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【特別養護老人ホーム】

巌城はごろも苑 巌城920-1 苑長 塩 俊 英 23-0311 23-0356 ･･･４

ル・ソラリオン 山根55-3 施設長 増 田 賢 二 26-0115 26-0115 ･･･５

倉吉スターロイヤル 福守町433 施設長 小 谷 昭 則 28-6318 28-6348 ･･･６

【養護老人ホーム】

シルバー倉吉 福庭町２丁目145 施設長 増 尾 孝 康 26-0821 26-0822 ･･･７

【軽費老人ホーム】

ラポム苑 上灘町12 苑長 塩 清 高 23-4918 23-4922 ･･･８

倉吉スターガーデン ケアハウス・デイサービス 福守町491 施設長 石 賀 康 丈 28-5801 28-3173 ･･･９

ケアハウス　ル・サンテリオン 山根55-233 施設長 矢 間 や す み 26-3563 26-3005 ･･･１０

ケアハウスひまわり昭和町 東昭和町165 施設長 栗 坂 和 宏 47-0066 47-0003 ･･･１１

ケアハウスうつぶき 上井300 施設長 垣 田 堅 一 26-6388 47-4766 ･･･１２

関金インターケアハウス 関金町関金宿1429－14 施設長 西 村 允 也 45-6018 45-6058 ･･･１３

【母子生活支援施設】

倉明園 上井550-3 施設長 山 根 孝 26-4326 26-9806 ･･･１４

ブルーインター 福守町407-14 施設長 伊 藤 幸 恵 48-2138 48-2128 ･･･１５

【福祉型障害児入所施設】

鳥取県立皆成学園 みどり町3564-1 園長 岸 根 弘 幸 22-7188 22-7189 ･･･１６

【高齢者生活福祉センター】

倉吉市高齢者生活福祉センター 関金町関金宿1115-2 支所長 日 野 敦 子 45-3800 45-2533 ･･･１７

【児童養護施設】

因伯子供学園 みどり町3249 園長 石 亀 政 道 22-2639 47-0234 ･･･１８

【医療型児童発達支援センター】

鳥取県立中部療育園 南昭和町15 園長 杉浦 千登勢 22-7191 22-7192 ･･･１９
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【障害者支援施設】

サンジュエリー 福守町452 施設長 木 天 隆 治 29-5778 29-5738 ･･･２０

トーゲン倉吉 寺谷331 施設長 那 須 寿 男 22-0211 22-0212 ･･･２１

みのりサングリーン 和田東町914-58 施設長 田 中 幸 子 22-1068 22-1077 ･･･２２

希望の家 みどり町3576-1 所長 浪 花 良 明 22-2978 47-6738 ･･･２３

若竹の家 みどり町3576-1 所長 浪 花 良 明 22-2978 47-6738 ･･･２３

敬仁会館 山根55-39 施設長 岡本 登志夫 26-0480 26-0483 ･･･２４

ヴェルヴェチア 大宮451-1 施設長 松 下 昇 28-6781 28-6775 ･･･２５

【就労継続支援Ｂ型事業所】

ライトピア 清谷町1丁目254-2 代表 松 井 徳 之 26-4228 27-0775 ･･･２６

はーとぴあ創造 八屋301-1 所長 竹 森 民 枝 26-6730 26-6730 ･･･２７

ワークサポートあしたば 山根55 施設長 岡本 登志夫 26-0577 26-3948 ･･･２４

向山ブルースカイ 和田東町向山914-58の2 施設長 西 坂 孝 22-8778 22-8776 ･･･２８

【作業所】

さくら共同作業所 上井783-3 代表 森本 みどり 26-5203 26-5203 ･･･２９

【宿泊型自立訓練事業所】

宿泊型自立訓練事業所あずさ 山根43 施設長 早 田 博 之 26-4520 26-4528 ･･･３０

【多機能型事業所】

ボン・シャンス 福庭１丁目365-2 施設長 八 渡 和 仁 26-7530 26-6102 ･･･３１

もなみ 堺町2丁目239-38 施設長 八 渡 和 仁 24-5527 24-5528 ･･･３２

共生ホームこころ 堺町2丁目239-87 施設長 石 丸 佳 典 27-2777 27-2778 ･･･３３
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【公立保育園】

倉吉市立倉吉西保育園 余戸谷町2970-1 園長 重道 加代子 22-2687 22-2687 ･･･３４

倉吉市立西郷保育園 下余戸129-1 園長 森 真 希 子 26-2646 26-2646 ･･･３５

倉吉市立上井保育園 福庭町2丁目152 園長 吉 岡 麻 弓 26-0868 27-6655 ･･･３６

倉吉市立社保育園 国分寺342-11 園長 泉 孝 子 28-1755 28-1755 ･･･３７

倉吉市立北谷保育園 沢谷289-1 園長 青 木 和 佳 28-1416 28-1416 ･･･３８

倉吉市立上小鴨保育園 鴨河内731-1 園長 寺谷 志津枝 28-0306 28-0306 ･･･３９

倉吉市立灘手保育園 尾原500-15 園長 米田 美奈子 22-5405 22-5405 ･･･４０

倉吉市立小鴨保育園 中河原551-1 園長 石 賀 公 子 28-2836 28-2836 ･･･４１

倉吉市立高城保育園 上福田1104 園長 岩 田 育 子 28-2202 28-2202 ･･･４２

倉吉市立関金保育園 関金町関金宿2830-2 園長 亀 本 恵 美 45-2853 45-2853 ･･･４３

【私立保育園】

向山保育園 和田東町向山917 園長 倉光 智奈津 23-0836 23-0839 ･･･４４

どんぐり保育園 上灘町41-1 園長 興 治 麗 22-0252 22-0263 ･･･４５

ひかり保育園 上井町1-104 園長 村 島 満 26-1389 26-1389 ･･･４６

倉吉愛児園 東町342 園長 坂 田 紘 理 22-3072 22-3073 ･･･４７

めぐみ保育園 仲ノ町742-2 園長 柴 田 彰 22-3488 48-0230 ･･･４８

上北条保育園 新田360-1 園長 澤 修 恵 26-0066 26-0066 ･･･４９

西倉吉保育園 西倉吉町2-23 園長 村田 奈津子 28-2228 28-5876 ･･･５０

うつぶき保育園 東昭和町177-1 園長 福 井 典 子 22-2933 22-2956 ･･･５１

あゆみ保育園 海田西町2丁目251 園長 村 岡 亜 樹 26-0638 26-0699 ･･･５２

みのり保育園 西福守町595 園長 清凉 亜紀子 28-0018 28-0036 ･･･５３

倉吉東こども園 上井781-1 園長 大 橋 和 久 26-3436 26-9563 ･･･５４

ひまわり保育園 みどり町3180-1 園長 羽根田 直美 23-0999 23-0999 ･･･５５

ババール園 山根425-3 園長 瀬尾 津喜恵 26-0211 26-0212 ･･･５６
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平成 30 年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 特別養護老人ホーム  2.施設名 巌城はごろも苑 

 3.設置主体 社会福祉法人鳥取県厚生事業団  4.経営主体 社会福祉法人鳥取県厚生事業団 

 5.所在地: 〒682-0801  

      倉吉市巌城 920-1  

6.TEL 23－0311 ホームページアドレス http://www.tottori-kousei.jp 

FAX  23―0356  E-mail  iwaki20＠apionet.or.jp             

 7.施設長名 (職名)苑 長 （氏名） 塩 俊英  8.設立年月日 昭和５０年４月１日 

 9.職員数    ９８名  10.施設定員 入所 150 名・ｼｮｰﾄ 10 名  11.入所現員 135 名 

12.職員構成 施設長、事務員、生活相談員、介護員、看護師、理学療法士・作業療法士、管理栄養士、調理士、嘱託医師 他  

13.施設のあゆみ 昭和 50 年 4 月 1 日、鳥取県立中部特別養護老人ホームとして事業開始。 

平成 2 年 4 月 1 日、 県立社会福祉施設の名称変更に伴い、鳥取県立巌城はごろも苑に改称。 

平成 17 年 4 月 1 日、民営化により巌城はごろも苑となる。 

平成 24 年 4 月 1 日、居宅介護支援事業所開設（併設） 

平成 29 年 3 月 31 日、居宅介護支援事業所廃止 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

老人福祉法(介護保険法)に基づき、概ね 65 歳以上の方で、身体上又は精神上著しい障害がある

ため、常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な方への介護サービスの提

供 

15.支援方針 利用者の人格と人権を尊重し、心身の健康保持と利用者自らが生きがいを持ち、安らぎと喜

びのある充実した生活が送れるよう、明るく清潔で温かい雰囲気の環境づくりと利用者主体の

介護サービスに努めます。 

地域の一住民としての視点で、地域外出を促進します。 

「しあわせの笑顔をあなたに～まごころの介護～」を理念にまごころの施設づくりを目指しま

す。 

16.主な行事 

 （実施日） 

観桜会(4 月)、ツツジ見物(5 月)、あやめ見物(6 月)、ちまき作り(6 月) 、ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ(8 月)､敬老

祝賀会(9 月)、もみじ狩り(10 月)、秋祭り・文化祭(11 月)、忘年会・クリスマス会・餅つき(12

月)、新春お茶会・福引き (1 月)、買物外出(随時)、その他季節行事(七夕、月見、盆、彼岸法要、

節分、ひなまつりほか) 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

1.ボランティアの受入れ・依頼(行事、クラブ活動指導、生活支援、話し相手、読み語り、環境

整備ほか) 

2.幼児・青少年との交流(保育園児・小学生の来訪交流、中高校生のボランティア体験受入れ) 

3.介護実習等の受入れ、講師派遣(県内・外の福祉、医療系大学、短大、専門学校、企業、団体

等のヘルパー養成機関) 

4 隣接地域との防災協力・行事参加・近隣地域の高齢者との交流 

5.県社協、倉吉市社協等との連携、グループホーム利用者との交流ほか 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

外出・移動介助(散歩・車イス)

話し相手・朗読(小ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動)

喫茶ｺｰﾅｰの運営・諸行事の介

助手伝い・演芸・環境整備 

（除草、窓拭き、清掃、ｶﾞｰﾃﾞ

ﾆﾝｸﾞ）衣類補修・生け花ｸﾗﾌﾞ 

ほか 

 

 

(２)活動場所 

苑内・苑外 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

年間を通して AM９：００

～PM４：００ 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 介護老人福祉施設  2.施設名 ル・ソラリオン 

 3.設置主体 社会福祉法人 敬仁会  4.経営主体 社会福祉法人 敬仁会 

 5.所在地: 〒682-0023 

     倉吉市山根 55-3 

6.TEL 26-0115      ホームページアドレス：https://www.med-wel.jp/ 

FAX  26-0115          E-mai:sora@med-wel.jp   

 7.施設長名 施設長 増田 賢二  8.設立年月日 昭和 58 年 4 月 1 日 

 9.職員数 112 名  10.施設定員 145 名  11.入所現員 135 名 

12.職員構成 
施設長・介護課長・看護係長・介護係長・介護支援専門員・相談員・介護士・看護師・管理

栄養士・調理員・事務員・宿直専門員 

13.施設のあゆみ ①昭和 58 年 4 月、鳥取県内で初の民間特養として開設。(入所定員 100 人・ｼｮｰﾄｽﾃｲ 4 床) 

②昭和 63 年 12 月、デイサービスセンター(B 型)を併設。 

③平成 3 年 4 月、認知症専用棟増築。(入所定員 135 名・ｼｮｰﾄｽﾃｲ 10 床) 

④平成 7 年 4 月、デイサービスセンターA 型に移行。(訪問入浴・配食サービス開始) 

⑤平成 16 年 2 月、デイサービス事業を地域福祉ケアセンター「マグノリア」に移行。 

⑥平成 21 年 1 月、多床室棟の一部を個室ユニットに改修。(定員:多床室 85 名、個室 60 名) 

⑦平成 27 年 10 月、ユニット改修（定員：多床室 28 名、個室 17 名、ユニット型個室 100 名） 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

要介護の高齢者に対して、生活の場として施設の機能と空間を提供している。 

 入所者の重度化・重症化が進み、また認知症高齢者も 8 割を超える現状の中で、入所者個々

の心身の状態を把握し適切な個別ケアを目指している。介護面では、食事・入浴・排泄等の介

助とリハビリによる機能維持を図る。生活面では、四季折々の行事・クラブ活動等の実施、ま

た精神面では家族の施設活動への参加をお願いするとともに、地域との交流を積極的に行い、

ボランティアの導入や社会参加への環境を設定している。 

15.支援方針 施設理念 

（１）ご利用者の暮らしを保障します。 

（２）健全な施設運営、公益的な地域貢献を行います。 

施設方針・テーマ 

  「信頼されるサービスを提供します。」 

重点目標 

・ご利用者の「生きがい」への支援。 

 ・口腔ケアのレベルアップを行い肺炎、誤嚥性肺炎の入院者の削減に繋げる。 

  ・地域に出向き「ル・ソラリオンの持てる機能」を還元する。 

16.主な行事 

 （実施日） 

・花祭り（5/16）・ふれあいはあとまつり（6/2）・夏祭り（8 月）・敬老会（9 月） 

・もちつき大会（12 月）・初釜（1 月）・節分（2 月）・ひなまつり（3 月） 

 

※全体行事と各フロアでの行事が含まれています。 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

ボランティア体験事業等を積極的に受け入れている。 

 また、地域交流の主なものとして、「たいようの会」では、保育園との 2 ヶ月に 1 回の交流

を行っている他、地元の行事、祭り等へ参加参加し、地域の方に福祉の仕事、施設をより理解

いただくとともに、入所者･利用者へのサービス向上を図る事を目的に取り組みを行っている。

地域の方に参加していただける「家族介護者教室」も継続して実施している。 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

①演芸ボランティア 

②フラワーアレンジメント等 

 ボランティア 

③小学生・中学生・高校生ボ

ランティア 

④その他各種ボランティア 

(２)活動場所 

①ユニット棟３階会議室他 

②ソラリオン各フロア 

③④施設内各所 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

①随時 

②フラワーアレンジメント 

     …隔週木曜日午後 

 歌の集い…毎月第 1 水曜 

 傾聴  …毎週火曜日 

 たいようの会…年 5 回（第 3

水曜）         

③④随時 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

1.施設区分 特別養護老人ホーム 2.施設名 倉吉スターロイヤル 

3.設置主体 社会福祉法人 みのり福祉会 4.経営主体 社会福祉法人 みのり福祉会 

5.所在地：〒682－0922 

 倉吉市福守町４３３ 

6.TEL 0858-28-6318  HP http://minorifukusikai.com 

 FAX 0858-28-6348  E-mail star-royal@minorifukusikai.com 

7.施設長名 施設長 小谷 昭則 8.設立年月日 平成 10年 8月 1日 

9.職員数 ７３名 10.施設定員 ９９名 11.入所現員 ５９名 

12.職員構成 施設長、生活相談員、事務員、看護職員、介護支援専門員、介護職員、管理栄養士、栄養士、調理員 他 

13.施設のあゆみ 平成 10年 8月特別養護老人ホーム倉吉スターロイヤル事業開始（６０床うち短期入所 10床） 

平成 15年 11月小規模生活単位型を 9床増床（平成 17年 10月ユニット型サービスへ変更） 

平成 21年 2月併設型短期入所生活介護事業増床(３０床) 

平成 26年 4月ユニット型サービス 9床を従来型個室サービスへ変更 

14.施設の内容 

 (利用対象者) 

入所（59名）：原則、『要介護３』『要介護４』『要介護５』の方が対象となります。 

『要介護１』『要介護２』の方は要件を満たせば対象となります。（特例入所） 

短期入所（40名）：『要支援』『要介護』の方が対象となります。 

内容：身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とされる方で、居宅において 

適切な介護が困難な高齢者の方を受入れ、日常生活上必要なサービス（食事・排泄・ 

入浴・機能訓練・健康管理・相談及び援助 etc）を提供する施設です。 

15.支援方針 基本方針 

わたしたちは、地域に愛されご家族様との信頼関係を築き、利用者の皆様の人権を尊重し、

まごころに満ちた『安心 安全 快適』な生活が送れる施設づくりを目指します。 

社会福祉の基本理念に立脚した良質かつ適切な福祉サービスの提供を実現し、地域社会に

『信頼』される施設づくりを目指します。 

16.主な行事 ・スペシャルデイ：ご利用者様一人ひとりに対し、自宅外出や外食等、本人の希望に沿った行事を実施。 

・いきいき菜園活動：車椅子の方でも活動できる菜園を屋外に整備しており、ご利用者様家族と一緒に 

          年間を通して野菜を栽培し、夏野菜収穫後には収穫祭を実施。 

・クラブ活動：クッキング・交流・カルチャー・生け花・音楽療法 

・行事：花見（4月）お茶会（5月）花回廊（6月）夏祭り（7月）福祉の里祭り（8月）敬老会（9月） 

    運動会（10月）文化祭（11月）忘年会（12月）初釜（1月）節分（2月）ひな祭り（3月） 

・季節に合わせた外出行事（毎月） 

17.地域、他施設と

の交流・連携状況 

・法人主催の福祉の里夏祭りや文化祭に参加し、地域・他施設との交流を図っている。 

・近隣の保育園と交流 ・法人内の部会（高齢者福祉専門部会） 

・専門職を地域サロンへ派遣  ・近隣地域の行事に参加 ・ボランティアの受け入れ 

18.ボランティア

の受入内容 

(予定・希望を含む) 

（１）活動内容 

①生け花、お茶、創作活動の講師 

②演芸ボランティア 

③環境整備 

④話し相手 等 

（２）活動場所 

施設内外 

（３）活動期間・時間 

随時 

①②午後２時～午後３時 

③④午前９時～午後４時 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

１.施設区分 養護老人ホーム  2.施設名 シルバー倉吉 

 3.設置主体 社会福祉法人 敬仁会  4.経営主体 社会福祉法人 敬仁会 

 5.所在地      

  

〒682-0018            

倉吉市福庭町 2丁目 145番地 

6.連絡先 

 

TEL 26－０８２１  ホームページアドレス httpｓ://www.med-wel.jp 

Ｆａｘ 26－０８２２   E-mail  ｓｉｌｖｅｒ＠ｍｅｄ－ｗｅｌ．ｊｐ 

 7.施設長名 (職名) 施設長 （氏名）増尾 孝康 8.設立年月日 昭和２３年１１月１日 

 9.職員数  ２８名  10.施設定員 入所 ５０名 、ｼｮｰﾄｽﾃｲ ６名 11.入所現員 ５０名 

12.職員構成 施設長１名、生活相談員１名、事務員１名、介護支援専門員１名、介護職員１１名、サービス提供責任者１名、 

看護職員１名、栄養士１名、調理員５名、宿日直専門員５名                

13.施設の 

あゆみ 

･昭和 23 年 3 月 4日 養老院として厚生大臣の認可 

･昭和 23 年 11 月 1 日 倉吉町立養老院として開設(定員 26 名) 

･昭和 34 年 8 月 26 日 葵町から余戸谷町へ移転開設(定員 30 名) 

･昭和 39 年 4 月 1日 倉吉市立養護老人ホーム八幡寮と改称(定員 50名) 

･昭和 63 年 5 月 17 日 みどり町から清谷町へ移転改築し、シルバー倉吉となる 

･平成 10 年 7 月 1日 社会福祉法人敬仁会へ管理運営を委託 

・平成 18年 4 月 4 日 倉吉市より敬仁会へ譲渡 

・平成 18年 10 月 1 日 介護保険事業者指定/特定施設入居者生活介護・訪問介護 

・平成 25年 5 月 27 日 喀痰吸引等事業者登録 

14. 施設の内容 

（利用対象者） 

建物 1,500 ㎡（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建） 敷地 4,258㎡  居室 28室（2 人部屋） 

（65 歳以上の高齢者が対象） 

15.支援方針 施設理念 ： お一人おひとりを大切にした、その人らしい生活を支援します。 

運営方針 ： ①利用者の願いを尊重し、尊厳ある暮らしを提供します。②地域と協力・連携を図り、地域貢献に取組みます。 

テ ー マ ： 『健康長寿を目指して、共に生きる』 

16.主な行事 

 （実施日） 

4 月 花見  5 月 お花まつり  6 月 ふれあいはあとまつり・ちまき作り  7 月七夕そうめん流し 

8 月 福庭納涼まつり・迎え火・送り火  9 月 敬老行事、物故者法要   10 月 運動会、赤い羽根共同募金 

11 月 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 ・紅葉狩り・干し柿作り・クリスマスリース作り   

