２６－４２２８

東伯郡琴浦町赤碕１１１３－３

電話　０８５８－５５－１１２４　

倉吉市八屋３０１－１ １３：００～１５：３０
月曜日：スポーツ交流の支援

電話　０８５８－２６－６７３０ 随時：軽作業をしながら生活の見守り
支援

東伯郡三朝町横手50-4

電話　０８５８－４３－３３８８

東伯郡湯梨浜町長和田１８３５－１

電話　０８５８－３２－０７８０

受入れ期間

【持参】上履き（運動靴）、着替え

【事前連絡】電話
不要

高校生・社会人 １人/日

９：３０～１５：００

生産活動、レクリエーション、外出支
援

【持参】上履き
※施設の給食を無料で提供

【事前連絡】電話

不要

応相談 ２～３人/日

高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：００

作業手伝い、昼食、お茶等の準備、
片付け

【持参】弁当又は昼食代200円、
上履き

【事前連絡】電話

高校生・社会人 ２人/日

中

不要

○

８：３０～１７：００の間で
都合の良い時間
（定休日：土・日・祝・12月29日～31
日）

レクリエーション補助、見守り、
食事準備、片付け等、調理実習他、
各行事等

【持参】着替え、弁当

【事前連絡】電話
○９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ３人/日

高校生・社会人 １人/日
９：３０～１６：００

利用者の作業補助、話し相手など

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

９：００～１６：００

レクリエーション補助（音楽クラブ
等）、　　行事活動の補助、シーツ交
換の補助

【持参】弁当、上履き、着替え、服装
は学校指定以外のもの、長ズボン

【事前連絡】電話

333 中

はあとぴあ創造

就労継続支援Ｂ型
随時 社会人

328 中

トーゲン倉吉

障害者支援施設
９月～１２月 山田知親

武部恵子

不要 ○

不要 不要 松井徳之

竹森民枝

馬野和志不要 不要

334

三朝町社会福祉協議会
知的障害者デイサービスセンター

知的障害者デイサービス

不要

礒邊拓也

不要 田中千江美社会人 ４人/日
１０：００～１５：００

生活の支援、レクリエーション

【持参】上履き

【事前連絡】電話
不要329 中

若竹の家

障害者支援施設

９月～１２月 応相談

332 中

琴浦ふれあい事業所

就労継続支援B型
９月～１２月 水～金曜日

330 中
敬仁会館

障害者支援施設

９月～１２月 水曜日

331 中

ライトピア

就労継続支援Ｂ型
９月～１２月 月～金曜

335 中

ゆりはま大平園

救護施設
９月～１２月 毎週木曜日 ○ 近衛社会人 ２人/日

１０：００～１１：３０

寝具交換、クラブ活動補助、
環境整備等

【持参】上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要



継続受入れ型
【中部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

倉吉市上井７８１－１

電話　０８５８－２６－３４３６

倉吉市みどり町３２４９ 第１・３土曜日

電話　０８５８－２２－２６３９ 第３土曜日

第１土曜日

倉吉市上井５５０－３

電話　０８５８－２６－４３２６　

倉吉市和田東町向山９１７

電話　０８５８－２３－０８３６

338 中
倉明園

母子生活支援施設

９月～１２月 土曜日

337 中

因伯子供学園

児童養護施設
９月～１２月

受入れ期間

336 中
倉吉東こども園

保育所等

９月～１２月 土曜日

【持参】弁当、上履き、着替え、エプ
ロン、　　　　（希望の方は1食280円）

【事前連絡】電話

不要

○ 岸田千佳

１３：００～１８：００
学童保育

【持参】上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○ 中田陽子

○ 足達佐恵子

１０：００～１２：００または
１３：００～１６：００

保育補助

【持参】上履き

【事前連絡】電話
不要

高校生・社会人 ２人/日

高校生・社会人 ３人/日

９：００～１６：３０

子どもと一緒に遊ぶ（保育教諭の補
助、そうじ、教材作りなど）

高校生・社会人 ２人/日

339 中
向山保育園

保育所

９月～１２月 土曜日 不要 村田光大高校生 ４人/日