12 月 もちつき・もち花作り・忘年会・保育園交流  1月 新年会・初釜･とんどさん  2 月 節分・バレンタイン 

 3 月 ひな祭り・施餓鬼法要・ホワイトデー   ＊毎月/誕生会・ﾐﾆ外出・ｽﾅｯｸ＆ｶﾗｵｹ・喫茶等 

17.地域､他施設と 

の交流･連携状況    

･地域交流（福庭・清谷地区、市内公民館、子ども会、倉吉市活動参加、毎月ｼﾙﾊﾞｰ倉吉機関紙配布） 

・教育交流（上井保育園、河北小・中学校、倉吉北高等学校等とふれあい交流） 

・ｸﾗﾌﾞ交流（生花、お茶、音楽、ｶﾗｵｹ等地域指導者受入れ） 

・一般交流（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、囲碁・将棋、歌謡・演芸訪問等） 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容（予定・希望 

を含む） 

(１)活動内容 

・鳥取県「中高生介護の体験」受入 

・県社協「介護等の体験」等受入 

・傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入 

・市登録介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入 

・市社協登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入 

・NTT OB さんによる喫茶活動 

・中海工業さんによる清掃活動 

(２)活動場所 

・シルバー倉吉 

・シルバー倉吉 

・シルバー倉吉 

・シルバー倉吉 

・シルバー倉吉 

・シルバー倉吉 

・シルバー倉吉 

(３)活動期間・時間 

・夏休み 

・夏休み、随時 

・毎月第１水・第４土曜日 

・随時 

・毎週火曜日、随時 

・毎月第 2・4 土曜日 

・４月 

http://www.med-wel.jp/


平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 軽費老人ホーム  2.施設名 ラポム苑 

 3.設置主体 社会福祉法人うわなだ福祉会  4.経営主体 社会福祉法人うわなだ福祉会 

 5.所在地 〒 682－0811 

   倉吉市上灘町 12 番地 

6.TEL 23－4918     ホームページアドレス  

ＦＡＸ ２３－４９２２ E-mail ｒａｐｏｍｅｎ＠ａｍａｉｌ．ｐｌａｌａ．ｏｒ．ｊｐ           

 7.施設長名 (職名) 苑長     （氏名）塩 清高  8.設立年月日 平成４年６月１日 

 9.職員数 ９名  10.施設定員 ３０名  11.入所現員 ２７名 

12.職員構成 苑長１名 生活相談員１名 介護職員１名 調理員４名 宿直員２名 

13.施設のあゆみ 同法人設立の保育所・児童館に続き、平成４年６月に開苑以来、２７年目を迎える。 

 

 

 

 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

60 歳以上で、身の回りの事は自立しているが、一人暮らしには不安がある高齢者が利用対象者。 

食事 入浴 レクリエーションなどのサービスを提供。 

 

 

 

15.支援方針 居宅サービスを利用していただきながら、自立した生活が継続できるようサポートする。 

家庭にかわる穏やかで心地のよい生活環境の充実に努める。 

行事やクラブ活動を数多く企画して、生活を楽しんでもらう。 

 

16.主な行事 

 （実施日） 

花見ドライブ（4 月）バス遠足（5 月）ちまき作り（6 月）七夕祭り（7 月）敬老会（9 月） 

運動会 バス遠足（10 月）作品展 バス遠足（11 月）クリスマス会 忘年会 （12 月） 

かるた、すごろく（1 月）節分神事（2 月） 

☆クラブ活動  歌体操 コーラス カラオケ ゲーム 手芸 生け花 お茶会 喫茶  

 その他    ショッピング  誕生会 

 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

敬老会や文化祭で地域の方達の参加を呼びかける。 

誕生会 敬老会で保育園児と交流。 

 

 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

高校生（夏休み期間） 

行事 クラブ活動への参加 

入居者の話し相手 

掃除 お茶出しの手伝い 

(２)活動場所 

苑内 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

高校生夏休みボランティア 

（３日程度） 

 

 

 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 老人福祉施設  2.施設名 倉吉スターガーデン ケアハウス・デイサービス 

 3.設置主体 社会福祉法人みのり福祉会  4.経営主体 社会福祉法人みのり福祉会 

 5.所在地: 〒682-0922 

鳥取県倉吉市福守町 491 番地 

6.TEL ０８５８‐２８‐５８０１ ホームページアドレス http://minorifukusikai.com 

FAX ０８５８‐２８‐３１７３  E-mail kurasuta@poem.ocn.ne.jp 

 7.施設長名 (職名) 施設長（氏名）石賀 康丈  8.設立年月日 平成 6 年 4 月 1 日 

 9.職員数 23 名  10.施設定員 CH26名DS30名  11.入所現員 CH 26 名 

12.職員構成 

ケアハウス  施設長 1 名、生活相談員 1 名、介護職員 1 名、事務員 1 名、栄養士 1 名 

調理員 3 名、宿直員 1 名 

デイサービス 管理者 1 名、生活相談員 3 名、介護職員 4 名、看護師 2 名、調理員 1 名 

※ 管理者及び生活相談員は介護職員を兼務 

13.施設のあゆみ 平成 6 年 4 月に倉吉市の西部地域唯一の老人福祉施設として、軽費老人ホームケアハウス及びデイサー

ビスＢ型を開設し開所。 

平成 10 年 4 月よりデイサービスセンターをＡ型に移行し、ホリデーサービスを開始。 

平成 12 年 4 月介護保険制度によりホリデーサービスセンターを通所介護事業として指定を受ける。 

平成 18 年 4 月介護保険改正により、新たに介護予防通所介護事業を開始。 

平成 25 年 4 月軽費老人ホームケアハウスの入所定員を 30 名より 26 名へ変更。 

平成 30 年 4 月デイサービスセンターの利用定員を 25 名より 30 名へ変更。 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

【ケアハウス】各居室に洋式トイレと小さな流し台、電熱器が設置され、押入れ、冷暖房設備が完備し

ています。外出外泊は基本自由であり、プライベートな空間と時間を確保しています。また、入院中病

気等で身体状況が変わった場合は状況に応じてホームヘルパー等の在宅介護サービスが利用できます。 

利用対象者は 60 歳以上であること。健康で身の回りのことが自分で出来、自立した生活ができるこ

と、本人または保護者が利用料を納めることができる方です。 

【デイサービス】介護の必要な方に対し、送迎・入浴・排泄・食事等のサービスを提供します。 

午後は体を動かす様なレクリエーションを行うことで精神面のリフレッシュと身体機能のリハビリを

行っている。利用対象者は主に要介護または要支援の認定を受けておられる方です。（自立の方も可能） 

15.支援方針 老人福祉等の基本理念により、地域の方々とともに明るく元気で楽しい生活を送っていただく事を目

的に普段からコミュニケーションを図り、様々な悩み等の相談に応じて、入居者様及び利用者様と職員

の間に信頼関係を築くことを第一方針としています。 

 『思いやり』と『感謝（おかげさま）の心』を持って、ご利用者様やご家族様及び私たち職員が幸せ

を感じることのできる施設づくりに注力して取り組みます。 

16.主な行事 

 （実施日） 

４月 花見外出・創立記念式典 

５月 藤の花見外出・茶話会 

６月 あやめ池外出・慰問・ちまき作り 

７月 七夕そうめん流し大会・バーベキュー 

８月 福祉の里まつり 

９月 敬老祝賀会 

１０月 秋の第運動会・小遠足 

１１月 紅葉狩り・焼き芋大会・福祉の里文化祭 

１２月 年忘れ大忘年会・餅つき大会 

１月 新年祝賀会・とんど祭り 

２月 節分祭 

３月 節句茶会・ひなまつり音楽会 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

地域に貢献する施設として連携及び交流を図ることを目的に、4 月創立記念式典、8 月福祉の里まつ

り、9 月敬老祝賀会、11 月福祉の里文化祭を開催します。 

近隣保育園の園児さん及び高校生ボランティアさん、地域ボランティアさんとの交流会を計画的に 

開催します。 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

中央学園専修学校交流会 

近隣保育園との交流会 

中高学生夏休みボランティア 

高校生インターンシップ 

倉吉市介護ボランティア 

傾聴ボランティア 

(２)活動場所 

施設内 

施設内 

施設内 

施設内 

施設内 

施設内 

(３)活動期間・時間 

毎月実施 

提起及び随時開催 

7～8 月実施 

8 月実施 

月 2 回実施 

毎月実施 

 



1.施設区分

3.設置主体

7.施設長名

４名 １５名

・演芸、カラオケ、ご法話

・定期的な環境整備

【希望】

4.経営主体

11.入所定員

平成10年4月1日

　施設内行事には、ボランティアの参加を推進しており、定着化が図られている。地域交流の主
なものとして、法人全体で毎年取り組んでいる「はあとまつり」がある。地域の各種団体・ボラン
ティアグループや、地域一般の多数の参加を頂いている。これは、施設をより理解して頂き、入
居者へのサービス向上を図ろうとする取り組みである。利用者・地域ニーズに的確に応えるよう
に努めていく。

（１）活動内容

【受入内容】

施設長　・生活指導員　・介護職員・事務員

2.施設名

9.職員数 10.施設定員 １５名

(職名)　施設長　(氏名)　矢間　やすみ 8.設立年月日

ケアハウス　ル　・　サンテリオン軽費老人ホーム

社会福祉法人　敬仁会 社会福祉法人　敬仁会

5.所在地：〒６８２－００２３

鳥取県倉吉市山根５５－２３３

「生活」　の２４時間バックアップと緊急時にも安心のネットワークをモットーに、鳥取県中部地区
で４番目のケアハウスとして平成１０年４月に開設し、現在に至る。

13.施設のあゆみ

6.TEL　２６－３５６３    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ:http://www.med-wel.jp

   FAX　２６－３００５    E-mail:sante@med-wel.jp

12.職員構成

14.施設の内容

（利用対象者）

　高齢者のケアに配慮しつつ、自立した生活を確保できるよう、施設の機能と空間を提供する。
また、生活面では四季折々の行事・クラブ活動の実施の他、地域との交流を積極的に行って、
社会参加への環境を設定する。①　高齢者の特性を考慮した施設機能　②　食事、入浴といっ
た生活の基本となるサービスや、在宅として自立生活の維持のために必要となるサービスの提
供

16.主な行事

（実施日）

・桜花見（４月）・はなまつり（５月）・はあとまつり（６月）・七夕まつり（７月）・敬老会（９月）・紅葉狩
り（１１月）・忘年会（１２月）・初釜・新年会（１月）・節分（２月）・ひな祭り（３月）・中部地区散策外
出行事（毎月）

15.支援方針 入居者の人権を守り、明るく豊かに生きがいのある生活をおくることが、できるように一人ひとり身体的・精
神的特性に応じた生活支援を行いながら、自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必
要な支援を行います。
【重点目標】
◇生活に楽しみが増える余暇活動、生活環境の充実
◇記録及び個別支援計画の充実
◇ご家族、多職種、療養課との連携

平成30年度　　　　　社 会 福 祉 施 設 の 概 要

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料）　　

18.ボランティア

　　の受入内容

　　（予定・希望を

　　含む）

17.地域、他施設

　との交流・連携

　状況

（３）活動期間・時間（２）活動場所

サンテリオン内外 年間を通じて随時受入してい
る。

・上井女性の集い

・お茶会（クローバーの会）

・趣味活動の指導

・レクボランティア



社会福祉施設の概要

 1.施設区分

 3.設置主体

 7.施設長名

　    13名 10.施設定員

　 FAX 47-0003   E-meil  himawari-care@siseikai.jp

 6.TEL 47-0066　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.siseikai.com/

ケアハウスひまわり昭和町

社会福祉法人　親誠会

13.施設のあゆみ 平成13年 9月28日　社会福祉法人親誠会　設立

　　 　30名

平成３０年度

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料）

 9.職員数

12.職員構成

　　　　　　30名

  平成16年 4月 1日

施設長・相談員・介護職員（夜勤者含む）・管理栄養士・栄養士・調理員

16.主な行事

（実施日）

11.入所現員

14.施設の内容

　(利用対象者）

　ご夫婦での入居の場合は、どちらかが６０歳以上であれば入居できます。

17.地域、他施設と

　の交流・連携状況

18.ボランティア・

　地域交流の受入

　内容

　（予定・希望を含む）

納涼祭の手伝い 1階デイルーム

1階デイルーム

 2.施設名

 4.経営主体

(職名）施設長　（氏名）栗坂　和宏  8.設立年月日

軽費老人ホーム

社会福祉法人　親誠会

　身体機能の低下や高齢のため、自炊や独立した生活に不安があるかたで対象年齢は

６０歳以上です。

3階食堂

平成16年 4月 1日　ケアハウスひまわり昭和町　開設

10月…運動会　11月…紅葉狩り　12月…クリスマス会、餅つき

（1）活動内容 （2）活動場所

併設のデイケア、デイサービスの行事参加。関連施設の行事参加

近隣保育園、地域子ども会との交流

地域公民館祭りへの参加

（3）活動期間・時間

敬老会等行事の歌、踊り 1階デイルーム 　　　14:00～15:30

保育園との交流

 5.所在地：〒682-0804

　　　　　　　倉吉市東昭和町165番地

料理教室 グループホーム

手芸教室、生花教室

毎月…誕生会、夕食会、買物、喫茶店巡り、ドライブ、映画鑑賞、カラオケ

6月…花菖蒲見学　7月…蛍観賞　8月…納涼祭、花火大会　9月…敬老会

サービスを活用して、毎日の生活に健全な刺激と活力を与え楽しく朗らかに過ごしてい

1月…初詣、初釜　2月…節分　3月…ひな祭り　4月…花見、花祭り　5月…つつじ見学

また、利用者の方々の個々の能力に応じて自立した生活を営むことができるよう各種

ただく。

　基本として、住居、食事の提供、入浴の準備、本人、家族からの各種相談を受けます。15.支援方針



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

１施設区分 軽費老人ホーム ２ 施設名 ケアハウス うつぶき 

３設置主体 社会福祉法人 清和会 ４ 経営主体 社会福祉法人 清和会 

５ 所在地 

（郵便番号６８２－００２１） 

倉吉市上井３００ 

６ TEL ０８５８－２６－６３８８（代） 

  FAX ０８５８－４７－４７６６ 

  ホームページアドレス 

http://seiwa-med.jp/roukenutsubuki/carehouse-utsubuki/ 

 

７ 施設長名 （職名）施設長 

（氏名）垣田  堅一 

８ 設立年月日 平成１６年４月１日 

９ 職員数 １０名 １０ 施設定員 ２０ 名 １１ 入所定員 ２０ 名 

１２職員構成 施設長１名（兼任） 生活指導員１名（専任）    

事務長１名（兼任） 介護職員 １名（専任）  警備員１名（非常勤） 

事務職１名（専任） 調理職員 ４名（専任２、非常勤２）   

１３ 

施設のあゆみ                    

平成１５年６月２４日 設置認可 

平成１６年４月 １日 事業開始 

１４施設の内容 

 （利用対象者） 

 

満年齢６０歳以上で、日常生活の出来る者 

１５支援方針 （１）老人の特性に配慮した住みよい住居を提供し、入所者の自主性の尊重を基本

として、明るく心豊かな生活が出来るよう食事・入浴の提供、相談機能の充実、

余暇活動の援助、疾病、災害等、緊急時への対応等の処遇に万全を期する。 

（２）入所者一人一人の個性を尊重する。個人情報の保護に努める。 

１６主な行事 

（実施日） 

○買物ツアー（毎月３～４回）○季節の花見ツアー（桜、あやめ、紅葉など）     

○足湯ツアー ○初詣 ○バイキング食事会（随時）○デザートバイキング（随時）

○手工芸教室○ビデオ鑑賞会（随時）○ゲームを楽しむ会  ○歌を楽しむ会        

○クリスマス・忘年会 ○茶話会 ○入居者と施設との懇話会（４月毎） 他 

１７地域他施設

との交流・

連携状況 

「上井地区公民館祭」への参加 

中学生さんとの交流会（歌・ゲーム・茶話会） 

１８ボランテイ

アの受入内容 

（予定） 

（１）活動内容 

・リコーダー演奏会 

・落語を楽しむ会 

（２）活動場所 

ケアハウス施設内 

    〃 

（３）活動時期・期間 

４月・５月 

６月 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 軽費老人ホーム  2.施設名 関金インターケアハウス 

 3.設置主体 社会福祉法人 みのり福祉会  4.経営主体 社会福祉法人 みのり福祉会 

 5.所在地: 〒682-0411 

倉吉市関金町関金宿 1429-14 

6.TEL 0858-45-6018 ホームページアドレス  http://minorifukusikai.com/ 

 FAX 0858-45-6058  E-mail sekiganein@ncn-k.net 

 7.施設長名 (職名)施設長 （氏名）西村允也  8.設立年月日 平成 17 年 4 月 1 日 

 9.職員数  9 名  10.施設定員 ３０名  11.入所現員 ３０名 

12.職員構成 施設長 生活相談員 介護員 調理員 宿直員 

13.施設のあゆみ 平成 17 年 4 月 開設 

平成 26 年 3 月 スプリンクラー設置 

平成 28 年 2 月鳥取県福祉研究学会代 9 回研究発表会出場 

平成 30 年 2 月鳥取県福祉研究学会代 11 回研究発表会出場 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

60 歳以上で身の回りの事が自分で出来て、自立して生活の出来る人 

協調して、集団生活の出来る人 

 

 

 

15.支援方針 ご利用者様が、プライバシーが尊重された環境のもと、健康で心豊かに、自主的な生活を送る

ことが出来るよう支援します。 

高齢者向きの施設、食事、入浴施設などの基本サービスや、外出支援、楽しみの場の提供及び、

日常の自主的な活動のための諸サービスを提供します。関係施設、事業所との連携を図ること

により、ゆとりのある自立生活を維持いただけるように支援します。 

16.主な行事 

 （実施日） 

毎月：誕生会・美化活動・農園活動・クラブ活動   各月：座談会 

4 月：創立記念祝賀会 花見外出 6 月：夕涼み会 ちまき作り ７月：足湯サークル 

9 月：敬老祝賀会 グランドゴルフ大会 10 月：足湯サークル 11 月：紅葉外出 

12 月：もちつき会 門松作り 1 月：新春カルタ大会 すごろく大会 

2 月：合同音楽会鑑賞外出 カラオケ大会 3 月：ひな祭り会 関金芸能祭り鑑賞外出 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

・関金地域祭りへの参加：つつじ祭り・御幸行列・里見祭り 

・関金町民作品展：作品出展 

・関金保育園との交流：花の種植え・お菓子流し・小運動会見学 

・同法人施設：関金ラジュームデイサービスセンター・関金みのりグループホーム 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

・保育園との交流 

・創立記念祝賀会：歌、演奏 

・防災避難訓練で地域住民へ

の参加お願い。 

・法人内 3 施設での合同行事

慰問グループ参加 

(２)活動場所 

・施設内 

・施設内 

・施設内 

 

・敷地内 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

・年 3 回程度 

・4 月 

・年 2 回 

 

・7 月 

 



平成３０年度   社会福祉施設の概要 

                              (倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料) 

1．施設区分 母子生活支援施設 2．施設名 倉明園 

3．設置主体 社会福祉法人 倉吉東福祉会 4．経営主体 社会福祉法人 倉吉東福祉会 

5．所在地： 〒682-0021  

       倉吉市上井５５０－３ 

6. Tel  26-4326 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://kurayoshi.or.jp/fukushi/about.html 

  Fax  26-9806  E-mail  soumeien@gaea.ocn.ne.jp 

７．施設長名 山根 孝 8．設立年月日 昭和 53 年 4 月 1 日 

９．職員数  20 名 10.施設定員 25 世帯 11．入所現員 20 世帯 52 名 

12．職員構成 施設長 1 名、母子支援員 4 名(うち非常勤 1 名)、少年指導員 4 名(うち非常勤 1 名)、保育士 3 名(うち非常勤

1 名)、生活支援員 1 名、相談員 2 名、心理療法担当職員 3 名(うち非常勤 1 名)、事務員 1 名、嘱託医 1 名 

13．施設のあゆみ 倉吉市立母子寮の民間委託に伴い、昭和 53 年(1978 年)4 月に新築開設(定員 20 世帯)。 

平成６年度より、緊急一時保護事業を実施（延べ 360 ケース受け入れ）。児童福祉法一部改正により平成 10

年～母子生活支援施設と改称。平成 15 年度よりステップハウス事業(定員 7 世帯)を実施(DV 被害者等他の法

律で支援が受けられない単身女性への自立支援を目的として鳥取県より受託。)。 

平成 19 年度より、小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設(定員 5 世帯)を開設。(早期に自立が見込ま

れる入所世帯を対象に、一定期間地域の中で施設の支援を受けながら生活し、自立につなげていくことを目

的とする。) 平成 26 年に児童家庭支援センター「くわの実」を開設し、地域家庭の子育て相談等を実施。 

14．施設の内容 

  (利用対象者) 

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭、又はこれに準ずる事情にある女性が生活や養育に困っている場

合、子どもと一緒に利用できます（子どもが 20 歳になるまで利用することができます）。配偶者が生死不明

な人、事情があって別居中の人、未婚で子どもを抱えている人等も利用できます。 

部屋代は不要です。ただし、生活諸経費(電気、ガス、水道料金等)は個人負担になります。 

15．支援方針 倉明園における支援は、「ひとりひとりを大切にする」をモットーに、母親と子どもの権利擁護を基盤とし

て個別支援に力を入れています。そして、母親と共に子どもたちの健全な成長を願い、利用母子が安心・安

全に生活できるよう職員チームで家族支援を行っています。 

倉明園は、生活の場であればこそできる日常生活支援を提供すると共に、入所初期の生活安定への支援、

就労支援、親子関係の調整・再構築、母・子が抱える課題への個別支援、心理的課題への対応、退所支援、

その後のアフターケア等、365 日 24 時間体制で、切れ目のない支援を展開しています。 

倉明園は、母と子の生活を守る最後の砦として、“貧困”“虐待”の世代間連鎖を防止し、自立へと向かう

ステップの場です。 

16．主な行事 

  (実施日) 

4 月-総会、5 月-母と子のつどい(保・小)、7 月-上井地区母子会バザー・海水浴、8 月-キャンプ・禅を組む会(小)・

中高生研修旅行・夏まつり、10 月-親子一泊旅行、11 月-勤労感謝の行事、12 月-もちつき、1 月-新年会・ス

キー合宿、2 月-節分(保・小)、3 月-ひなままつり(保・小)、歓送迎会、毎月-誕生日会等。 

17．地域、他施設

との交流・連携

状況 

・地域社会の中の福祉施設として、上井地区母子会事務局を担当する等、入所母子だけでなく母子生活支援

施設が地域の中で必要とされ、その任務、役割を果たしていけるよう努力しています。 

入所世帯は町内会に所属して、自治公民館活動に参加しており、日常的に地域との交流を図っています。 

・平成 26 年４月、子どもと家庭に関する問題について、より地域に密着した相談機関として、児童家庭支援

センター「くわの実」を開設し、地域福祉の一翼を担う取りくみを行なっています。平成 29 年度の延べ相

談件数は約 900 件で、不登校や子どもの発達特性等についての相談が多くありました。 

18．ボランティア

の受入内容 

(予定・希望を含

む) 

(1) 活動内容 

・子ども達を対象とした学習指導、

遊び・行事実施の際の支援等。 

 

(2) 活動場所 

・園内の学習室・園庭等。 

 

 

(3) 活動時間(下記の中で可能な時間) 

・＜小学生＞(平日)16 時～18 時 

(長期休暇中、土曜日)日中 

・＜中・高生＞（平日・土曜日） 

19 時～21 時 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 母子生活支援施設  2.施設名 ブルーインター 

 3.設置主体 社会福祉法人 みのり福祉会  4.経営主体 社会福祉法人みのり福祉会 

 5.所在地: 〒682-0922 

     鳥取県倉吉市福守町 407-14 

 

6.TEL 48－2138  ホームページアドレス  なし 

FAX  48－2128       

 E-mail   blueinter@aioros.ocn.ne.jp 

 7.施設長名 (職名) 施設長  （氏名）伊藤 幸恵  8.設立年月日  平成１５年 ４月 １日 

 9.職員数 １５ 名  10.施設定員 30 世帯  11.入所現員 13 世帯（43 名） 

12.職員構成 
施設長１ 母子支援員４ 少年指導員３（内兼事務員１） 保育士１ 調理員等１ 

宿直員２（内パート１） 嘱託医１ 心理療法担当職員２（内業務委託１） 

13.施設のあゆみ 平成１５年 ４月 １日 開設 

平成１６年 ４月 １日 警備システム導入 

平成１６年 ６月１０日 県福祉相談センターと「一時保護委託契約」を結ぶ 

平成１７年１２月 １日 屋外大型遊具設置 

平成２０年１０月 １日 スポーツ広場移転整備 

平成２６年 ５月１３日 米子市と子育て短期支援事業実施委託に関する契約を結ぶ 

平成２６年 ５月２２日 倉吉市と子育て短期利用事業実施委託契約を結ぶ 

平成２７年 ４月 １日 外部心理士と委託契約を結ぶ 

平成２７年１１月２５日 すずらん教室の開設 

平成２８年 ９月１２日 防犯設備改修工事完成 

平成２８年１２月１４日 転落防止柵設置 

 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

・離婚等により経済的に貧困状況にある母子家庭 

・DV 被害により避難してこられる母子 

 

15.支援方針 離婚や DV によって疲れきった心と身体をまずは癒して頂き、一時的に失われた経済力、生活力、自己肯

定感を立て直し、とり戻して頂くために何ができるか、職員全員で考え、一緒に頑張っていきます。 

子ども達の心の不安にも心を砕いて寄り添い、明るく自信を持って毎日を過ごせるように見守ります。そ

の上で自立に向けて必要な支援を行っていきます。 

支援の中心は「自立」です。入所してこられた時から、よりよい形で退所されることを目指していきます。 

 

16.主な行事 

  

・創立記念を祝う会・夏祭り・秋の遠足・文化祭・クリスマス会・雪あそび・歓送迎会  

・子どもクラブ 

17.地域､他施設との

交流･連携状況    

福祉会他施設との交流、保育園、小学校、中学校、児童養護施設、倉吉市福祉事務所、その他の福祉事務

所、児童相談所、婦人相談所、警察署等の連携、ＢＩ版ネウボラミニ、つながるプロジェクト、ＢＩ広報

室、花いっぱい運動等 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

（予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

・すずらん教室の講師 

 年間を通して子ども達の学習支

援（主に小学生） 

・夏休み等、長期休暇時において

職員と一緒に子どもたちの指導

等をして頂く予定 

(２)活動場所 

施設内及び施設行事 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

・年間を通して週２～４ 

 夜間は 19：00～20：00 の間 

・長期休暇時 

 9：00～18：00 を予定している。

アルバイトという形でも良いで

す。（有償ボランティア） 

 



 

1.施設区分 福祉型障害児入所施設 2.施設名 鳥取県立皆成学園 

3.設置主体 鳥取県 4.経営主体 鳥取県 

5.所在地：〒６８２－０８５４ 

     倉吉市みどり町３５６４－１ 

6．TEL 22-7188  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.pref.tottori.lg.jp/kaisei/ 
  FAX 22-7189   E-mail kaisei@pref.tottori.lg.jp 

7.施設長名 （職名）園長 （氏名）岸根 弘幸 8.設立年月日 昭和２４年９月１日 

9.職員数 ７４名 10.施設定員 ６５名 11.入所現員 ３２名（Ｈ３０．６．１現在） 

 

12.職員構成 
 

園 長  １名 

次 長  １名 ［総務課長兼務] 

総務課 １１名 ［係長(１)、管理栄養士(１)、主事(１)、非常勤職員(５)、嘱託医師(３)］ 

養護課 ４６名 ［課長(１)、保育士長(３)、副保育士長(８)、保育士(２６)、介助員(２)、 

非常勤保育士(６)］ 

育成課  ８名 ［課長(１)、係長(２)、児童指導員(４)、保健師(１)］ 

エール  ７名 ［所長(１)、係長(３)、児童指導員(１)、非常勤職員(２)］ 

 計  ７４名                   ※エール：「エール」発達障がい者支援センター 

 

13.施設のあゆみ 
 

昭和２４年９月 米子市福原奨徳学校内に新築開設、鳥取県立皆生学園と称する。 

昭和２６年４月 現在地に移転、鳥取県立皆成学園と改称。 

昭和４７年４月 園内に倉吉養護学校を開校。 

昭和５３年４月 倉吉養護学校が市内長坂新町に移転。 

平成１２年４月 改築・機構改革。 

平成１５年４月 園内に中部療育園併設。 

平成１６年４月 中部療育園が市内南昭和町に移転。 

平成１６年４月 『エール』自閉症・発達障害支援センター設置。 

平成２３年４月 『エール』発達障がい者支援センターと改称。 

 

14.施設の内容 

 (利用対象者) 

 

①主に知的障がいのある 18 歳未満の児童を対象とした障害児入所施設 

  (入所児童支援サービス、短期入所サービス、日中一時支援サービス) 

②自閉症を中心とした発達障がいのある幼児（在宅）を対象とした児童発達支援事業所 

  (小集団療育等を行う児童発達支援) 

 

15.支援方針 
 

 専門的な日常生活訓練、生活支援、地域社会の中での具体的生活体験を実施する。また、教育・福祉関係

機関との連携を通じて、社会自立に向けて自己を発揮できる人として育成する。 

 

16.主な行事 

 (実施日) 

 

地域交流事業 

・交流文化祭「はーとふるプラザ２０１８」    １１月１０日（土） 

 

17.地域､他施設と 

の交流･連携状

況 

 

地域交流事業の行事で、近隣の住民、福祉施設、予ども会、学校・ボランティア団体等、多数の方々に

参加・協力をいただいており、これらの行事を通じて地域の方々に入所児童と施設への理解を一層深めて

いただけると考えている。 

また、入所児童が、地域の町内会や社会福祉施設の行事に参加したり、日常的に地城に出かけて生活体

験を重ねることも交流の重要な方法と考えている。 

 

18.ボランティア・  

地城交流の 

受入内容 
 (予定･希望を含む) 

 

(１)活動内容 

①交流文化祭 

地域の福祉施設や学校などが観覧

しステージや出店の係などに多数

のボランティアを受入。 

 

(２)活動場所 

 ①皆成学園内 

 

(３)活動期間・時間 

 ①は実施日のみ。 

②その他 

社会福祉協議会主催のボランティ

ア体験事業を受入。 

②皆成学園内 ②日程調整の上、受入れている。 

平成３０年度 
 

社会福祉施設の概要

(倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料) 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

H30.6.1 現在 

1.施設区分 高齢者生活福祉センター 2.施設名 倉吉市高齢者生活福祉センター 

3.設置主体 倉吉市 4.経営主体 社会福祉法人倉吉市社会福祉協議会 

5.所在地: 〒682-0411 

  倉吉市関金町関金宿 1115番 2 

6.TEL 45 – 3800   ホームページ http://www.kurayoshishakyo.com 

FAX 45 – 2533  E-mail  k23@kurayoshishakyo.com 

7.施設長名 支所長  日野 敦子  8.設立年月日 平成 10年 4月 1日 

9.職員数 ２４名  10.施設定員 

195名 

デイサービス 30名 

居住部門   8名 
11.入居現員 ０名 

12.職員構成 
庶務係７名（兼務６名）  

居宅支援係３名・通所介護係１１名・地域包括係３名 

13.施設のあゆみ 

平成 10年 4月 1日 関金町高齢者生活福祉センター開所 

平成 17年 3月 22日 倉吉市と関金町の合併により、倉吉市高齢者生活福祉センターに名称変更 

平成 18年 4月 1日 倉吉市社会福祉協議会が指定管理者となる 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

・高齢者等が安心して健康で明るい生活ができるように支援し、地域福祉の増進を  

図る場（居住の提供、各種の相談及び助言、趣味活動の場等）を総合的に提供。  

 

【利用対象者】  

福祉団体、ボランティア、一般市民・団体へセンターの貸出。  

・介護者教室  ・教養娯楽室  ・相談室２部屋  ・居住部門６部屋  

 

【併設事業所】  

・通所介護事業所  ・居宅介護支援事業所  ・地域包括支援センター  

15.支援方針 誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域福祉の推進を図る。 

16.主な行事 

 （実施日） 

・子どもから高齢者まで地域住民が集える交流会（ふれあい交流会 ７月） 

・高齢者と小学生とのふれあい交流会（夏祭り・クリスマス会） ・消防総合訓練（６月・１２月） 

・デイサービス（家族会、花見、ちまき作り、夏祭り、敬老会、紅葉狩り、お茶会、クリスマス会等）  

17.地域､他施設との

交流･連携状況    

・各地区社協との連携 ・民生児童委員との連携 ・福祉団体、ボランティア団体との連携  

・小学校、中学校との連携（福祉教育等） 医療機関、薬局等との連携  ・実習生の受入  

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

①デイサービスで各種ボランティア受入 

②高齢者と小学生とのふれあい交流会 

開催に係る各種ボランティアの受入 

③地域住民との交流会開催に係る各種 

ボランティアの受入 

 

(２)活動場所 

①デイサービスセンター 

②高齢者生活福祉センター 

 

③高齢者生活福祉センター 

(３)活動期間・時間 

①状況に応じて調整する。 

②高齢者と小学生とのふれ

あい交流会（夏祭り 8月、

クリスマス会 12月） 

③状況に応じて調整する。 

mailto:k23@kurayoshishakyo.com


平成３０年度     社会福祉施設の概要     平成３０年４月１日 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

１施設区分 児童養護施設       ２施設名 因伯子供学園 

３設置主体 社会福祉法人因伯子供学園 ４経営主体 社会福祉法人因伯子供学園 

５所在地 〒６８２－０８５４ 

倉吉市みどり町 3249番地 

６ ＴＥＬ ０８５８－２２－２６３９ 

  ＦＡＸ ０８５８－４７－０２３４ 

   http//inpakukodomo.jp  

Mail  inpaku-2@mountain.ocn.ne.jp 

７施設長名 園長 石亀政道 ８設立年月日 明治 39年 11月 18日 

９職員数 35名 10 施設定員  40名 11入所現員 25名 

12職員構成 園長、副園長、事務員、保育士・指導員 20名、個別指導担当職員、セラピスト 

家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、調理員 4、管理宿直（パート） 

嘱託医 

13施設の歩み 明治 39年八雲龍震師が妙寂寺境内に仏教孤児院を創設したのが始まり。 

その後財団法人因伯子供学園を経て昭和 2７年社会福祉法人として認可されて現在

に至る。昭和 51年現在地に移転。平成 16年定員変更。平成 28年グループホーム新

築 

14施設の内容 養護を要する児童（児童福祉法 41条）の家庭に代わる養育支援の提供。 

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）、倉吉くらしの応援団

（公益的取り組み） 

15支援の方針 児童福祉法 41条に基づく児童養護施設として、保護者のない児童、環境上養護に欠

ける児童、虐待されている児童を保護して、社会人としての自立を支援する。 

16主な行事  入進学祝（4月）、遠足（6月）、ちまき作り交流（6月）、施設合同キャンプ（7月） 

施設球技大会（8月）、海水浴（8月）、ソーメン流し交流（8月）、 

創立記念祭（11月）、クリスマス会（12月）、餅つき（12月）、卒業祝（3月） 

17地域、他施

設との交流連

携 

職員は町内（みどり町）の一世帯として自治公民館事業や班の活動に参加。 

児童も子ども会や生徒会の行事に参加している。 

ちまき作り（6月）、ソーメン流し（8月）は地域との交流事業。 

18ボランテイ

ア・地域交流

の受け入れ内

容 

(1)活動内容 

お茶の指導 

餅つき 

寝具の繕いなど 

絵本の読み聞かせ 

粽つくり 

(2)活動場所 

園 内 

園 内 

園 内 

園 内 

園 内 

(3)活動期間・時間 

 毎月末(土) ・午後 1時間 

 年末 12月 ・昼間 

 春     ・午後半日 

 月 1回   ・夜 

 6月 

 

mailto:inpaku-2@mountain.ocn.ne.jp


 

平成 30年度 社会福祉施設の概要 
 

(倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料) 

 

1.施設区分 医療型児童発達支援センター(多機能型事業所) 2.施設名 鳥取県立中部療育園 

3.設置主体 鳥取県 4.経営主体 鳥取県 

5.所在地 
〒682-0805 

鳥取県倉吉市南昭和町１５ 
6.連絡先 

(TEL) 0858－22-7191  (FAX) 0858－22-7192 

(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ) 

http://www.pref.tottori.lg.jp/chubu-ryouikuen 

(E-mail) 

ｃｈｕｂｕ－ｒｙｏｕｉｋｕｅｎ＠ｐｒｅｆ．ｔｏｔｔｏｒｉ．Lg. 

jp 

7.施設長名 園長  杉浦 千登勢 8.設立年月日 平成１５年４月１日 

9.職員数 
常勤９名 非常勤３名 

兼務５名 
10.施設定員 10名/1日あたり 

11.入所現員 

（H30.4.1現在） 
― 

 

12.職員構成 

 

園長１名、参事(兼務)１名、次長１名、医師(非常勤)１名、医師（兼務）４名、児童発達管理責任者 1名、 

児童指導員１名、保育士１名、理学療法士１名、作業療法士１名、言語聴覚士１名、看護師１名、心理療法専門員

(非常勤)1名、医療事務(非常勤)１名 

 

13.施設のあゆみ 

 

平成１５年４月 県立皆成学園内に暫定的に開設 

平成１６年４月 現在地に新築移転 

平成１９年４月 障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業開始 

平成１９年４月 健康保健法に基づく外来診療開始 

平成２４年４月 児童福祉法改正に伴い、医療型児童発達支援センター及び放課後等デイサービス事業所へ移行 

14.施設の内容 

(利用対象者) 

 

① 医療型児童発達支援センター 

運動や発達に遅れのある未就学児とそのご家族を対象 

② 放課後等デイサービス 

    肢体不自由のある就学児を対象 

③ 児童発達支援事業 

構音障がいのある未就学児を対象 

④ 外来診療 

地域の障がい児や発達に遅れがある児童を対象とした医師による診療・医療相談 

⑤ 障がい児等地域療育支援事業 

   地域の障がい児や発達に遅れがある児童・保護者を対象とした相談、関係機関等に対する助言・研修 

 

15.支援方針 

① 保育や医学的な療育訓練等を通じて、子どもたち一人一人の適性に応じた育ちを支援する。 

② 児童及び保護者の意思、人格を尊重し常に児童及び保護者の立場に立ってサービスを提供する。 

③ 関係町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

16.主な行事 

 (実施日) 

①医療型児童発達支援の利用児童を対象とした行事 

・お誕生会、お話し会(勉強会)    … 毎月 

・バス遠足             … 年１回程度 

・クリスマス会、お別れ会等季節の行事 

②地域の障がい児者及び保護者、関係機関を対象とした行事 

・地域障がい児交流会（出前かにっこ館等） … 年１回程度 

・地域療育セミナー、研修会        … 年２～３回程度 

17.地域 ､他施設と 

の交流･連携状況 

①個々の利用児童について…保育所、学校、市町村等関係機関との必要に応じた情報連絡等 

②その他…上記１６．②のとおり実施 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 (予定･希望を含む) 

 

(１)活動内容 

各種行事でのボランティア受入 

 

 

(２)活動場所 

  中部療育園ほか 

 

(３)活動期間・時間 

  行事の実施期間・時間 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 障害者支援施設  2.施設名 サンジュエリー 