９：００～１６：００

保育業務の手伝い

【持参】着替え、白ごはん

【事前連絡】電話
不要



継続受入れ型
【西部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

西伯郡大山町西坪５２０－１ 土・日曜日
９：００～１８：００

介護補助

電話　０８５９－５４－６５００ 日～土曜日
１７：００～１９：００

食事の配前、後片付け等

米子市錦海３－５－１５

電話　０８５９－２３－６８００　

西伯郡日吉津村日吉津９７３－９

電話　０８５９－２７－５３５１　

西伯郡大山町田中１３８３ 月曜日

電話　０８５８－５８－６１６１ 土曜日

米子市新開４－１１－１３

電話　０８５９－３１－１０００

米子市彦名町１２５０

電話　０８５９－２４－１５０３

米子市米原９－３－１０

電話　０８５９－２３－５６５６

日野郡江府町久連７

電話　０８５９－７２－３２１０

米子市米原６－９－２３

電話　０８５９－３７－５２２０

西伯郡伯耆町大殿１０３２

電話　０８５９－６８－３７０６

江原由紀340 西

ル・ソラリオン名和

特別養護老人ホーム、デイサービ
ス

９月～１２月 高校生・社会人 ３人/日
【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 ○

344 西

やわらぎ

介護老人保健施設
９月～１２月 土曜日 高校生・社会人 ４人/日

９：３０～１５：３０

話し相手、レクリエーション補助、食事
の配膳・片付け

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○ 篠原弘美

349 西

若槻

343 西

はまなす

介護老人保健施設
９月～１２月 高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

音楽療法、会話、手作業

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

アルクつつじ

通所介護

９月～１２月 応相談 高校生・社会人 １人/日

９：００～１５：３０

レクリエーショ参加、
コミュニケーション

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン（食事は施設でも注文可）
　
【事前連絡】電話

不要 ○

島田麻衣

不要 ○ 東田悦子

342 西
日吉津村デイサービスセンター

老人福祉施設

９月～１２月 月～土曜日 高校生・社会人 ２人/日
１０：００～１２：００

利用者の話し相手、ドライヤーあて

【持参】上履き
　
【事前連絡】電話

受入れ期間

346 西

医療法人社団　悠々

通所介護

９月～１２月 月～土曜日 

347 西
江美の郷

通所介護

９月～１２月 応相談

348 西

【持参】弁当、上履き（スリッパ）

【事前連絡】電話
不要 不要 矢崎誠一

２人/日

８：２０～１５：３０

利用者とのコミュニケーション、入浴
後の整容、レクリエーション、活動の
補助

【持参】上履き、弁当、着替え

【事前連絡】電話
不要 ○ 石原寛哲

伯耆町社会福祉協議会
岸本通所介護事業所

通所介護

９月～１２月 月～土曜日 高校生・社会人

不要 不要 豊田慶子

345 西

あわしま

介護老人保健施設
９月～１２月 応相談

【持参】弁当、着替え

【事前連絡】電話の後、施設訪問
不要 ○ 林田徹高校生・社会人 １人/日

９：００～１７：３０

食事、レクリエーション等のお手伝い

341 西
きんかい幸朋苑

特別養護老人ホーム

９月～１２月 月～日曜日 高校生・社会人 ２～３人/日

９：００～１６：００
　
食事、おやつの手伝い、
コミュニケーション、環境整備

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：３０

通所者の方との交流、
作業、散歩などの付添

不要 ○ 佐々木美絵

高校生・社会人 応相談
１３：３０～１５：００

楽器の演奏、音楽

【持参】上履き
　
【事前連絡】電話

不要 ○



継続受入れ型
【西部地区】　（高齢者）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者受入れ期間

西伯郡大山町唐王２０８
１４：００～１６：００

レク活動指導支援

電話　０８５９－３９－５５５５