 3.設置主体 社会福祉法人みのり福祉会  4.経営主体 社会福祉法人みのり福祉会 

 5.所在地: 〒６８２－０９２２ 

 鳥取県倉吉市福守町４５２番地 

6.TEL  29-5778 ホームページアドレス  

FAX  ２９－５７３８  E-mail   sunjewelry@friend.ocn.ne.jp            

 7.施設長名 (職名) 施設長（氏名）木天隆治  8.設立年月日 平成１３年４月１日 

 9.職員数 ３３名  10.施設定員 ３０名  11.入所現員 ２９名 

12.職員構成 

施設長１名、施設長補佐（事務員）１名、サービス管理責任者１名、看護師３名         

生活支援員１９名、機能訓練指導員１名、栄養士２名、調理員３名、宿直員１名       

嘱託医師１名 

13.施設のあゆみ 平成１３年４月１日 身体障害者療護施設として開設 

平成２４年３月１日 障害者支援施設に移行 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

障害者総合支援法による日中の生活を支援する生活介護、夜間の生活を支援する施設入所支援 

短期入所、日中一時を運営しています。 

食事介助、入浴介助、排せつ介助等生活条件を整備し、円滑な人間関係を築きながら楽しい生

活を送ることが出来るよう支援します。 

 

15.支援方針 ・ご利用者様一人ひとりが自己の生活を生み出していけるよう支援を行います。 

・ご利用者様への権利擁護の意識を強く持ち、より専門的な支援が出来るようスキルアップに

努めます。 

・ご利用者間とのコミュニケーションを増やし、傾聴してご利用者様が安心・安全に生活でき

る施設を目指します。 

 

16.主な行事 

 （実施日） 

４月：創立記念日、花見 ５月：春の遠足 ６月：スイーツ作り 

７月：七夕昼食会、七夕交流会（保育園との交流会） ８月：地域交流夏祭り、花火大会 

９月：運動会（保育園との交流会） １０月：秋の遠足 

１１月：家族、地域交流文化祭 １２月：クリスマス会（保育園との交流会）、忘年会 

１月：新年会、とんど祭り ２月：節分、バイキング  ３月：ひな祭り 

 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

保育園との交流、地域交流夏祭り、文化祭（近隣の方々・家族との交流） 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

ご利用者様とのコミュニケー

ション・傾聴 

散歩、行事等の付添い 

(２)活動場所 

施設内及び周辺 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

４月～１０月 

１０：００～１６：００ 

 

 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 障がい者支援施設  2.施設名 トーゲン倉吉 

 3.設置主体 社会福祉法人あゆみの会  4.経営主体 社会福祉法人あゆみ会 

 5.所在地: 〒６８２－０９１１ 

      倉吉市寺谷３３１ 

6.TEL ２２－０２１１  ホームページアドレス 

FAX  ２２― ０２１２  E-mail              

 7.施設長名 (職名)施設長 （氏名）那須 寿男  8.設立年月日 昭和６０年４月１日 

 9.職員数     11 名  10.施設定員          40名 11.利用現員         38名 

12.職員構成 施設長・支援員・看護師・事務員・サービス管理責任者、給食委託（シダックス） 

13.施設のあゆみ ・昭和６０年４月１日精神薄弱者授産施設（定員５０名） 

・平成２４年４月１日障がい者支援施設（生活介護４０名、施設入所４０名、短期入所 空床型） 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

障がいのある方（精神障がい・知的障がい・身体障がい）が入所又は通所され、生活介護（生産活

動・入浴・給食の提供・相談援助・その他生活上の支援）のサービスを行います。 

15.支援方針 １．施設利用者の健康と安心・安全な施設運営をします。 

２．施設利用者の要望に沿ったサービスを提供します。 

16.主な行事 

 （実施日） 

４月（開所記念）、４月（運動会）、６月（レクリエーション）、６月（球技大会）、８・１２月（食事外出）、７

月（七夕まつり）、８月（花火大会）、９・１０月（旅行）、１２月（忘年会）、１月（新年会） 

毎月（誕生会） 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

地域の夏祭りに参加、敬老の日の交流 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の 

受入内容 

 （予定・希望を 

  含む） 

 

(１)活動内容 

 ・職場体験 

 （久米中学校生徒） 

 ・教育実習 

 （鳥取大学学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)活動場所  

 ・施設内 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

 ・６月 

 

 ・８月 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

1.施設区分 障害者支援施設 2.施設名 みのりサングリーン 

3.設置主体 社会福祉法人 みのり福祉会 4.経営主体 社会福祉法人 みのり福祉会 

5.所在地：〒682-0913 

      鳥取県倉吉市和田東町 914-58 

6.TEL：0858-22-1068  FAX：0858-22-1077  

HPアドレス http://minorifukusikai.com 

E-mail  m.sang@giga.ocn.ne.jp 

7.施設長名  （職名）施設長 （氏名）田中
たなか

幸子
ゆきこ

 8.設立年月日 昭和 58年 04月 01日 

9.職員数 １3名 10．施設定員 
生活介護：31名 

施設入所支援：31名 
11．利用者現状 

生活介護：29名 

施設入所支援：31名 

12.職員構成 
施設長 1名・サービス管理責任者 1名・事務員 1名・生活支援員 6名・看護師 1名・管理栄養士 1名 

調理員 2名・嘱託医師 1名 

13.施設のあゆみ 

 昭和 58 年 4 月 1 日、身体障害者入所授産施設「みのり授産所」として事業開始。授産科目、電気部品

組立・紙器加工。（入所定員 30名、通所定員 3名）平成 8年 4月 1日、名称を「みのりサングリーン」

と改称。平成 16年 12月１日、入所定員を 33名に増員。平成 20年 6月 1日、入所定員を 31名に減員。

平成 21年 12月授産科目に菓子製造販売（クッキー）を増設。 

平成 23年 11月全館スプリンクラー設置。平成 24年 3月 1日新体系移行し、生活介護・施設入所支援 31

名定員。短期入所（空床型）。平成 24年 6月 15日地下タンク貯蔵所高精度液面計取付工事。 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

障害者総合支援法の理念にのっとり、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、支援計

画に基づき利用者に対して必要な介護・支援等のサービスを適切に行う。 

利用対象者：身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者 

15.支援方針 

利用者が安心して生活し、自己の能力を最大に発揮して自立した日常生活又は社会生活を営むことが出

来るよう支援します。 

利用者の人権及び個性を尊重し、個人と集団の面から生活を考え、楽しく快適な生活の提供に努めます。 

利用者個々の能力、体力、適正を十分配慮し、本人に合った日中活動及び作業を通じて、自己実現と社

会参加を支援します。 

16.主な行事 

 （実施日） 

4月：創立記念合同昼食会・お花見外出 5月：みのりサングリーン 向山ブルースカイ合同運動会・端午

の節句茶会・社小学校運動会 6月：あやめ池小遠足・倉吉市身障体育大会 7月：小遠足 8月：お楽し

み昼食会 9 月：社会見学一泊旅行・さわやか車いすマラソン・鳥取県身障体育大会 10月：小遠足・社

小学校交流会・倉養祭り 11月：みのりサングリーン 向山ブルースカイ合同作品展示会 12月：クリス

マス交流会、調理実習・忘年会 1月：とんど祭・新年会・倉吉市部落解放文化祭 2月：節分 3 月：

ひなまつり茶会・合同音楽会鑑賞・記念撮影 

※毎月第 3水曜日に誕生会（保育園との交流会）、毎週水曜日にリハビリ・クラブ活動、年 2回調理実習、 

17.地域、他施設と

の交流・連携 

状況 

・運動会では、西倉吉保育園・みのり保育園・向山保育園・社小学校 4年生と交流。 

・向山保育園：誕生会・みのり保育園：クリスマス会での交流 

・社小学校の運動会、収穫祭に参加、4年生と年間を通して交流会や勉強会を実施 

・鳥取県卓球バレー協会に参加し、各大会に出場 

・地域交流の場として作品展を実施 

18.ボランティ

ア・地域交流の

受入内容 

（予定・希望を含む） 

（１）活動内容 

・草取りなどの環境整備 

・合同運動会スタッフ 

・実習生受け入れ（予定） 

（２）活動場所 

・施設内、及び施設周辺 

・倉吉市市営体育館 

・施設内 

（３）活動期間・時間 

・随時 

・5月下旬～6月上旬 

・9月下旬 

 

http://minorifukusikai.com/
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 1.施設区分

 3.設置主体

 7.施設長名

103名 11.入所現員

施設入所支援　 　65名
生活介護　　　 　91名
就労移行支援　 　4名
就労継続支援B型　112
名
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　      70名

社会福祉法人　敬仁会  4.経営主体 社会福祉法人　敬仁会

(職名)施設長（氏名)岡本登志夫

 10.施設定員

 8.設立年月日

 14.施設の内容
　（利用対象者)

障害者総合支援法による施設入所支援・生活介護・短期入所・就労移行支援・就労継
続支援Ｂ型・グループホーム・計画相談支援を倉吉市山根･上井地区及び琴浦町におい
て運営している施設である。
支援対象者は障害により自活並びに就労が困難な１８歳以上の知的障がい者、精神障
がい者及び身体障がい者で、入所又は通所により、必要な生活訓練・就労訓練を行い
ながら、社会生活を目指します。

 15.支援方法 ・ご利用者が主体的に生活できるような福祉サービスの提供と、個別支援計画に添っ
　た支援を行っています。
・ご利用者の生活の場として、快適な環境と安心・安全な支援を行っています。
・ご利用者の就労の場として、様々な作業部門（製麺部門・受託作業部門等）を用意
し、施設内だけでなく、施設外でも就労支援を行っています。
・リハビリテーション機能を持ちその充実を図っています。

 16.主な行事
　（実施日）

４月：花見　　　　　　５月：運動会　　　　　６月：ふれあいはあとまつり
８月：成人式　　　　　９月：旅行、敬老会　１２月：クリスマス会、忘年会
１月：初釜、新年会　　２月：節分　　　　　　３月：ひなまつり、やよい会

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料）

平成３０年度　　社会福祉施設の概要

 5.所在地：〒682-0023
　　　　　　倉吉市山根５５－３９

 6.TEL 26-0480　HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.med-wel.jp
   FAX 26-0483　E-mail kaikan@med-wel.jp

平成7年8月1日

施設入所支援　　　65名
生活介護　　　 　 80名
短期入所　　　　　 5名
就労移行支援　　　 6名
就労継続支援B型 　94名
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 　　　　73名
相談支援

 9.職員数

障がい者支援施設(多機能型事業所)  2.施設名 敬仁会館

 18.ボランティア
　 の受入内容
　（予定･希望を
    含む）

(1)活動内容
・県社会福祉協議会
　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業受入
・中､高生のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ体験
　事業受入
・行事などの援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入
・クラブ活動の専門的講師、
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入
　(茶道､花道､音楽など）

(2)活動場所
・敬仁会館内
・行事などの場所
・クラブ活動場所
（主に敬仁会館内）

(3)活動期間・時間
・体験事業：夏休み期間中など
1週間程度
・行事など援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：行事
実施期間の時間中
・クラブ活動：1～1.5時間程度

 12.職員構成 （生活介護･施設入所支援）42名、（就労移行）2名、（就労Ｂ型）22名、（GH）36
名、
（相談支援）1名
施設長、管理者、サービス管理責任者、看護師、管理栄養士、事務員、生活支援員、
職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、世話人、相談員、調理員

 13.施設のあゆみ
昭和３４年みどり町で開設した救護施設が前身であり、３７年の施設運営と利用者の
援助方法を基に平成７年８月に救護施設を廃止し、同時に知的障がい者の施設として
現在地で再出発した。平成２４年３月には、３障がいを対象とした障害者支援施設等
の障害者自立支援法（当時）施設へ施設体系を移行した。

 17.地域、他施設
 　との交流･連携
   状況

保育園交流会、各事業所・福祉の店・量販店等での展示即売、球技大会・障がい者ス
ポーツ大会・障がい者グラウンドゴルフ大会等の参加、地区並びに他施設の運動会の
参加、各施設行事・地域行事等での屋台出店、地域行事への参加、自施設行事への招
待



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料）  

1.施設区分 障害者支援施設  2.施設名 ヴェルヴェチア 

 3.設置主体 社会福祉法人 十仁会  4.経営主体 社会福祉法人 十仁会 

 5.所在地: 〒６８２－０８４１ 

      倉吉市大宮４５１－１ 

6.TEL ２８－６７８１ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.veruvetia.or.jp 

FAX  ２８－６７７５ E-mail: veru@veruvetia.or.jp 

 7.施設長名 (職名)施設長 （氏名）松下  昇     8.設立年月日 平成８年５月１日 

 9.職員数 ５１名  10.施設定員 ５０名  11.入所現員   ５１名 

12.職員構成 

 

施設長１  課長１  事務員２  サービス管理責任者１  ケアワーカー２７  介助員５            

看護師４  管理栄養士１  理学療法士１  調理員５  警備員３  嘱託医（１）   

13.施設のあゆみ 平成 ７年３月 ７日  社会福祉法人認可 

   ７年８月１７日  建築着工 

   ８年３月２０日  完成 

  ８年４月２０日  竣工式 

   ８年５月  1日 施設開設 

  ２３年６月  1日  障害者支援施設へ移行 

14.施設の内容 ヴェルヴェチアでは、重い障がいのため日々の暮らしに多くの介助や医療的ケアを要する利用者の

日中の生活を支援する生活介護事業、夜間の生活を支援する施設入所支援事業を実施しています。 

また、利用者全員が車いす、補装具等を使用しているため、それらに伴う申請手続きも行っていま

す。 

15.支援方針 

（施設の方針） 

 当施設は利用者の意思を尊重すると共に、障がい者、健常者の別なく対等な人間関係を目指します。

施設生活は、可能な限り『当たり前の生活』を目指し、『地域の中で生きる生活』の実現に努めます。 

 私たち職員は、人の境遇をわが身に置き換える想像力と軽いフットワークを身につけ、誰に対して

も優しく親切に行動します。 

16.主な行事 

 （実施月） 

（４月）花見会  （５月）（６月）個別外出  （７月）（８月）地域の夏祭り参加 

（９月）（１０月）個別外出  （１２月）クリスマス等  （１月）新年会 

（３月）個別外出 

毎月の行事として、クラブ活動（生花）、各ユニットでの行事 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

・希望があれば実習生、視察者を受け入れている。 

・施設行事で中部地区地域の夏祭りなどに参加し、交流を図っている。 

・防災組織として、消火・避難訓練には、地元大宮消防団との合同訓練を実施、また、大宮消防団長

宅に非常通報装置による通報が入るようになっている。H22年 12月スプリンクラー設置 

18.ボランティアの

受入内容 

 （予定・希望を 

  含む） 

(１)活動内容 

・クラブ活動指導（生花・書道等） 

・繕い仕事 

・お話し会 

・傾聴ボランティア 

・施設内外の清掃 

・各種行事等の補助 

・喫茶コーナーの手伝い 

 

 

(２)活動場所 

・施設内 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

・随時 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 就労継続支援Ｂ型事業所  2.施設名 ライトピア 

 3.設置主体 社会福祉法人 光の家  4.経営主体 社会福祉法人 光の家 

 5.所在地: 〒682-0017 

      倉吉市清谷町１丁目２５４番地２ 

6.TEL ２６－４２２８ ホームページアドレス 

http://care-net.biz/31/hikari 

FAX  ２７―０７７５  E-mail  hikari3@able.ocn.ne.jp 

 7.施設長名 (職名)代表 （氏名）松井 徳之  8.設立年月日 平成１６年１０月 

 9.職員数      ５名  10.施設定員     ２０ 名 11.通所現員    １７ 名 

12.職員構成 管理者サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、目標工賃達成指導員 

13.施設のあゆみ 昭和５３年、視覚障害者福祉センター光の家として、鍼灸、マッサージの事業をしながら、上井療育

園を譲り受け開設。平成１３年６月、現在地に新築移転。平成１６年１０月社会福祉法人光の家ライト

ピアとして厚生労働省より認可。 

平成２１年３月障害者自立支援法に基づく「就労継続支援（Ｂ型）事業所」として認可。 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

鍼灸マッサージ、軽作業（菓子箱折り、農産物の販売、 

点字名刺の作成）等諸々の社会参加の場作りとしての事業、生活活動の場作り。 

15.支援方針 障がいのある方が持てる能力を生かし、共同作業等を通じて社会に適応するための能力・技能を 

身につけ自立更生を図る。 

16.主な行事 

 （実施日） 

地域の方との交流、月１回のレクリエーション、研修旅行、毎月１回の誕生会 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

地域と共同活動することで、交流・連携している。 

 

 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の 

受入内容 

 （予定・希望を 

  含む） 

 

(１)活動内容 

・小・中学生との体験学習 

・地域社会よりのボランティア

の受け入れ   

 

 

 

 

 

 

(２)活動場所 

  ライトピア 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

  年間を通し  

９：００～１６：００ 

  活動期間、時間等は相談 

  に応じます。 

 

 

 

 

 

  



平成２９年度 社会福祉施設の概要

１．施設区分 障がい者福祉サービス事業所

３．設置主体

６．TEL ２６－６７３０ URL:http://www.ha-topia.org/

　　FAX ２６－６７３０ E-mail　ha-topia@apionet.or.jp

７．施設長名 　平成２１年　４月　１日

９．職員数 １０．施設定員 ２5名 １１．入所現員 ２７名

１２．職員構成 所長１名　　　指導員4名　　　補助指導員7名

１３．施設のあゆみ

１４．施設の内容 通所施設。月曜日～金曜日の週５日。９時～１６時の生活時間

　　　（利用者対象者）

（２）縫製部門　（ブックファーストバッグ,トートバッグ、エコバッグの作成）

（３）給食サービス（独居高齢者配食、はーとぴあの食卓）

（４）文化・文芸活動（字手紙教室、短歌の会、演劇）月１

（５）スポーツ教室(ソフトバレー月２回、ラージボール卓球月２回

（６）コーラス部（わくわくコンサート）

１５．支援方針

１６．主な行事 １、所内研修（毎月）、　所外研修会　５月、１２月、２月。

　（実施日） ２、地区老人クラブ交流グランドゴルフ大会　１０月

３、地域芸能を学ぶ（随時）

４、精神障害者ソフトバレーボール大会　１０月

５、アビリンピック６月

６、総合芸術「文化祭（とりアート　１０月、１１月、１２月、２月）

７、障がい者スポーツ大会　２月

８、嘱託医講演及びミーティング

１７．地域、他施設と 地区老人クラブ交流茶会

　　の交流・連携状況 中学生とのスポーツ交流とレク交流

地区文化祭

１８．ボランティア・ （１）活動内容 （２）活動場所 （３）活動期間・時間

地域交流の受入 ラージボール教室 　　スポーツセンター 年間を通して１３：３０～１６：００

内容 ソフトバレー教室 　　　　体文 年間を通して１３：３０～１６：００

傾聴ボランティア４人 作業所内 　10時～１２時内

（予定・希望含む）

　　　　　

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料）

２．施設名 　　はーとぴあ創造

特定非営利活動法人　創造 ４．経営主体 特定非営利活動法人　創造

（１）作業部　　企業の受託

 

５．所在地：　〒　６８２－００２５

　　　　　　　　　　 倉吉市八屋３０１－１

（職名）所長　（氏名）竹森民枝 ８．設立年月日

　　　　　　１2名

精神障がい者小規模作業所しらゆり作業所から、平成２１年４月１日より、NPO法人創
造＝障がい福祉サービス事業所はーとぴあ創造となる。

http://www.ha-topia.org/


平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 就労継続支援Ｂ型事業  2.施設名 向山ブルースカイ 

 3.設置主体 社会福祉法人 みのり福祉会  4.経営主体 社会福祉法人 みのり福祉会 

 5.所在地: 〒682-0913 

倉吉市和田東町向山 914-58 の２ 

6.TEL 22－8778 ホームページアドレス http://minori fukusikai.com 

FAX  22―8776   E-mail  m-bluesky@siren.ocn.ne.jp  

 7.施設長名 (職名)施設長   （氏名）西坂 孝  8.設立年月日 平成３年４月 1 日 

 9.職員数      ８名  10.施設定員     ２０名 11.通所現員     ２７名 

12.職員構成 施設長１名、サービス管理責任者１名、生活支援員１名、職業指導員 5 名、嘱託医（１名） 

13.施設のあゆみ 平成３年４月 鳥取県内初の身体障害者通所授産施設として開設 

平成２４年３月 就労継続支援Ｂ型事業に移行 

          お菓子工房「トリシエ」（自主製品）展開 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

障がい（身体、知的、精神）のある方を対象に通所希望者を受け入れ、作業訓練を中心とした規則正し

い共同生活の中で、社会参加・一般就労を目標に、生活支援・就労支援など個々のニーズに応じた支

援を行う。 

 

15.支援方針 ・利用者の意思及び人権を尊重し、個々の活動実態を検討して安全、安心、快適なサービスを提供す

る。 

・自立と社会参加を目指し、障がいに応じた適切な生活、職業支援を行う。 

・地域、家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村や他の関係機関との連携に努める。 

16.主な行事 

 （実施日） 

・４月 花見 ・５月 端午の節句会、合同運動会 ・６月 ちまき作り、市身体障害者体育大会  

・７月 七夕会、小遠足・８月 納涼会 ・９月 一泊研修旅行、県障害者体育大会 

・10月 小遠足 ・11月 合同作品展・12月 クリスマス会、忘年会 ・１月 とんど祭り 

・２月 節分豆まき ・３月 桃の節句会、記念撮影 

・毎月 第２、４金曜日 クラブ活動 ・利用者に誕生者のある月 誕生会 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

・合同運動会で西倉吉保育園、みのり保育園、向山保育園、社小学校４年生と交流。 

・地域交流の場として作品展を実施。  

・福祉施設、学校などの作業実習生の受け入れにより、開かれた施設を目指す。 

・お菓子工房「トリシエ」の販売を通じ、地域住民、他施設と交流。 

18.ボランティア・ 

地域交流の 

受入内容 

 （予定・希望を 

  含む） 

 

(１)活動内容 

・受託作業の手伝い 

・利用者との交流 

・施設内清掃 

 

 

 

 

 

(２)活動場所 

・施設内及び施設周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

・随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://minori/


平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 無認可小規模作業所  2.施設名 さくら共同作業所 

 3.設置主体   4.経営主体  

 5.所在地: 〒682-0021 

倉吉市上井７８３－３ 

6.TEL 26-5203     ホームページアドレス  

FAX  26-5203       E-mail             

 7.施設長名 代表      森本 みどり  8.設立年月日 ２００１年５月１４日 

 9.職員数 ２名  10.施設定員 ９名  11.入所現員 ６名 

12.職員構成 代表（サービス管理責任者・社会福祉主事）、職業指導員 1 名 

13.施設のあゆみ ２００１年５月１４日 無認可小規模作業所として設立 

２００２年 4 月 1 日 県条例の改正により、小規模作業所として認定 

２０１２年４月１日 県条例廃止により、NPO 法人きらら女川に吸収合併。就労継続支援 B

型に移行。 

２０１５年５月 きらら女川と３０分以上離れているため B 型取消しとなり、従来の無認可小

規模作業所として継続中。 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

利用対象者：難病患者・高齢者・ひきこもりの方等どなたでも 

 

15.支援方針 作業所の理念 

１ 誰もが気兼ねなく寄り合える場 

２ 誰もが働くことのできる場 

３ 地域の財産となるような作業所を目指す 

これから障害者手帳や基礎年金の申請をしようと思っている方に無料でお手伝いしています。

難病者・障がい者・高齢者の療養・暮らしに便利なものを製作・販売しています。すてっぷと

して、ご参加ください。 

16.主な行事 

 （実施日） 

10 月 26 日（金）～28 日（日）、さくら展（展示・販売・見学） 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

きょうされん（旧称：共同作業所全国連絡会）鳥取支部に加盟し交流・研修等を行っている。 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

【羊の原毛処理】 

洗い、干し、手でほぐし機械

（電動カーダー）で綿状にす

る。 

【織り】 

 

利用者・スタッフと一緒に、

できにくい部分、量的に足り

ないところをお手伝いくださ

い。 

(２)活動場所 

 さくら共同作業所内 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

 要相談 

 



 

平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

1.施設区分 
宿泊型自立訓練事業所 

（空床利用型短期入所事業所） 
2.施設名 

宿泊型自立訓練事業所あずさ 

（ショートステイあずさ） 

 3.設置主体 社会医療法人 仁厚会 4.経営主体 社会医療法人 仁厚会 

 5.所在地: 〒682-0023 

       倉吉市山根４３ 

6.TEL 26-4520 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.jinkoukai.or.jp/ 

FAX 26-4528   E-mail  azusa@med-wel.jp 

 7.施設長名 (職名)施設長 （氏名）早田博之  8.設立年月日 平成２４年３月２１日 

 9.職員数    ９ 名  10.施設定員    ４２ 名 11.入所現員   ３６ 名 

12.職員構成 管理者（兼務） １名  サービス管理責任者  １名   地域移行支援員  ３名（兼務） 

生活支援員  ４名（兼務） 

13.施設のあゆみ 平成２４年３月の新体系移行に伴い、旧社会復帰施設援護寮（定員２０名）、福祉ホームＢ型（定員２

０名）及び障害者自立支援法における障害福祉サービスの短期入所（定員２名）を廃止し、宿泊型自

立訓練事業所（定員４２名）に移行した。さらに、平成２６年４月１日より空床利用型短期入所事業

の開始をしている。 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

【宿泊型自立訓練】 

日中、一般就労や外部の障害福祉サービス並びに同一敷地内の日中活動サービスを利用している障

がい者であって地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・

向上のための訓練を行う。 

【短期入所】 

 可能な限りその地域における生活が継続できるよう、短期間の施設利用を必要とする障がい者に対

して短期的な施設利用を提供し日常生活上の支援を提供する。 

15.支援方針 【宿泊型自立訓練】 

障がい者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、日中、一般就労や障害福祉

サービスを利用している利用者に対し、帰宅後に食事や家事等の生活能力の維持・向上のための訓練

を行うとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整等を行い、積極的な地域移行の推進を図る。

また、関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな自立訓練（生活訓練）

サービスの提供を行う。 

【短期入所】 

短期間の入所を必要とする障がい者等に対して、短期的な施設利用を提供して日常生活上の支援等

を提供する。また利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。関係市町村、地域の保健・福

祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

16.主な行事 

 （実施日） 

ふれあいはあとまつり（６月） 

防災訓練（年２回） 

防災教室（年２回） 

17.地域､他施設と

の交流･連携状況    

ふれあいはあと祭りを敬仁会と合同開催 

地域交流スペースの地域開放 

鳥取県精神障害者スポーツ大会等 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

各種催し物 

ふれあいはあと祭り 

(２)活動場所 

在宅医療福祉センター 

在宅医療福祉センター 

(３)活動期間・時間 

 平日 １時間程度 

 年１回（４時間程度） 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 
多機能型事業所(就労継続支援Ｂ型、

生活介護) 
 2.施設名 ボン・シャンス 

 3.設置主体 社会福祉法人 和  4.経営主体 社会福祉法人 和 

 5.所在地: 〒682-0018 

倉吉市福庭１丁目３６５番地２ 

6.TEL 26-7530    ホームページアドレス  http://nagomi2003.jp/ 

FAX  26-6102     E-mail  nagomi21@amber.plala.or.jp            

 7.施設長名 (職名) 施設長（氏名）八渡和仁  8.設立年月日 平成１６年２月１日 

 9.職員数 ２０名  10.施設定員 ４０名  11.通所現員 ４０名 

12.職員構成 
施設長、事務長、サービス管理責任者、看護師、生活支援員、職業指導員、栄養士、調理員、

事務員 

13.施設のあゆみ H16.2.1   ボン・シャンス開設(定員４０名) 

H17.4.1   ボン・シャンス分場もなみ開設(定員１５名) 

H22.3.1   就労継続支援Ｂ型事業所(定員５５名) 

H24.4.1   多機能型事業所(就労継続支援Ｂ型、生活介護)(定員６０名) 

H27.4.1   共生ホームこころの独立に伴い、定員数を変更。(定員４０名) 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

就労継続支援Ｂ型は、知的障がい者の方が主として通所利用されており、一般就労が困難な方

が、様々な作業に取り組んでおられます。 

作業種別としては、弁当販売、農業、洗濯、棚卸、軽作業等。 

生活介護は、それぞれの障がい特性に沿ったプログラムに従って、個別活動や団体活動をして

おられます。主として、自閉症・発達障がい(強度発達障がいを含む)の方が利用されています。 

 

15.支援方針 利用者の日中活動の拠点として、より良く・実りのある地域生活が可能となるように、様々な

支援を提供していく事を支援方針としています。 

 

16.主な行事 

 （実施日） 

花見(４月)、グラウンドや体育館を使ったスポーツ練習(５月・６月)、球技大会(７月) 

グラウンドゴルフ・海水浴(８月)、一泊旅行・日帰り旅行(１１月)、クリスマス会(１２月) 

初詣(１月)、年度末反省会(３月) 

 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

倉吉養護学校や県内外の社会福祉協議会、他法人等の実習や施設見学等の受け入れをしていま

す。 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

レクリエーション(スポーツ、

カラオケ、遠足、その他) 

 

(２)活動場所 

施設内、体育館、運動場、屋

外施設 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

月２回土曜日 

 9:00 ～ 15:00 

 

 

 

 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 
多機能型事業所(就労継続支援Ｂ型、

生活介護) 
 2.施設名 もなみ 

 3.設置主体 社会福祉法人 和  4.経営主体 社会福祉法人 和 

 5.所在地: 〒682-0885 

倉吉市堺町２丁目２３９－３８ 

6.TEL 24-5527    ホームページアドレス  http://nagomi2003.jp/ 

FAX  24-5528     E-mail  nagomi21@amber.plala.or.jp            

 7.施設長名 (職名) 施設長（氏名）八渡和仁  8.設立年月日 平成２５年４月２日 

 9.職員数 １８名  10.施設定員 ４０名  11.通所現員 ４１名 

12.職員構成 施設長、サービス管理責任者、看護師、生活支援員、職業指導員、調理員、事務員 

13.施設のあゆみ H17.4.1   ボン・シャンス分場もなみ開設(定員１５名) 

H25.4.2   多機能型事業所(就労継続支援Ｂ型、生活介護)(定員４０名)として、ボン・シャン 

スより独立。 

 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

就労継続支援Ｂ型は、知的障がい者の方が主として通所利用されており、一般就労が困難な方

が、様々な作業に取り組んでおられます。 

[作業種別] 

Ｂ型・生活介護 ・・おからのお菓子(揚げ菓子・クッキー)、洗濯、軽作業 

白壁倶楽部(Ｂ型)・・レストラン＆カフェ、歌声喫茶、レストランウエディング 

夢倉(Ｂ型)・・・・・軽食喫茶、はこた人形工房併設 

生活介護は、それぞれの障がい特性に沿ったプログラムに従って、個別活動や団体活動をして

おられます。主として、自閉症・発達障がい(強度発達障がいを含む)の方が利用されています。 

 

15.支援方針 利用者の日中活動の拠点として、より良く・実りのある地域生活が可能となるように、様々な

支援を提供していく事を支援方針としています。 

 

16.主な行事 

 （実施日） 

花見(４月)、グラウンドや体育館を使ったスポーツ練習(５月・６月)、球技大会(７月) 

グラウンドゴルフ・海水浴(８月)、一泊旅行・日帰り旅行(１１月)、クリスマス会(１２月) 

初詣(１月)、年度末反省会(３月) 

 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

倉吉養護学校や県内外の社会福祉協議会、他法人等の実習や施設見学等の受け入れをしていま

す。 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

レクリエーション(スポーツ、

カラオケ、遠足、その他) 

 

(２)活動場所 

施設内、体育館、運動場、屋

外施設 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

月２回土曜日 

 9:00 ～ 15:00 

 

 

 

 

 



平成３０年度  社会福祉施設の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.施設区分 
多機能型事業所(就労継続支援Ｂ型、

放課後等デイサービス、短期入所) 
 2.施設名 共生ホームこころ 

 3.設置主体 社会福祉法人 和  4.経営主体 社会福祉法人 和 

 5.所在地: 〒682-0885 

倉吉市堺町２丁目２３９－８７ 

6.TEL 27-2777、27-0058    ホームページアドレス  http://nagomi2003.jp/ 

FAX  27-2778、27-0059     E-mail  kokoro21@ebony.plala.or.jp            

 7.施設長名 (職名) 施設長（氏名）石丸佳典  8.設立年月日 平成２７年４月１日 

 9.職員数 １４名  10.施設定員 ２０名  11.通所現員 ２０名 

12.職員構成 
施設長、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、看護師、生活支援員、児童指導員、

栄養士、調理員 

13.施設のあゆみ H24.6.1   ボン・シャンスの従たる施設として、共生ホームこころ(生活介護)開設(定員１０ 

名) 

H27.4.1   単独の施設として、ボン・シャンスより独立。多機能型事業所(生活介護・放課後 

     等デイサービス) 

14.施設の内容 

（利用対象者） 

中部圏域において、社会資源として極端に不足している重症心身障がい児・者の方を主たる対

象とした生活介護及び放課後等デイサービス。更に、上記の方々を対象とした短期入所も行っ

ている。 

15.支援方針 障がい児・者の方々の個別の障がい特性について十分な配慮を行い、基本的人権の尊重を基本

としながら、日常生活・社会生活を営むことが可能となるように、生産活動や創造的活動等の

提供を行うことを支援方針としています。 

 

16.主な行事 

 （実施日） 

花見(４月)、買い物行事(６月・７月)、紅葉狩り(１０月)、日帰り旅行(１１月)、クリスマス会(１

２月)、初詣(１月)、その他、通年行事として、ワークショップ(ダンスや切り絵)。プロの音楽

家の方による音楽会を年１回開催。 

 

17.地域､他施設と

の交流･連携 

状況    

倉吉養護学校や他法人等の実習や施設見学等の受け入れをしています。 

 

18.ボランティア・ 

地域交流の受入 

内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

レクリエーション(スポーツ、

カラオケ、遠足、ドライブ、

その他) 

 

(２)活動場所 

施設内、体育館、運動場、屋

外施設 

 

 

 

 

 

 

 

(３)活動期間・時間 

土曜日、長期休暇時(児童) 

 9:00 ～ 17:30 の中の数時

間 

 

 

 

 

 



平成 30年度 保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 倉吉市立 倉吉西保育園  2.園長名 重道 加代子 

 3.設置主 体 倉吉市 5.TEL 0858（22）2687 Fax  0858（22）2687   

ホームページアドレス 

E-maiｌ  shigemichik @city.kurayoshi.ig.jp    
4.所在地：〒６８２－０８６３ 

      倉吉市余戸谷町２９７０－１ 

 6.設立年月日 昭和２７年４月１日  9.職員数 16名  

（職員構成）園長１名 保育士 13名（正規 3名・臨時 5名   

非常勤 5名）  調理員 2名(正規 1名 臨時 1名) 

 

 

 7.定員 ６０名  8.現員 ２６名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの） 鉄棒、積み木、とび箱、平均台、マット、ボール、フープ、ままごとコーナー、 

 絵本コーナー 巧技台など 

 
・屋外遊具（主なもの） 砂場、ブランコ、太鼓橋、鉄棒、竹馬、三輪車、スケーターなど 

・その他設備 

 プール、菜園畑   

11.運営状況 
保育方針 

個々の子どもの実態に即した保育課題を明らかにし、豊かな生活経験の中で、健全な心身

の発達を図り豊かな人間性を育成する。 

主な行事 

（実施日） 

誕生会(毎月)、食育の日（毎月）親子遠足（4/21）、プール開き（6/19）保育参加日（6/5・

6/12）お茶会（毎月）ちまき作り(6/7)、七夕まつり(7/6)、講演会（８月）運動会（9/22）

遠足(10月)、クリスマス会、発表会（12月）お別れ会、お別れ遠足（3月） 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有  （ 産休明けから） 

延長保育 有  （ 19時 20分まで） 

障がい児保育 有 

一時保育 無 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

地域の行事に参加（明倫まつり・夏まつり・文化祭など）、児童館との交流(幼児教室)、

明倫小学生・ひまわり保育園・テレジア幼稚園との接続事業交流、オープンデー（毎週月・

木曜日に未就園児に園開放）、老人施設との交流、はばたき人権文化センターとの交流（に

こにこサロンへの参加など） 

倉吉人権文化センターとの交流（観劇など） 

民生委員・第３者委員行事参加(ちまき作り)  

 

    

 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

 

12.ボランティアの受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・お話したんぽぽ 

・中学生の体験学習 

・民生児童委員 

・鳥取短大生実習 

 

(１)活動内容 

 

・絵本の読み聞かせ 

・保育の手伝い 

・ちまき作り 

(２)活動場所 

 

・園内 

 

 

(３)活動期間・時間 

 

・隔月 1回 

  9時 30分から 30分程度 

・年１回 

  



平成３０年度  保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 倉吉市立西郷保育園  2.園長名 森 真希子 

 3.設置主 体 倉吉市 5.TEL ２６－２６４６   Fax  ２６－２６４６   

ホームページアドレス 

E-mail  morima@city.kurayoshi.lg.jp 
4.所在地：〒６８２－００３１ 

     倉吉市下余戸１２９－１ 

 6.設立年月日 昭和２６年２月１０日  9.職員数 １７ 名  

（職員構成）園長 １名・保育士 １０名・調理員 3名・ 

            パート３名  7.定員 ８０名  8.現員 ６２名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの） 鉄棒、積み木、フラフープ、平均台、マット、ロールマット、跳び箱、ボール、 

 ままごと道具、人形、ブロック、巧技台セット、トランポリン、飛び越し棒 

・屋外遊具（主なもの） すべり台、鉄棒、砂場、 

 ブランコ、登り棒、ジャングルジム、太鼓橋、サッカーゴール 

・その他設備  プール 

 11.運営状況 

 
保育方針 

・家庭及び地域と連携を図りながら、一人ひとりの子どもの全面発達を保障する。 

・子どもの自尊感情を育み、人権意識を高めながらお互いの違いを認め合い、よりよい仲

間関係をつくる子どもを育成する。 

主な行事 

（実施日） 

親子遠足・花まつり（極楽寺）参加・子ども週間・ちまき作り・保育参加日（クラス懇談・

試食会）・七夕まつり・プール参観日・運動会・サラバンダ参加・人権教育講演会 

・生活発表会・お茶会・クリスマス会・ひなまつり会・お別れ会・お別れ遠足・クッキン

グ等 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有  （ 産休明けから） 

延長保育 有  

障がい児保育 有 

一時保育 無 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

・地区老人クラブとの交流 ・地区更生保護女性会との交流 

・地域公民館行事に参加  ・小学 4年生との交流  ・小学校の先生が夏季保育実習 

・オープンデー「ひよこクラブ」（毎週木曜日） 

・倉吉総合看護専門学校・鳥取短期大学の実習の受け入れ 

 その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

・お茶会   

 

 

12.ボランティア・地域交流

の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

 

(１) 活動内容 

・保育補助 

・環境整備 

(２)活動場所 

・保育室 

・園庭 

・地域周辺 

 

 

(３)活動期間・時間 

８：３０～１７：００頃 

 

 

 

 



平成３０年度   保育所の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料）   

1.保 育 所 名 上井保育園（指定管理） 2.園長名 吉岡 麻弓 

3.設 置 主 体 倉吉市（社会福祉法人敬仁会が運営） 5.TEL ２６－０８６８  Fax ２７－６６５５ 

ホームページアドレス  

E-mail ｂａｂａｌ＠ｍｅｄ－ｗｅｌ．ｊｐ 

4.所在地：〒682-0018 

      倉吉市福庭町 2丁目 152 

6.設立年月日 平成 11年 4月 1日 9.職員数  １９ 名（職員構成）園長 １名、保育士 １４名、

調理員 ３名、その他 １名【看護師１名】 7.定員   ７５名 8.現員 ７４名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの） ボール、マット、跳び箱、平均台、巧技台、トレーニング鉄棒 