９：３０～１１：３０

手芸（簡単な作業を計画、支援）、
水彩の指導可能な方

米子市米原６－９－２３

電話　０８５９－３７－５２２０

西伯郡大山町安原１１１９

電話　０８５９－５３－３００１　

西伯郡大山町塩津７６３－２

電話　０８５８－５８－３００４

米子市新開１－５－１５

電話　０８５９－３３－９３１０

米子市皆生温泉４－１７－２ 月１回月曜日 社会人 １人/日

１０：３０～１１：３０

手芸の会での作品作りの補助・内容
の提案等導

電話　０８５９－３４－５７３１　 月２回不定期 高校生・社会人 １人/日

１４：３０～１５：３０

職員主導での介護予防のためのレク
リエーションの補助、内容の提案。

西伯郡大山町大塚７１７

電話　０８５９－５４－２４３８

境港市外江町１８１４－１

電話　０８５９－４４－０４１９

米子市淀江町佐陀２０８７ 日曜日

電話　０８５９－５６－５５００ 土曜日

米子市久米町２００

電話　０８５９－３１－８８１０

356 西

軽費老人ホーム玉真園

軽費老人ホームA型
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 １人/日

応相談

ゲーム、レクリエーション補助、
話し相手

【持参】上履き、着替え（ジャージ上
下）

【事前連絡】電話

不要 ○ 山田明美

不要 ○ 若槻351 西
グループホームつつじ

認知症対応型共同生活介護

９月～１２月 応相談 高校生・社会人 １人/日

９：００～１５：３０

レクリエーショ参加、
コミュニケーション

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン（食事は施設でも注文可）
　
【事前連絡】電話

359 西

ケアホームはあとピア

グループホーム、ショートステイ、
デイサービス、小規模多機能

９月～１２月 月～金曜日 

355 西

軽費老人ホーム福原荘

軽費老人ホームA型
９月～１２月

354 西

鳥取県立皆生尚寿苑

養護老人ホーム
９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ３人/日

９：３０～１６：００

入居者とのコミュニケーション、高齢
者支援（掃除・シーツ交換）、草取り

○ 板井千恵

不要 不要

５人/日

９：００～１５：００

話し相手、レクの活動手伝い、
身辺の世話

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話
不要 ○ 三好

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話

不要

高校生・社会人

２人/日
１０：００～１６：００

配膳、体操、レクリエーション、会話他

【持参】弁当、上履き、着替え、
エプロン

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要 ○ 賀本正貴

三島直子

不要 ○ 角田麻美
【持参】上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問

352 西

　
グループホームばんだの里

認知症対応型生活介護
９月～１２月 第２・４土曜日 高校生・社会人 ２人/日

１０：００～１６：００

話し相手、レクリエーションの手伝い、
介護体験

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

358 西

如月

デイサービスセンター併設有料老
人ホーム

９月～１２月 高校生・社会人

森田信行

不要 ○ 椿美乃里

不要 ○ 坂田由美子

357 西
とのえの家

地域密着型通所介護

９月～１２月 高校生・社会人

１４：００～１６：００

レクリエーション、おやつ準備、片付
け

【持参】

【事前連絡】電話
不要 ○第２・４土曜日 ２人/日

353 西

グループホーム陽だまりの家
なかやま

認知症対応型共同生活介護

９月～１２月 応相談 高校生・社会人 ２人/日
９：００～１６：００

コミュニケーション、レクリエーション

【持参】上履き、着替え、エプロン
昼食代300円
　
【事前連絡】電話

350 西
大山やすらぎの里

通所介護

９月～１２月 月～金曜日 高校生・社会人 １人/日
【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話