スクーターボード、ブロック、ままごと遊びセット、お人形他 

・屋外遊具（主なもの）  うんてい、ブランコ、砂場、鉄棒、サッカーゴール、登り棒、大型遊具、ジャン

グルジム 

・その他設備 プール設備、テラス 

11.運営状況 

保育方針 

・ 保育所、家庭、地域と堅密な連携の下に、子どもの全面的な成長発達を援助す

る。 

・ 子どもの自尊感情を育み、人権意識を高めながらお互いの違いを認め合い、共

に生きる豊かな仲間関係をつくる子どもを育成する。 

・  

主な行事 

（実施日） 

入園式（4月）、夏野菜苗植え（5月）、親子遠足（5月）、芋苗植え（5月）、ちまき

作り（6月）、七夕祭り（7月）、夏野菜収穫（7月～8月）、冬野菜苗植え（9月）、

運動会（10月）、芋掘り（10月～11月）、冬野菜収穫（11月～12月）、もちつき（11

月）、生活発表会（12月）、もちつき（12月）、豆まき（2月）、ひなまつり（3月）、

お別れ会（3 月）、退園式（3月） 

定期：健康診断、保育参観日、給食試食会、園外保育、お誕生会、お茶会、交通安

全指導、避難訓練、防犯訓練など 

特別保育 

実施状況 

乳児保育 ○有・無  （有の場合   ２ヶ月 から） 

延長保育 ○有・無  （有の場合 １９時２０分まで） 

障がい児保育  有・無 

一時保育 有・無 

休日保育 有・無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

近隣施設との交流会（毎月 2 回体操を行う）、近隣住民・ボランティアとの交流な

ど 

その他 

(独自に取り組んでいる事業) 
・農園活動 

12.ボランティア・地域交流の

受入内容 

（予定・希望を含む） 

① 絵本の読み聞かせ ３

名 

② 高校生 ３名 

 

(1)活動内容 

①3 歳以上児と 3 歳未満児に

別れ読み聞かせや手遊びな

どをしていただく。 

②保育室に入っていただき

子ども達の活動を見守り援

助を行う。また、子ども達の

仲間に加わり活動を楽しむ。 

(2)活動場所 

①保育室、遊戯室 

②保育室、遊戯室、園庭 

など 

(3)活動期間・時間 

①４５分／毎月×1日 

②③６時間／日×３日間 



平成３０年度  保育所の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

1.保 育 所 名 倉吉市立社保育園  2.園長名 泉 孝子 

 3.設 置 主 体 倉吉市 5.TEL 28－1755    Fax  28－1755 

ホームページアドレス 

E-mail  
4.所在地：〒682-0943 

     倉吉市国分寺 342-11 

 6.設立年月日 昭和 28年 11月 1日 
 9.職員数 ２０ 名  

（職員構成）園長 1名、保育士 １５名、調理員 3名 

      保育補助員 １名  7.定員 80名   8.現員 ７０名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの） 積み木、跳び箱、ボール、平均台、鉄棒、プレーバルーン、未満児用滑り台、 

フラフープ、カラートンネル、ままごとキッチン、ブロックマット（階段・滑り台）                                                                                                                                 

 ・屋外遊具（主なもの） ブランコ、滑り台、のぼり棒、鉄棒、太鼓橋、砂場、三輪車、竹馬、スケーター、 

          ジャングルジム、ネコ車 

 ・その他設備  プール、物置、菜園 

 

11.運営状況 

 

 

 

 

保育方針 

家庭及び地域社会と密接な関係を保ちながら、豊かな生活経験の中で、一人ひとりの子

どもの前面発達を保障し、心身ともに健康で差別を許さず、仲間とともに伸びていこう

とする素地を養う。 

主な行事 

（実施日） 

親子遠足、歯磨き指導、ちまきづくり、七夕まつり、平和の集い、保育参加日・試食会、

運動会、秋の遠足、祖父母参観日、クリスマス会、初点茶会、生活発表会、個人懇談、 

ひなまつりお茶会 等 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有 ・ 無   （有の場合 産休明けから） 

延長保育 有 ・ 無   （有の場合 19時 20分まで） 

障害児保育 有 ・ 無 

一時的保育 有 ・ 無 

休日保育 有 ・ 無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

・地区敬老会出演 ・地区五輪祭り ・地区老人クラブとの交流会（ちまきづくり、国

庁跡ひまわりの種まき、グランドゴルフ等） ・オープンデー（毎月・木曜日）保育園

を開放し、地域の未就園児と保護者を対象に育児相談や遊びの提供。 ・地区文化祭参

加  

・小学校との交流 ・陶芸教室 その他 

(独自に取り組んでいる事業)  

・地域の方によるお話会 ・子育て教室   

12.ボランティア・地域交流の 

受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・地域読み聞かせグループ 

「シャボン玉」 

・ディスカバリー（体験学習） 

   久米中学校 2年生 

・教職員職場体験 

   社小学校教員 

・老人クラブとの交流会 

 

 

・陶芸体験 

(１)活動内容 

  

 

・絵本の読み聞かせ 

 

・職場体験 

 

・保育所体験 

 

・ちまきづくり 

・グランドゴルフ 

 

・お茶会用皿作り 

(２)活動場所 

 

 

・保育園 

 

・保育園 

 

・保育園 

 

・保育園 

・歴史公園 ・保育園 

 

・未定 

(３)活動期間・時間 

  

 

・毎月 1回（10時～11時） 

 各年齢にあった絵本 

・未定 

 

・夏休み中(数回) 

 

・6月 1回(午前中) 

・９月  

 

・1月 1回(午前中) 



平成３０年度  保 育 所 の 概 要  

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 倉吉市立北谷保育園  2.園長名 青木 和佳 

 3.設置主 体 倉吉市 5.TEL ２８－１４１６   Fax  ２８－１４１６   

ホームページアドレス 

E-mail kitadani-h@ncn-k.net 
4.所在地：〒６８２－０６０６ 

      倉吉沢谷２８９－１ 

 6.設立年月日 昭和２９年８月１９日  9.職員数 １１名  

（職員構成）園長 １名 保育士８名・調理員 ２名 

 7.定員 ４５名  8.現員 ２９名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの ）大型積み木、平均台、跳び箱、トランポリン、鉄棒、巧技台セット、 

         マット、ボール、ブロック、ままごと道具、フラフープ、なわ、Ｓ棒 

・屋外遊具（主 な も の）ジャングルジム、砂場、ブランコ、鉄棒、三輪車、竹馬 

・その他設備 プール 

11.運営状況 

 
保育方針 

豊かな人間性を持った子どもを育成する 

主な行事 

（実施日） 

親子遠足、誕生会、子ども週間行事、ちまき作り、七夕まつり、お茶会、座禅、収穫祭、

運動会、園外保育、芋ほり、七五三、クリスマス会、生活発表会、ひなまつり、お別れ会、

保育参加日、給食試食会、クラス懇談、個人懇談 等 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有  （ 産休明けから） 

延長保育 有  （ １９時２０分まで） 

障がい児保育 有 

一時保育 無 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

・オープンデー（毎週月・水曜日）・ぬのこ祭り・北谷地区文化祭・更生保護女性会とち

まき作り・地区敬老会参加・さわやか人権フェスティバル・年長児クッキング活動 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

  

12.ボランティア・地域交流

の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・中学生の体験学習 

・地域の読み聞かせ 

 おはなし会（シャボン玉） 

・お茶会 

・座禅 

(１)活動内容 

 

 

・保育の手伝い 

 

・絵本の読み聞かせ 

・お茶の作法の指導 

・座禅指導 

(２)活動場所 

 

 

・保育園 

 

・保育園 

・保育園・お寺 

・お寺 

(３)活動期間・時間 

 

 

・７月に４日間 

・２ヶ月に１回 

10：30～11：00 

・年に４回 

・年に１回 

  



平成 30 年度  保育所の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

1.保 育 所 名 倉吉市立上小鴨保育園  2.園長名 寺谷 志津枝 

 3.設 置 主 体 倉吉市 5.TEL 28－0306    Fax  28－0306 

ホームページアドレス 

E-mail  
4.所在地：〒682-0846 

     倉吉市鴨河内 731－1 

 6.設立年月日 昭和 28 年 9 月 21 日 
 9.職員数 13 名  

（職員構成）園長 1 名、保育士 10 名、調理員 2 名 

その他  名  7.定員 60 名   8.現員 32 名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの） 積み木、跳び箱、ボール、平均台、鉄棒、プレーバルーン、ボールプール、絵本、 

フラフープ、カラートンネル、ままごとキッチン、技巧台                                                                                                                                 

 ・屋外遊具（主なもの） ブランコ、滑り台、のぼり棒、鉄棒、砂場、三輪車、竹馬、スケーター、 

          ジャングルジム、ネコ車 

 ・その他設備  プール、物置、雨水貯留槽 

11.運営状況 

 

 

 

 

保育方針 

○一人ひとりの子どもの発達課題を把握し全面的な発達を図る。 

○一人ひとりの人権を尊重、大切にする心と実践力を身につける。 

・自ら考えて行動する ・しなやかな心と体づくり ・豊かな感性をもち一人ひとりの

思いが大切にされる仲間づくり 

主な行事 

（実施日） 

・入園式 ・ちまきづくり ・七夕まつり ・親子遠足 ・運動会 ・祖父母参観日 

・生活発表会 ・クリスマス会 ・もちつき会 ・ひな祭り会 ・保育参加日試食会 

クラス懇談会 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有 ・ 無   （有の場合 産休明けから） 

延長保育 有 ・ 無   （有の場合 19 時 20 分まで） 

障害児保育 有 ・ 無 

一時的保育 有 ・ 無 

休日保育 有 ・ 無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

・地区敬老会出演 ・地区老人クラブとの交流会（ちまきづくり、グランドゴルフ等） 

・オープンデー（毎月･木曜日）保育園を開放し、地域の未就園児と保護者を対象に育

児相談や遊びの提供。 ・地区文化祭作品展示･演技出演参加 

・小学校との交流 ・5 機関連絡会(小学校、公民館、学童クラブ、人権文化センター、 

 保育園)定期的に実施 

その他 

(独自に取り組んでいる事業)  

・お話たんぽぽ ・あたごふれあい人権文化センターとの交流(月 1 回)  

・ひまわりの会 

12.ボランティア・地域交流の 

受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・地域読み聞かせグループ 

「お話たんぽぽ」 

・ディスカバリー（体験学習） 

 

・教職員職場体験 

   上小鴨小学校教員 

・老人クラブ女性会との 

交流会 

・上小鴨小学校との交流 

(１)活動内容 

 

 

・絵本の読み聞かせ 

 

・職場体験 

 

・保育所体験 

 

・ちまきづくり 

・グランドゴルフ 

・絵本の読み聞かせを保育士が 

小学校へ行っておこなう 

(２)活動場所 

 

 

・保育園 

 

・保育園 

 

・保育園 

 

・保育園 

・ふれあい広場 

・上小鴨小学校 

(３)活動期間・時間 

  

 

・毎月 1 回（10 時～11 時） 

 各年齢にあった絵本やお話 

・未定 

 

・夏休み中(数回) 

 

・6 月 1 回(2 時間程度) 

・検討中 1 回(午前中) 

・検討中 毎月 1 回 



平成３０年度 保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 倉吉市立灘手保育園  2.園長名  米田 美奈子 

 3.設置主 体 倉吉市 5.TEL（0858）22-5405      Fax（0858）22-5405 

ホームページアドレス 

E-maiｌ   yonedam@city.kurayoshi.lg.jp 
4.所在地：〒682-0904 

      倉吉市尾原 500-15 

 6.設立年月日 昭和 39年 4月 1日  9.職員数 11 名    

（職員構成）園長 1 名 保育士 8名 調理員 2名 

その他  名  7.定員 45名  8.現員   23名 

10.施設の内容 ・屋外遊具（主なもの） 

ブランコ、鉄棒、砂場、竹馬、三輪車、スケーター、ボール、サッカーゴール 

、 
・屋内遊具（主なもの） 

  積み木、跳び箱、鉄棒、マット、フープ、ボール、ブーブー車、平均台、巧技台一式 ほか 

・その他設備 

  プール 

11.運営状況 
保育方針 

・豊かな人間性を持ち、主体的に遊び、たくましく生きぬく子どもを育成する。 

・人権意識を高めあう中で、子どもの全面的な成長発達を支援する。 

主な行事 

（実施日） 

親子遠足(4/21)、子ども週間(5/7～5/11)、地域めぐり(5・6月、10・11月で週 1回ずつ)、

保育参観日・給食試食会・クラス懇談会、ちまき作り(6/7)、七夕祭り(7/6)、個人懇談、

プール遊び(6～8 月)、平和の集い(8/6)、人権保育講演会(8/2)、運動会(10/6)、お茶会

(10～3 月の月 1 回)、秋の遠足、陶芸教室、芋堀り、祖父母と遊ぼう(11/14)、七五三参

り(11/15)、発表会(12/8)、もちつき、クリスマス会(12/19)、新年お楽しみ会初釜(1/17)、

節分(2/1)、ひな祭り(3/1)、お別れ会、座禅、お別れ遠足 

菜園活動（玉葱・じゃがいも・夏野菜・いんげん・とうもろこし・かぼちゃ・白菜など） 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有（産休明けから） 

延長保育 有（19時 20分まで） 

障がい児保育 無 

一時保育 無 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

・地域の行事に参加（敬老会、地区・小学校合同運動会、灘手こーまい秋祭など） 

・地区老人クラブとの交流会、地区更生保護女性会との交流、小学 1・4年生との交流 

・オープンデー（毎週月・水曜日、未就園児に園を開放、育児相談、育児講座など実施） 

・地区合同避難訓練に参加 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

・地域めぐり（地区民生主任児童委員の方々に地域を案内してもらって歩く・・春秋） 

12.ボランティア・地域交流

の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・がらがらどん 

・民生児童委員 

・老人クラブ 

 

・更生保護女性会 

 

・灘ぴー応援隊（灘手公民館） 

(１)活動内容 

 

 

① 絵本の読み聞かせ 

② 地域めぐり 

③ ちまき作り、 

 グランドゴルフ 

④ ちまき作り 

⑤ お茶会 

⑥ 剪定・草刈り 

(２)活動場所 

 

 

 いずれも灘手保育園 

(３)活動期間・時間 

 

 

① 2か月 1回、30分～40分 

② 年 8回、1時間 30分 

③ 年 1回、2時間 

④ 年 1回、2時間 

⑤ 年 1回、2時間 

⑥ 年 6回、１時間 

⑦ 年数回、その都度約１時間 

 



平成３０年度  保育所の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

1.保育所名  倉吉市立小鴨保育園  2.園長名 石賀 公子 

 3.設置主体  倉吉市 5.TEL ２８－２８３６   Fax   ２８－２８３６  

ホームページアドレス 

E-mail ogamo-ho@city.kurayoshi.lg.jp 
4.所在地：〒６８２－０８５６ 

     倉吉市中河原５５１－１      

 6.設立年月日 昭和３９年 
 9.職員数名  

（職員構成）園長 １名、保育士 １８名、調理員 ３名、

その他 １名【        】  7.定員 ９０ 名  8.現員 ７０ 名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの）積み木・跳び箱・平均台・マット・ボール・ブロック・トランポリン・カラーフープ 

  Ｓ棒・鉄棒・巧技台・絵本・ままごと・ツインスライドトンネルクライマー 

 ・屋外遊具（主なもの）砂場・ブランコ・ジャングルジム・うんてい・滑り台・三輪車・スケーター・竹馬 

 

・その他設備 プール（以上児用・未満児用） 

 

11.運営状況 

 

 

 

 

保育方針 

・ 家庭や地域社会との連携を図り、保護者の協力の下に家庭養育の補完を行う 

・ 子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を充分に発揮し 

ながら活動できるようにし、健全な心身の発達を図る 

・ 養護と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子どもを育成する 

・ 地域における、子育て支援のために乳幼児などの保育に関する相談に応じ、助言するな 

どの社会的役割を果たす 

・「部落差別をはじめあらゆる差別をなくする」という人権を大切にした保育を推進する 

主な行事 

（実施日） 

親子遠足・保育参加日・菜園活動（サツマイモ・たまねぎ・夏野菜・ジャガイモ・スナ

ックエンドウほか）七夕まつり・運動会・祖父母参加日（ちまきづくり・もちつき）・

ボテ茶会・クリスマス会・発表会・ひな祭りなど 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有 ・ 無   （有の場合  産休明け  から） 

延長保育 有 ・ 無   （有の場合 １９時２０分まで） 

障害児保育 有 ・ 無 

一時的保育 有 ・ 無 

休日保育 有 ・ 無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

・小学校、中学校、児童センター、倉吉養護学校、公民館、人権文化センター 

・老人施設、民生児童委員 

・未就園児オープンデー 

その他 

(独自に取り組んでいる事業)  

 

12.ボランティア・地域交流の 

受入内容 

 （予定・希望を含む） 

 

(１)活動内容 

・鳥取短大生実習・ボランティア 

・中学生サマーボランティア 

・おはなしたんぽぽ 

・人権文化センターとの交流 

・民生委員との交流 

・更生保護女性会との交流 

・小鴨児童センターとの交流 

 

(２)活動場所 

   

(３)活動期間・時間 

  



平成３０年度  保育所の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 倉吉市立高城保育園  2.園長名 岩田 育子 

 3.設置主 体 倉吉市 5.TEL ２８－２２０２     Fax0858-28-2202   

ホームページアドレス 

E-mail  
4.所在地：〒６８２－０６４２ 

      倉吉市上福田 1104 

 6.設立年月日 昭和４１年１月１日  9.職員数  １４名  

（職員構成）園長 １名 保育士１１名 調理員 ２名  

  7.定員 ９０名  8.現員 ５２名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの）･･･積み木、すべり台、跳び箱、マット、鉄棒、ジャンボマット、平均台、 

フープ、ボール、絵本コーナー、ままごとコーナーなど 

・屋外遊具（主なもの）･･･すべり台、ブランコ、鉄棒、機関車型ジャングルジム、うんてい、のぼり棒、

砂場、まさ山 

・その他設備･･･プール（大・小）、 

11.運営状況 

 

保育方針 
一人一人の子どもの状態や生活実態を把握し、色々な経験を通して豊かな人間性をもった

子どもを育成する。 

主な行事 

（実施日） 

○保育参観日と試食会 ○園外保育 ○親子遠足（春） ○秋の遠足 ○菜園活動（たま

ねぎ・夏野菜・じゃがいも・さつまいもなど） ○ちまき作り（祖父母参観日） ○七夕

まつり ○魚のつかみどり ○運動会 ○ボテ茶会 ○クルクルランド ○お茶会  

○生活発表会 ○クリスマス会 ○節分 ○ひな祭り ○おわかれ会 ○誕生会 など 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有  （ 産休明けから） 

延長保育 有  （ １９時２０分まで） 

障がい児保育 有 

一時預かり保育 有 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

○地域の方との交流 ○祖父母との交流 ○高城地区敬老会に出演 ○高城まつり出演 

○オープンデー（わんぱくクラブ）毎週２回火・金曜日･･･（保育園を開放し、乳幼児や

保護者同士の交流、育児講座、育児相談を実施） ○たけのこお話し会（読み聞かせボラ

ンティア） ○さわやか人権文化センター交流会（北谷保育園等と） など 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

○小学校・児童センターとの交流 ○ボテ茶会（地域の方からの伝承） 

○食育活動(菜園活動、クッキング、食育集会、スープデー) ○魚のつかみどり（地域の

方にお世話になって） 

 

12.ボランティア・地域交流

の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

(１)活動内容 

・職場体験の受け入れ（久米中） 

   

・絵本の読み聞かせ ／地域 

（おはなしサークル たけのこ） 

 

・小学生との交流（高城小学校） 

 

・社協ボランティア 

(２)活動場所 

・保育園 

 

・保育園 

 

 

・保育園、高城小学校 

 

・保育園 

(３)活動期間・時間 

・６/２６（火）～２９（金） 

 

・毎月１回 

 

 

・年間を通して交流 

 

・未定 

  



平成３０年度  保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 倉吉市立関金保育園  2.園長名 亀本恵美 

 3.設置主 体 倉吉市 5.TEL ４５－２８５３   Fax  ４５－２８５３ 

ホームページアドレス 

E-mail kamemotom＠city.kurayoshi.lg.jp 
4.所在地：〒６８２－０４１１ 

      倉吉市関金町関金宿 2830-2 

 6.設立年月日 昭和５８年４月１日 
 9.職員数  ２６ 名 

（職員構成）園長１名  保育士 18名 ・調理員３名 

その他 ４名【バス運転手・添乗員】  7.定員 ９０ 名  8.現員 ８４ 名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの）大型トランポリン、積木、巧技台、ブロックマット 

・屋外遊具（主なもの）ブランコ、ジャングルジム、のぼり棒、鉄棒 

・その他設備 プール、床暖房 

11.運営状況 

 

保育方針 

・家庭及び地域と連携を図りながら、一人ひとりの子どもの全面発達を保障する     

・子どもの自尊感情を育み、人権意識を高めながらお互いの違いを認め合い 

より良い仲間関係をつくる 

主な行事 

（実施日） 

親子遠足（５・１２）、ちまき作り（６・１４）七夕祭り（7・７）、運動会（10・

６）、餅つき（11・1）生活発表会（12・８）クリスマス会（12・21）等 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有  （ 産休明けから） 

延長保育 有  （ １９時２０分まで） 

障がい児保育 有 

一時的保育 有 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

・関金小学校・鴨川中学校・老人施設・児童館・民生委員との交流 

・鴨川中学校区同和教育同和教育研究会 

・関金図書館 

その他 

(独自に取り組んでいる事業) 

一時保育 

12.ボランティア・地域交流の

受入内容 

 （予定・希望を含む） 

 

(１)活動内 

・老人との触れ合い交流 

・さつま芋作り 

・小学生との交流 

・中学生との交流 

(２)活動場所 

・関金保育園 

・各老人施設 

・関金小学校 

・関金児童館 

(３)活動期間・時間 

 

 

  



平成３０年度  保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 社会福祉法人 向山保育園  2.園長名 倉光 智奈津 

 3.設置主 体 社会福祉法人 みのり福祉会 5.TEL ２３－０８３６   Fax   ２３－０８３９   

ホームページアドレス http://www12.ocn.ne.jp/~m-hoi/ 

E-mail ：ｍ．ｈｏｉ＠ｒｉｃｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 
4.所在地：〒682-0913 

      倉吉市和田東町向山９１７ 

 6.設立年月日 昭和５７月４月１日  9.職員数   ２１ 名 

（職員構成）園長１名 園長補１名  主任保育士１名  

副主任保育士２名 保育士１２名   調理員２名  

事務員 １名 
 7.定員 ６０名  8.現員 ６１名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの）平均台、跳び箱、マット、鉄棒、ボール、ブロック、フープ、木製ジム、車 

ままごとセット、和太鼓、楽器 

・屋外遊具（主なもの）すべり台、砂場、鉄棒、ブランコ、きのこジム、ミニ木製プレイランド、 

おもちゃばこ、ワニ君すべり台、きのこハウス、汽車型ハウス、三輪車 

・その他設備  プール 

11.運営状況 

 保育方針 

「あかるく のびのび たくましく」森林に囲まれた広い施設環境と充実した環境の中、

子どもの主体性を尊重し、たくさんの体験や経験を通して一人一人の心身の発達を認めな

がら保育を進めている。 

主な行事 

（実施日） 

入園式、親子遠足、保育参観日・保護者対象講演会、ちまき作り 

七夕まつり、運動会、星空保育、もちつき 

クリスマス遊戯会、「西倉吉・みのり・向山」三園合同音楽会、卒園式  

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有    （有の場合     ２ヶ月 から） 

延長保育 

有    （標準時間認定者の場合 １８時～１９時 

短時間認定者の場合 ７時～８時３０分 

１６時３０分～１９時） 

障がい児保育 有 

一時的保育 有（自主） 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

・ 隣接の身体障害者施設との交流、高齢者施設との交流。 

・ 「オープンデー」保育園を地域に開放。 

・ 「すくすくデー」地域の子育て支援のための育児講座、離乳食、おやつの講習会、相 

     談、情報交換をする。     

・ 地域の祭りや行事に参加 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

小遠足、和太鼓、お茶会 

 

12.ボランティア・地域交流

の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・ボランティア体験は高校

生、一般の方の受け入れ。 

 

(１)活動内容 

 ・保育業務の手伝い 

 ・環境整備    等 

(２)活動場所 

・園内 

・園外（小遠足、散歩等） 

 

(３)活動期間・時間 

・随時 

 ９時から１６時 

  



平成30年度 保育所の概要

どんぐり保育園 ２．園長名 興治　麗

社会福祉法人うわなだ福祉会

４.所在地： 〒682-0811

     　　　　　倉吉市上灘町41番地１

６．設立年月日

１０．施設の内容

１１.運営状況

乳児保育

延長保育

障がい児保育

一時預かり保育

地域、他施設との

交流・連携状況

その他

１２．ボランティア・地域交流 (1)活動内容 （２）活動場所 （３）活動期間・時間

　　こどもと遊ぶ 　　保育室 　　7月～8月

　　絵本の読み聞かせ 　　園外保育場所 　　(詳細は打ち合わせにて決める）

　　職員の手伝い(補助） 　　　9時～16時

５．TEL 0858- 22-0252   　              Fax 0858-22-0263
ホームページアドレス
E-mail　　donguri-@gray.plala.or.jp

・屋内遊具(主な物）

　　　作品展（２/１０・１１)・ひな祭り会（３/１)・卒園式（３/２３)

保育方針

主な行事

　　　滑り台・鉄棒・平均台・跳び箱・功技台・玩具・絵本・楽器・キッチンセット

・屋外遊具(主な物）

　　　ブランコ・滑り台・鉄棒・のぼり棒・雲梯・三輪車・プール・砂場

・その他設備

　　　誕生日会（毎月）・親子遠足（６／９) ・七夕祭（７/２１) ・観劇（９月）・運動会（１０/７)

　　　クリスマス会(１２/２４）・餅つき会（１２/２７)・節分豆まき（２／４）・そり遠足(２／２３）

１.保育所名

３．設置主体

　　　　　     調理員２名、事務員　１名
７.定員 １２０名 ８.現員　　　　　　　123名

昭和55年4月1日 ９．職員数　２8名

(職員構成)　園長　１名、保育士　２3名、栄養士　１名、

・年長児は、上灘小学校との授業時間を使った交流、うつぶき保育園児さんとの交流あそびを年度の後半に

　　厨房、　乳児午睡室・乳児バス

１．子供と保護者が安心し信頼できる環境と関わりの中で保育する。

２．戸外あそびやリズム運動を中心に健康でしなやかな身体作りに取り組む。、

３.子供の意欲や自主性を尊重した環境の中で伸びていく保育を目指す。

特別保育

実施状況

・児童センター及び保護者会との共催行事実施(七夕まつり）

　　　　　　　有　　　　　　(生後 8 週間より）

　　　　　　　有　　　　　(午後6時15分～１９時１５分まで）

　　・中学・高校生ボランティア　　　5人まで

　　・高校生職場体験

　　　　　　　有　　　　　　

　　　　　　　無

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料）

　に実施しています。

休日保育

・オープンデー(毎週水曜日）を設け、在宅児の交流と育児相談の機会を提供している。

・隣接の軽費老人ホームラポム苑の入居老人と園行事への招待や誕生日のお祝いを通して交流している。



平成 30年度  保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保 育 所 名 ひかり保育園  2.園長名 村島 満 

 3.設 置 主 体 社会福祉法人ひかり福祉会 5.TEL・FAX ２６ー１３８９ 

ホームページアドレス http://park.geocities.jp/pikapi_mm/ 

E-mail pikapi.mm@ybb.ne.jp 
4.所在地：〒６８２－００２２ 

      倉吉市上井町１－１０４ 

 6.設立年月日 昭和５２年１月１日 
 9.職員数  11 名 

（職員構成）園長 1名、保育士 6名、調理員 2名、 

その他 2 名【        】  7.定員 30 名  8.現員 30 名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの）ボールプール、滑り台、プレイポイント、ロフト 他 

 

・屋外遊具（主なもの）プレイセンター、トレイン、アスレチック遊具、ログハウス、砂場、滑り台、 

 各種乗り物 他 

 ・その他設備 プール、オープンデッキ、冷暖房、床暖房システム、緑化園庭 他 

 

11.運営状況 

 

 

 

 

保育方針 

キリスト教主義保育の精神に基づき、家庭的な環境のもと、一人々の人格、個性を尊重

し、健やかな心身の発達を援助する。 

主な行事 

（実施日） 

遠足・宿泊保育・運動会・感謝祭・クリスマス会 他 

その他随時誕生会、地域との交流行事も実施 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有   （産休明けから） 

延長保育 有   （１９時１５分まで） 

障がい児保育 有 

一時的保育 有 

休日保育 無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

地域老人クラブとの交流 

校区同研 

その他 

(独自に取り組んでいる事業)  

図書貸し出し 

国際交流事業 

12.ボランティア・地域交流の

受入内容 

 （予定・希望を含む） 

 

・希望者との協議により随時

受入。 

 

(１)活動内容 

  

 

 

 保育体験 他 

 

(２)活動場所 

  

 

 

 当施設 

 

(３)活動期間・時間 

  

 

 

随時 

 

  



平成３０年度 保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 倉吉愛児園  2.園長名 坂田 紘理 

 3.設置主 体 社会福祉法人倉吉愛児園 5.TEL ２２－３０７２  Fax  ２２－３０７３ 

ホームページアドレス kurayoshiaijien.jp 

E-maiｌ aijien@sunny.ocn.ne.jp 
4.所在地：〒６８２－０８２３ 

      鳥取県倉吉市東町３４２ 

 6.設立年月日 昭和１０年９月７日  9.職員数 ２６名  

（職員構成）園長 １名 保育士 ２１名 調理員 ３名 

事務員 １名  7.定員 ８０名  8.現員 ８９名 

10.施設の内容 ・屋外遊具（主なもの）滑り台、ブランコ、ジャングルジム、登り棒、回旋塔、太鼓橋、自転車、三輪車、 

二人乗り自転車、砂場、トロピックオートバイ 

 
・屋内遊具（主なもの）クライミングボード、滑り台、トランポリン、クネクネ平均台、ふたこぶラクダ、 

的当て、鉄棒、くねくねトンネル、カラー積木、マット、跳び箱、乗り物、 

・その他設備 コンクリート製プール、未満児用大型プール、移動式姿見、ピアノ４台、 

エアコン（冷暖房）（０～５歳児の各保育室・給食室・保健室・遊戯室） 

11.運営状況 

保育方針 

子どもの個性を尊重し、「愛育」の精神で保育にあたる 

保育の目標は、「元気よく、きまりよく、楽しく」 

主な行事 

（実施日） 

入園式、児童福祉週間行事、親子遠足、くいの葉餅会食、参観日、懇談会、夏祭り、 

プール開き、プール参観日、運動会、クリスマスお遊戯会、餅つき会食、部落解放文化祭へ

の参加、とんどさん、節分、クッキング、ひな祭り会食、年長児遠足、生活発表会、卒園式 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有   （有の場合   産後５７日 から） 

延長保育 有   （有の場合   １９時００分まで） 

障がい児保育 有 

一時保育 有    （職員数、定員等の状況による） 

休日保育 有    （在園児のみの対応） 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

・地域の独居老人の方のお誕生月にプレゼントを持って訪問し、お祝いをしている。 

・くいの葉餅作り、運動会、交流会、お遊戯会などに、地域の方に来ていただいている。 

・オープンデー（毎月第２、第４木曜日の予定）を実施。育児アドバイスをしている。 

・お年寄りの方の施設を訪問し、園児たちとの交流を行っている。 

・幼保小連携の取組で園児たちの交流を行っている。 

・えんくるり事業 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

・あいじえん体操 ・スポーツクライミング ・ポストの日（郵便に関心をもつ） 

・愛育テレホンサービス（昭和５９年より実施） ・防火の日 ・交通安全の日 

・食育の日 ・ピカピカデー ・なかよしデー（縦割り保育） ・おさんぽデー 

12.ボランティア・地域交流

の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・東中学校職場体験学習 

・学生ボランティア 

(１)活動内容 

・社協を通しての「ボラン

ティア体験事業」に協力 

(２)活動場所 

倉吉愛児園（保育園内） 

(３)活動期間・時間 

・学生の場合は夏休み等の期間 

・一般の方は面談にて 

  



平成３０年度  保育所の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

1.保 育 所 名 日本基督教団倉吉教会 附属めぐみ保育園  2.園長名 柴田 彰 

 3.設 置 主 体 宗教法人日本基督教団倉吉教会 5.TEL. 0858－22－3488    Fax. 0858－48－0230    

ホームページアドレス 

E-mail kurayoshi.megumi@iaa.itkeeper.ne.jp 
4.所在地：〒682－0824 

     倉吉市仲ノ町７４２番地２ 

 6.設立年月日 1954 年 4 月 1 日 
 9.職員数 １４   名  

（職員構成）園長 １名、保育士１０名、調理員２名、 

      その他 １名【事務員】  7.定員 ５０名  8.現員 ３５名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの）平均台、跳び箱、フラフープ、功技台、すべり台、ブロック、大型積み木 

・屋外遊具（主なもの）すべり台、砂場、鉄棒、ブランコ、太鼓橋、木製ハウス、木製テーブル、ベンチ   

  ・その他設備 大型プール（浄化装置付き） 

11.運営状況 

 

 

 

 

保育理念・方針 

（保育理念）キリスト教の精神に基づいて、家庭、地域と緊密な連携をしながら、子ど

もたちの心身の成長を支援することを目指す。 

（保育方針）一人ひとりが神によっていのちを与えられ、神の愛と恵みのもとにあるこ

とを知り、人々と共に生きる力を身につける。 

 

主な行事 

（実施日） 

４月：入園・進級式、こいのぼり作り ５月：クッキー作り、春の親子遠足  

６月：花の日、プレゼント作り ７月：プール開き、年長児お泊まり会 ８月：プール

参観、プール納め、夕涼み会 ９月：運動会 10月：秋の遠足 11月：収穫感謝祭、

めぐみライブ  12月：クリスマス、もちつき 2月：保育参加日 3月：お別れ会、 

年長児お別れ遠足、卒園式   毎月：誕生会 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有     （２か月から） 

延長保育 有     （１９時００分まで） 

障害児保育 有 

一時的保育 有  

  

地域、他施設との 

交流・連携状況 

○花の日：市の子ども家庭課や打吹交番他を、園児が訪問し、日頃お世話になっている

方々に感謝の気持ちを込めて、園児の持ち寄った花をお贈りしている。 

○東中学校区人権教育研究協議会の活動 

○老人福祉施設との交流 

その他 

(独自に取り組んでいる事業)  

地域子育て支援 

 オープンデー、育児相談、絵本貸し出し 

12.ボランティア・地域交流の 

 受入内容（予定・希望も含  

 む） 

 高校生の職場体験学習を受

け入れている。 

  

(１)活動内容 

 乳幼児の保育の補助 

(２)活動場所 

  保育園内 

(３)活動期間・時間 

 ７月～８月 

８：３０～１６：００ 

 



平成 30年度  保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 

 

1.保育所名  上北条保育園  2.園長名 澤 修恵 

 3.設置主体  社会福祉法人 慈光会 5.TEL 0858-26-0066 Fax   同左 

URL： 

E-mail：kamiih0j0.hoikuenn@rainbow.plala.or.jp 

4.所在地：〒682-0003 

     倉吉市新田 360-1 

 6.設立年月日 昭和 53年 3月 20日  9.職員数  23   名  

（職員構成）園長 1名、保育士 17 名 

調理員 3 名、その他 2 名（看護師・事務） 
 7.定員 90 名  8.現員 87名 

10.施設の 

内容 

・屋内遊具（主なもの）積木、楽器、ドミノセット、車、大型ままごと、大型ブロック、クルリンランド、 

         ボールプール、レゴブロック各種、巧技台、跳び箱、屋内鉄棒 

・屋外遊具（主なもの）ブランコ、三輪車、竹馬、砂場（3歳以上児用 1、3歳未満児用 1） 

滑り台（3歳未満児用）、スケーター、 

・その他設備   グランドピアノ１台、アップライトピアノ３台、オルガン１台、各保育室空調設備、 

0、1、2歳児保育室床暖房、給食室空調、プール、多目的トイレ 

 11.運営状況 

 

 

 

 

保育方針 

○ 乳幼児の個々の発達に即して養護と教育とが一体となった保育を行う。 

○ 豊かな自然と多くの人々との関わりの中で、一人一人の子どもが生き生きと楽しく生

活する。 

 

主な行事 

（実施日） 

花まつり、子ども週間、親子遠足、個人懇談、ちまき作り、祖父母参観日、クラス懇談 

人権同和教育学習・保護者人権研修、プール参観、夏まつり、お泊り保育、平和保育 

運動会、旅育、秋遠足、豚汁作り, 試食会,参観日、陶芸教室、餅つき報恩講、生活発表会 

クリスマス会、新年お楽しみ会、おやつ作り、お別れ会食（テーブルマナー）卒園式 

（毎月）誕生会、交通安全指導、避難訓練、身体測定、美化の日、食育集会、保健集会 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有    （ 産休明け 57日目 から） 

延長保育 有    （ 19時 00分まで） 

障がい児保育 有 

一時的保育 有    

休日保育 無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

・地域の方との交流（民生委員さん絵本の読み聞かせ） ・短大生の実習受け入れ 

・上北条小学生との交流 ・河北中学校区人権同和教育研究協議会の活動  

・地域公民館活動（敬老会、上北条まつりステージ発表、しあわせの郷まつり等）への参加協力     

その他 

(独自に取り組んでいる事業)  

・オープンデー園開放（にこにこクラブ）週１回（水）9：30～11：30 

 

12.ボランティア・地域交流の 

受入内容 

 （予定・希望を含む） 

 ・高校生 

 ・一般 

 ・鳥取短期大学生 

 ・中学生職場体験 

(１)活動内容 

 ・保育補助 

 ・手作り玩具の作成 

・掃除 

 ・行事参加 

(２)活動場所 

  ・上北条保育園 

    （保育園内） 

(３)活動期間・時間 

 ・7月～8月 

  （9：00～4：00） 



 

  平成３０年度 保 育 所 の 概 要 
 

                       （倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

  1.保育所名 西倉吉保育園  2.園長名 村田 奈津子 

  3.設置主体 社会福祉法人みのり福祉会  5. TEL 0858-28-2228   Fax 0858-28-5876 

     ホームページアドレス                           

     E-mail genki-nishikura-ho@deluxe.ocn.ne.jp 
  4.現在地：〒682-0851 

               倉吉市西倉吉町 2-23 

  6.設立年月日 昭和 41年 6月 24日 9. 職員数  19名 

       (職員構成）園長 1名、園長補佐 1名、主任保育士１名、業務主任兼保育士１名 

保育士 11名 調理員 3名、看護師 1名 

その他 嘱託医 2名（内科・歯科） 
  7.定員 80名  8.現員 73名 

 10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの） 総合プレイロック、ジャンボウレタンマット、未満児用プレイロック、跳び箱、 

            ボールプール、鉄棒、平均台、トランポリン、マット、相撲マット 

・屋外遊具（主なもの） ドリームキッド（大型）（小型）、ブランコ、雲梯、ジャングルジム、ハッピーライドゾウ 

            砂場、鉄棒、タイヤ馬躍 

・その他設備      プール、シャワー、自然学習場、地域交流広場（新園庭） 

11.運営状況 

保育方針 

児童福祉法の理念を根幹とし、すべての職員が「保育所保育指針」に依拠して保育に臨む。 

子どもや家庭に対して公平かつ人権を尊重し、プライバシーを保護することを第一義として児童の最善 

の利益を願い、保護者の要望を傾聴し、相互に保育の向上を目指して努力研鑚することを基本方針とす 

る。 

主な行事 

（実施日） 

入園式、陶芸教室、親子遠足、菖蒲すもう大会、ちまき作り、保育参加、講演会、プール参観、七夕ま

つり（夕涼会）、お楽しみ保育、運動会、交通安全教室・交通安全パレード、収穫祭、もちつき、クリ

スマス遊戯会、節分（豆まき）、三園合同音楽会、ひなまつり、卒園茶会、卒園式 

＜毎月の行事＞お誕生会、お茶会、小遠足、防災訓練、英語教室、体操教室、地域交流 

オープンデー（ベビーマッサージ教室） 

特別保育 

実施状況 

乳児保育 有     （生後２ヶ月から） 

延長保育 有     （ＰＭ7：00まで）  

障がい児保育   有 

一時保育   有     必要に応じ随時受け入れ 

休日保育   無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

老人福祉施設との交流  身体障害者施設との交流 

民生児童委員・老人クラブとの交流 

（花植え・野菜の苗植え・ちまき作り・もちつき） 

農業体験 

（田植え・稲刈り） 

法人傘下の三保育園の交流 

合同運動会・合同音楽会・年齢別交流保育  

職員-年齢別発達課題研修 

※オープンデー 

小鴨地区行事への参加 

 敬老会・文化祭 

福祉の里夏まつり 

福祉の里文化祭  

その他 

（独自に取り組んでいる事業） 

鳥取県自然保育認証園（平成 29年度～） 

主要行事を通しての卒園児との交流・近隣保育園との交流 

12.ボランティア・地域交流 

の受入内容 

      （予定・希望を含む） 

小学生（平常時の希望により） 

中学生（社協募集により） 

高校生（随時受け入れ） 

短大生及び大学生 

（保育士、栄養士を目指す者） 

（1）活動内容 

※入所児童と一緒に関わって遊ぶ 

※援助活動 

 保育士の指示により、子どもの生

活や遊びの援助をする。 

※保育士の仕事の手伝い、掃除や片づ

け等。 

（2）活動場所 

 保育園を中心とする園の内外 

  ※保育室、ホール 

  ※園庭 

  ※園外に出ることもある 

（3）活動期間・時間 

 園側としては、特定はしない。 

行事等の都合によりそのつど希望

者と話し合いの上で設定する。 



平成３０年度 保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 うつぶき保育園  2.園長名 福井 典子 