継続受入れ型
【西部地区】　（障がい者・児）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容

持参品・事前連絡等

細菌検査 名札 担当者

境港市渡町３３０６

電話　０８５９－４５－５４００

米子市彦名町２８５０－１

電話　０８５９－２４－２０５３

米子市上後藤８－９－２３

電話　０８５９－４８－０４８３

西伯郡大山町小竹１２９７－１９

電話　０８５９－５４－２７６５

米子市中島２－１－３３

電話　０８５９－２３－０８２５　

米子市上福原７－１３－３

電話　０８５９－３８－２１５５ 　

米子市米原１４６０－７ １０月

電話　０８５９－３６－２００５　 １１月

１２月

米子市夜見町８００１－１

電話　０８５９－３０－０５５０

米子市茶町２３－１

電話　０８５９－３２－００３３

米子市富益町４７２２

電話　０８５９－２８－９１７４

不要 ○ 北村康弘369 西

もみの木作業所

就労継続支援Ｂ型事業所
９月～１２月 木曜日 高校生・社会人 ２人/日

９：３０～１５：３０

利用者の日中活動、作業支援補助

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

持田綾子

９：００～１５：００

受託作業

【持参】弁当、上履き、エプロン

【事前連絡】電話
366 西

エポック翼

障がい福祉サービス

土曜日 高校生・社会人

９月～１２月 応相談

365 西

２人/日

高校生・社会人 １～２人/日

２人/日

鳥取県立総合療育センター

医療型障がい児入所施設
９月～１２月 応相談

おおぞら

地域活動支援センター
９月～１１月 火・木曜日 社会人

１８：３０～２０：００
　
余暇支援（読み聞かせ、遊び等）

不要 ○

【持参】弁当、上履き

【事前連絡】電話

高校生・社会人 ３人/日
９：００～１６：００

日中活動、食事、水分補給介助

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

１０：００～１５：００
　
アクアスロン大会準備、チラシ作り、
ＰＲ紙配布等

【持参】（給食は弁当注文可１食460
円）

【事前連絡】電話の後、施設訪問

不要

不要

９：００～１６：００
　
農作業、自動車部品組立他

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 ○

受入れ期間

高校生・社会人 ３人/日

１０：００～１６：００

散歩等外出支援、食事支援、
軽作業、創作活動支援

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

【持参】弁当、上履き、着替え

【事前連絡】電話

９月～１２月 月～土曜日

高校生・社会人 ２人/日
９：００～１６：００

土曜日の活動全般

社会人 ２人/日

高校生・社会人 ２人/日

９：００～１６：００

パン成形、カフェ厨房・ホール、
清掃等

【持参】上履き

【事前連絡】電話の後、施設訪問

367 西

支援センターのぞみ

生活介護
９月～１２月 応相談

不要 ○ 中原雄次

９月～１１月 第１・３土曜日 不要 ○ 千埼　裕

内田清光

不要 ○ 廣江

不要 ○

○ 藤井　恵

○ 植村ゆかり

岩本　隆

西
光洋の里

障がい者支援施設

９月～１２月 応相談

364

吾亦紅

障がい者支援施設

361 西

西

360

362 西
あんず・あぷりこ

就労継続支援Ｂ型

363 西

小竹の郷

多機能型事業所（Ｂ型・生活介護）

○ 松本久美子高校生・社会人 １人/日
９：３０～１２：００

利用者の日中活動、作業支援補助

【持参】上履き

【事前連絡】電話
不要368 西

ほっと茶町

就労継続支援Ｂ型事業所
９月～１２月 水曜日



継続受入れ型
【西部地区】　（児童）

番号 地区 施設名 所在地 対象 人数 時間帯・定休日・内容 持参品・事前連絡等 細菌検査 名札 担当者

境港市明治町１７５ 月～金曜日 ５人/日
１５：００～１８：３０

保育補助、環境整備（掃除、雑務等）

電話　０８５９－４２－２８３９ 土曜日 ３人/日
８：００～１８：３０

保育補助、環境整備（掃除、雑務等）

境港市幸神町１６９５

電話　０８５９－４５－０８５４

米子市兼久６０６－３

電話　０８５９－２６－２６９２　

米子市榎原１８８９－６

電話　０８５９－３９－７１００　

米子市泉７０６ ９月～１２月 水・木曜日
１４：００～１７：００
作業（草刈等）、スポーツ指導（バ
レー、野球、サッカー等）

電話　０８５９－２７－１１０１ １２月 12月の最終週 もちつき

不要 長谷川亨子高校生・社会人 ３人/日
９：００～１６：００

保育の手伝い

【持参】弁当、帽子

【事前連絡】電話
不要373 西

認定こども園ベアーズ

認定こども園

９月～１２月 土曜日

不要 ○ 遠藤美和

372 西
認定こども園キッズタウンさくら

認定こども園

９月～１２月 土曜日 高校生・社会人 ２人/日
９：００～１６：００

３・４・５歳児合同保育補助

【持参】上履き、着替え

【事前連絡】電話
不要 不要 田村美保

371

受入れ期間

石本優里374 西

喜多原学園

児童自立支援施設
社会人

【持参】上履き、着替え、エプロン
（もちつき）

【事前連絡】電話の後、施設訪問

○ 不要４人/日

370 西

美哉幼稚園

保育所等
９月～１２月 高校生・社会人

【持参】上履き、着替え、エプロン

【事前連絡】電話

西

つばさ保育園

保育所
９月～１２月 高校生・社会人

【持参】着替え、エプロン

【事前連絡】電話
不要 不要 武良淳子応相談 ２人/日

夕方も可

保育の手伝（お世話、掃除等）