 3.設置主 体 社会福祉法人 わかば福祉会 5.TEL ２２－２９３３   Fax ２２－２９５６         

ホームページアドレス 

E-maiｌ utubuki25@herb.ocn.ne.jp                     
4.所在地：〒６８２－０８０４        

      倉吉市東昭和町１７７－１ 

 6.設立年月日 昭和４３年４月１日  9.職員数 26名  

（職員構成）園長 1 名  園長補佐 1 名  保育士１８名  

調理員２名  その他 2名(事務、看護師) 

その他  名 

 7.定員 ９０名    8.現員  １０４名    

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの） 巧技台、鉄棒、跳び箱、平均台、マット、トランポリン、小型滑り台、 

            積み木、乳児用遊具、クッションマット 

・屋外遊具（主なもの） 鉄棒、大型総合遊具、ログハウス 

・その他設備  プール(10メートル)、温水シャワー、屋内シャワー、避難用らせん階段・すべり台 

        全室エアコン 

11.運営状況 

保育方針 

保育者は、温かい触れ合いの中で広い視野を持ち、以下の方針に則り保育を行います。 

一． 自分で考え行動できる子どもを育てる 

一．一人ひとりの特性と発達に合わせて、「自分らしく育つ」ことを支援する 

一．家庭と連携しながら養護と教育を行い、安心感と信頼感を形成する 

主な行事 

（実施日） 

入園式(4/7) なかよし遠足(4/12) 参観日・試食会(5/18 11/16) ちまき作り(6/1) 

親子遠足(6/2) 大掃除(6/24) プール開き(6/28) 七夕まつり(7/6)夕涼み会(7/21) 

プール納め(8/31) 祖父母参観日(9/14) 運動会(10/7) 鳥取遠足・秋の遠足(10/19) 

カレーパーティー(11/1) 生活発表会(12/15) クリスマス会(12/21) もちつき(12/26) 

豆まき(2/1) 作品展(2/16) ひなまつり(3/1) お別れ会(3/19) 卒園式(3/30) 

体操教室(毎週) お茶会・誕生会・交通安全指導・避難訓練・ぴかぴかデー(毎月) 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有  (生後 57日から) 

延長保育 有  (20時まで) 

障がい児保育 有 

一時保育 無 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

・オープンデー (毎週水曜日) 

・保幼小の交流、連携 

・高齢者の方との交流・行事への招待 

・ひまわりさんの行事への参加・演技披露 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

・菜園活動 

・図書館、消防署等の施設訪問 

12.ボランティアの受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・学生ボランティア 

・職場体験 

・大学生実習 

・看護学生実習 

・ 

 

(１)活動内容 

 

・保育の手伝い 

・保育の手伝い 

・保育実習 

・小児発達の実習 

 

(２)活動場所 

 

・園内外 

・園内外 

・園内外 

・園内外 

 

(３)活動期間・時間 

 

・随時 9:00～16:00 

・9:00～16:00 

・7:00～18:00の間の 8時間 

・4日間 8:30～16:00 

 



平成３０年度 保育所の概要 
（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 

1.保 育 所 名 
あゆみ保育園  2.園長名 村岡 亜樹 

 

3.設 置 主 体 
社会福祉法人 あゆみ会 

5.TEL ２６－０６３８   Fax   ２６－０６９９   

ホームページアドレス 

E-mail  ayumi-ho@hal.ne.jp 

  

4.所在地：〒６８２－００１６ 

      倉吉市海田西町２丁目２５１番地 

 6.設立年月日 昭和４６年４月１日 
 9.職員数   １８ 名   

（職員構成）園長 １名 保育士 １４名 栄養士 ２名 

その他 １名【事務】  7.定員 ７０名  8.現員 ４８名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主 な も の ）箱積み木、スポンジ積み木、ゲームボックス、ままごと道具、手作り遊具、ボール 

             乗り物、各種ブロック、パズル、知育玩具、手仕事玩具、各種ゲーム 

・屋外遊具（主 な も の ）ブランコ、すべり台、総合遊具、登り棒、鉄棒、雲梯、丸太平均台 

サッカーボール、竹馬、ホッピング、三輪車、砂遊び用道具 

・その他設備 プール（屋上）、全保育室・遊戯室・給食室冷暖房完備 

11.運営状況 

 
保育方針 

人間性豊かな心身共にたくましい子どもの育成につとめる。 

主な行事 

（実施日） 

親子遠足（5/12）かぶとまつり（5/18かしわもちづくり）あゆみっこなつまつり（7/7） 

それいけ ゆりぐみ！（7月） 運動会（9/23） 講演会（10/12） 

秋の実りまつり（11/2育参加と試食会）→ もちつきと豚汁づくりを行い収穫を喜ぶ。 

おゆうぎ会（12/15）、その他、個人懇談、プール参観など 

一日保育士体験は 5歳児と 4歳児の希望の方（10月 9：30～13：00） 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有   （57日目から） 

延長保育 有   （19時 00分まで） 

障害児保育 有 

一時的保育 有       (自主事業) 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

・老人施設との交流 ・地域の未就園児との交流 ・地域のお年寄りとの交流 

・地域の小、中、高校生との交流 ・卒園児との交流  ・同法人他施設との交流 

・近隣保育園との合同学習会 

・近隣保育園、老人クラブさんとのグランドゴルフ交流 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

子育て支援…育児相談、園開放 

12.ボランティア・地域交流の

受入内容 

 （予定・希望を含む） 

①あゆみっこなつまつり 

 

 

 

②地域高校生との交流 

 

③外部団体とのハロウィン 

交流会 

(１)活動内容 

 

 

地域の方や未就園児、卒園児 

小中高生などをお招きしての 

ミニコンサート・夜店あそび 

など 

体験活動・交流 

 

・ハロウィンの由来を聞き、英 

 語を交えながらのゲームなど 

・仮装して園周辺をパレード    

(２)活動場所 

 

 

 当園園庭または遊戯室 

 各保育室 

 

 

高等学校多目的室 

 

当園遊戯室および園周辺 

(３)活動期間・時間 

 

 

7月 

 

 

 

7月 12日(木) 

   10：10～11：35 

 10月         

 

mailto:ayumi-ho@hal.ne.jp


平成３０年度  保 育 園 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 みのり保育園  2.園長名 清凉亜紀子 

 3.設置主 体 社会福祉法人 みのり福祉会 5.TEL ２８－００１８   Fax   ２８－００３６  

ホームページアドレス 

E-mail ｍｉｎｏｒｉ‐ｈ＠ｅｏｓ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 
4.所在地：〒６８２－０９２１ 

      倉吉市西福守町５９５ 

 6.設立年月日 昭和４８年５月１８日  9.職員数   ２４ 名 

 （職員構成）園長１名 保育士 １９名 調理員 ３名 

その他１名【事務員】  7.定員 ９０名  8.現員 ８３名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの）三輪車、平均台、すべり台、トランポリン、フープ、マット、ボール、大型ブロック、 

ままごとセット、レゴブロック、ラキュー 

・屋外遊具（主なもの）すべり台、砂場、鉄棒、ブランコ、ジャングルジム、アスレチック、雲悌、のぼり棒、 

ままごと、竹馬、三輪車、こまなし自転車、押車 

・その他設備 プール（以上児用、未満児用）、野菜畑、全室冷暖房完備、オゾン除菌・脱臭装置、オゾン水生成

機、ＡＥＤ 

11.運営状況 

 

保育方針 

「あかるく のびのび たくましく 」 

・健康な身体で意欲的に遊ぶ子ども 

・豊かな心を持ち、考えて行動する子ども 

・自分の思いを出し、友達の思いも大切にする子ども 

・きまりを守り、自分のことを自分でできる子ども 

・すべての人や物事に感謝できる子ども 

・すべての「いのち」を大切にする子ども 

主な行事 

（実施日） 

入園式、すもう大会、小運動会、親子遠足、ちまき作り、プール開き、サマー保育、七夕

祭り、参加日、給食試食会、講演会、プール納め、運動会、田植え、いも苗植え、いも掘

り、稲刈り、もちつき、収穫祭、クリスマス遊戯会、合同音楽会、お別れ会、卒園茶会、

卒園式  

【毎月の行事】 リズムあそび、お茶会、交通安全指導、小遠足、ピカピカの日、災害訓練 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有   （産休明けから） 

延長保育 有   （１９時００分まで） 

障がい児保育 有 

一時的保育 有 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

障がい者支援施設、高齢者施設との交流、中学生との交流、社地区五輪まつり参加、社児

童センターとの交流、社小学校 5 年生と年長児との交流（年 2 回）、法人傘下の保育園と

の年齢別交流、職員研修 

 その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

リズム遊び、菜園活動、クッキング保育、みのりエコクラブ 

倉吉農業青年会議の方との農業体験（芋植え、田植え、芋ほり、稲刈り、収穫祭） 

子育て支援（オープンデー月 2回） 

12.ボランティア・地域交流

の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

短大・高校・中学生 

 

(１)活動内容 

 

 

・保育の手伝い 

 

(２)活動場所 

 

 

・園内 

(３)活動期間・時間 

  

 

７～８月 

９：００～１６：００ 

 

  



平成３０年度  保育所の概要 

 

1.保 育 所 名  倉吉東こども園  2.園長名 大橋 和久 

 3.設 置 主 体  社会福祉法人倉吉東福祉会 5.TEL ２６－３４３６    Fax  ２６－９５６３   

ホームページアドレス http:/www.kurayoshi.or.jp/ 

E-mail hoikuen@kurayoshi.or.jp  
4.所在地：〒６８２－００２１ 

      倉吉市上井７８１－１ 

 6.設立年月日 昭和５０年４月１日 
 9.職員数３７名（職員構成）園長１名 副園長１名 主幹

保育教諭 1名 保育教諭２７名（パート職員を含む）・栄養

士２名・調理員 1名･その他４名  7.定員 １３５名  8.現員 １２５名 

現員内訳 

（Ｈ30.6.1 現在） 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１１名 ２１名 ２１名 ２４名 ２７名 ２１名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの）すべり台、三輪車、巧技台、平均台、とび箱、マット各種、フープ、ボール、カラートン

ネル、ままごと道具各種、人形、ブロック各種、植木、絵本、木製玩具各種、ビリボ、ゲーム各種  

・屋外遊具（主なもの）総合大型遊具、木製大型遊具、鉄棒、登り棒、ログハウス、スプリング遊具、プール、 

サーフ、トップ、ロッキン ハッピー、竹馬、ホッピング、一輪車、バランスボード、カッポン、オリジナル木

製遊具、ロッククライミング、サッカーゴール 

・その他設備 冷暖房完備(0-２才児クラス床暖房)、デッキテラス開閉テント、屋上、屋上開閉テント、デッ

キテラス、園庭、一部セーフティマット、空気清浄機、ライスロボ、スチームコンベクション、ゴミサー（給食

関連）・電解水生成装置 

 11.運営状況 

 

 

 

 

教育・保育方針 
・ 元気な子ども ・友だちを大切にする子ども 

・自主的に考え行動できる子ども ・みんなのために役立とうとする子ども 

主な行事 

（実施日） 

・親子遠足(３歳以上児) ・ちまき作り(６月) ・七夕まつり(７月) ・運動会(10

月) ・クリスマス会(12月) ・生活発表会(1２月)・もちつき会(3月) ・ひなまつり

会(３月)年間を通して実施する行事･･･保育参観・保育参加、試食会、ｸﾗｽ懇談会、マイ

クロバスを利用しての園外保育など  

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有 ・ 無   （有の場合    ２ヶ月から） 

延長保育 有 ・ 無   （有の場合 １９時１５分まで） 

障害児保育 有 ・ 無 

一時的保育 有 ・ 無 

休日保育 有 ・ 無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

・0-2才児体験保育（月２回水曜日） 

・地域子育て支援事業実施  ・園を開放し、育児講座等を実施 

・西郷小・河北小との年長児交流 

その他 

(独自に取り組んでいる事業)  

・児童センター合築にて学童との交流(学童保育を実施) 

・子どもの発達デイサービス併設にて、発達が気になる子、障がい児への支援 

・サークル活動の受け入れ ・年長,年中児ちびっこ探検隊、運動あそび 

・年長児 書道教室  ・音あそび（わらべうたも含む） 

12.ボランティア・地域交流の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・県社協主催「ボランティア体験事業」受け

入れ有 

・市社協主催「中学生サマーボランティアス

クール」「保育士・保育所支援センター保育

士就職支援セミナー実習」受け入れ有 

・県立倉吉総合産業高等学校 インターンシ

ップ受け入れ有 

・倉吉市立河北中学校との交流 

(１)活動内容 

・園児の生活や遊びの補助 

・保育教諭の仕事の補助 

(２)活動場所 

・こども園内外 

(３)活動期間・時間 

・活動期間は、受け入れ先 

 との話合いによって決定 

・時間も受け入れ先との話 

 合いによって決定  



平成３０年度  保 育 所 の 概 要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料） 

 1.保育所 名 ひまわり保育園  2.園長名 羽根田 直美 

 3.設置主 体 社会福祉法人ひまわり福祉会 5.TEL ２３－０９９９   Fax   ２３－０９９９   

E-mail himawari-h-entyou@email.plala.or.jp  
4.所在地：〒６８２－０８５４ 

      倉吉市みどり町３１８０－1 

 6.設立年月日 昭和４９年１１月２８日  9.職員数 １５ 名  

（職員構成）園長１名 保育士１０名 調理員２名 

その他 ２名【事務長、子育て支援員】  7.定員 ６０名  8.現員 ５３名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの ）平均台、跳び箱、マット、ブロック、木製パズル、積み木、ままごとセット、 

トランポリン、すべり台、ボールハウス 

・屋外遊具（主 な も の）砂場、鉄棒、ブランコ、三輪車、登り棒、太鼓橋、なかよしハウス、自転車    

大型遊具 

・その他設備 プール 

11.運営状況 

 
保育方針 

「いきいき保育・のびのび保育」をモットーに地域や自然、仲間とのふれあいを大切にし、

主体的に学び、人権意識を高める保育を目指しています。 

主な行事 

（実施日） 

親子遠足、祖父母・地区民生児童委員とのよもぎ団子作り、星空保育、夏の日の夕べ、反

戦平和の取り組み、田植え及び稲刈り、じゃがいも堀り及びじゃがいもおやつ作り 

運動会、もちつきお楽しみ会、生活発表会など 

 

特別保育 

実施状況 

 

乳児保育 有   （有の場合     ２ヶ月 から） 

延長保育 有   （有の場合   １９時１０分まで） 

障がい児保育 有 

一時的保育 有 

休日保育 無 

地域、他施設 

との交流･連携 

状況 

 

・老人福祉施設の訪問、希望の家・敬仁会館の利用者や地域の高齢者を園行事に招待など

世代間交流。   

・ひまわりデー（木曜日）保育園を地域に開放。 

その他 

(独自に取り組 

んでいる事業) 

ゆりはま大平園との焼き物教室、自然との感動体験（田植え・じゃが芋堀り・稲刈り） 

親子会…クラスの保護者子どもの交流を深める取組み 

12.ボランティア・地域交流

の受入内容 

 （予定・希望を含む） 

・受け入れている 

 中学生、高校生、短大生 

(１)活動内容 

 ・保育全般の補助 

(２)活動場所 

 ・保育現場 

(３)活動期間・時間 

・状況に応じて 

 



平成３０年度   保育所の概要 

（倉吉市社会福祉施設連絡協議会情報交換資料）   

1.保 育 所 名 ババール園 2.園長名 瀬尾 津喜恵 

3.設 置 主 体 社会福祉法人 敬仁会 5.TEL ２６－０２１１  Fax ２６－０２１２ 

ホームページアドレス  https://www.med-wel.jp/babal/ 

E-mail ｂａｂａｌ＠ｍｅｄ－ｗｅｌ．ｊｐ 

4.所在地：〒682-0023 

      倉吉市山根 425-3 

6.設立年月日 平成 11年 4月 1日 9.職員数  ２７ 名（職員構成）園長 １名、保育士 19 名、

調理員 ３名、その他 ４名【事務員２名、看護師２名】 7.定員   ９０名 8.現員 ８２名 

10.施設の内容 ・屋内遊具（主なもの） カントリーハウス、リトルアスレチック、ボール、マット、跳び箱、バイク、 

ブロック、ままごと遊びセット、お人形、平均台、巧技台、トレーニング鉄棒、その他 

・屋外遊具（主なもの） ぞうさんすべり台、砂場、鉄棒、サッカーゴール、登り棒、大型遊具、ミニセット 

・その他設備 プール設備、テラス 

11.運営状況 

保育方針 

・ 教育・養護を一体的に行い、質の高い保育を提供します。 

・ コンプライアンスの遵守、人権を尊重し安心できる環境に努めます。 

・ 家庭、地域社会との連携を図り、子育て支援に努めます。 

・ 元気の出る職場づくりに努めます。 

・ 健全なる施設運営に努めます。 

主な行事 

（実施日） 

入園式（4/7）、夏野菜苗植え（5月）、親子遠足（5月）、芋苗植え（5月）、田植え

（5月）、ちまき作り（6月）、七夕祭り（7月）、夏野菜収穫（7月～8月）、冬野菜

苗植え（9 月）、運動会（9 月）、稲刈り（10 月）、芋掘り（10 月～11 月）、冬野菜

収穫（11 月～12 月）、生活発表会（12 月）、もちつき（12 月）、しめ縄作り（12

月）豆まき（2月）、ひなまつり（3月）、お別れ会（3月）、退園式（3/31） 

定期：健康診断、保育参観日、給食試食会、園外保育、お誕生会、英語あそび、お

茶会、交通安全指導、避難訓練、防犯訓練など 

特別保育 

実施状況 

乳児保育 ○有・無  （有の場合   ２ヶ月 から） 

延長保育 ○有・無  （有の場合 ２０時００分まで） 

障がい児保育 有・○無  

一時保育 ○有・無 

休日保育 ○有・無 

地域、他施設との 

交流・連携状況 

近隣施設との交流会、隣接病院との交流会、近隣住民・ボランティアとの交流など 

その他 

(独自に取り組んでいる事業) 

・英語あそび（H17.6～）  ・お茶会（H19.1～） 

・農園活動（H20.4～）   ・エコ活動（H22.4～） 

12.ボランティア・地域交流の

受入内容 

（予定・希望を含む） 

・ 高校生 ２名 

・ 中学生 ２名 

(1)活動内容 

・子ども達の活動に参加し、

共に楽しみながら見守り援

助を行う。直接の関わりだけ

でなく、行事の準備や環境の

整備なども経験する。 

(2)活動場所 

・保育室、遊戯室、園庭 

など 

(3)活動期間・時間 

６時間／日×３日間 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

倉吉市社会福祉施設連絡協議会 
 

倉吉市社会福祉協議会地域福祉課内 
〒682-0872 倉吉市福吉町 1400番地 
TEL 23-5600  FAX 22-5249 
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