
（様式第２号）
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1 株式会社エルフィス
エルフィス地域密着型
複合交流施設

米子市両三柳193-3 認可保育と小規模多機能型居宅介護の併設

2 社会福祉法人中部福祉会 あずま園ふれあい共生ホーム 湯梨浜町水下166-1 高齢者デイサービスと障がい者生活介護の併設

3 有限会社ケアサービス米子
鳥取ふれあい共生ホーム
照陽（てるひ）の家

米子市角盤町3-124-3
看護小規模多機能型居宅介護と米子市地域型小規模保育の併
設

4 株式会社ウェルベェン デイサービス家族 鳥取市雲山612
高齢者デイサービスと障がい児放課後等デイサービス・児童
発達支援事業の併設

5 静和会しらゆき有限会社 しらゆき共生ホーム 鳥取市千代水4丁目43
高齢者デイサービス、障がい者生活介護、障がい児放課後等
デイサービスの併設

6 社会福祉法人和 共生ホームこころ 倉吉市堺町2丁目239-87
高齢者デイサービス、障がい者生活介護、障がい児放課後等
デイサービスの併設

7
社会福祉法人北栄町社会福祉
協議会

栄交流福祉センター 北栄町下種373-4 小規模多機能型居宅介護と認可保育の併設

8 ティーアンドディー有限会社 あらかると孫の手 米子市両三柳825 高齢者デイサービスと障がい児放課後等デイサービスの併設

9
社会福祉法人伯耆町社会福祉
協議会

岸本通所介護事業所 伯耆町大殿1032番地１ 高齢者デイサービスと障がい者生活介護の併設

10 合同会社烏龍舎
リハビリテーション強化型
デイサービスＥｓｏｌａ

湯梨浜町はわい長瀬字三
ツ江804番地1

高齢者デイサービス、障がい者生活介護・機能訓練（自立訓
練）、障がい児放課後等デイサービスの併設

11 株式会社悠彩 トリフィスタ 鳥取市津ノ井248-11 高齢者デイサービスと障がい者生活介護の併設

1
とっとり福祉サービス有限会
社

りんどう農園 智頭町三吉137-11
農園を活用して高齢者デイサービス利用者と地域住民の交流
の場をつくる

2 有限会社新生ケア・サービス みんなの家　ぴよたまホーム 米子市熊党201-2
高齢者（居宅介護支援等）と障がい者（相談支援、居宅介護
等）の事業所に交流拠点をつくる

3 はなまる学童クラブ はなまる学童クラブ 米子市両三柳3904-1 学童クラブの空きスペースに交流サロン（カフェ）を開設

4 株式会社ぼやーじゅ デイサービスきなんせ 鳥取市美萩野1丁目126
高齢者デイサービス利用者と障がい者や地域住民との交流拠
点

5 ＮＰＯ法人サポートイルカ 共生ホームイルカ 米子市新山1 障がい者事業所と地域住民との交流の場づくり

6 社会福祉法人賛幸会 共生ホームのでらはまゆう 鳥取市野寺67 特別養護老人ホームに地域交流サロンを開設

7
社会医療法人明和会医療福祉
センター

サマーハウス 鳥取市湯所町1丁目131 障がい者と地域の方が集える拠点づくり

8 社会福祉法人こうほうえん 共生ホーム　なるみ 米子市石井687-2 認知症高齢者と地域の方が集える居場所づくり

9 株式会社Ｍａｏ Ｍａｏ 境港市上道町2231-2 障がい者やその家族と地域の方が集える居場所づくり

10 合同会社○日和 共生ホームえんびより 鳥取市数津23-10 高齢者デイサービス利用者と地域住民との交流拠点

11 株式会社エルフィス
エルフィスユニバーサルカ
レッジR431加茂キャンパス

米子市両三柳4349 放課後児童クラブ利用者と地域住民との交流拠点

12 医療法人養和会
小規模多機能ホーム
仁風荘ひこな

米子市彦名町964-1
小規模多機能型居宅介護事業所と地域サロンの運営及び学習
塾の併設

13
特定非営利活動法人回想療法
センター鳥取

おしゃべりカフェこばちゃん 八頭町新興寺97 就労継続支援Ｂ型事業所にオレンジカフェを併設

14 株式会社ＩＡＰ あっとほーむ 八頭町郡家76番地35 高齢者デイサービス利用者と地域住民との交流拠点

15 社会福祉法人敬仁会 マグcafe
倉吉市上井町1丁目2-1地
域ケアセンターマグノリ
ア内

高齢者（通所介護など）の事業所でオレンジカフェを実施

16 社会福祉法人愛恵会 グル－プホ－ムなの花 三朝町大瀬1012 高齢者グループホーム利用者と地域住民との交流拠点

17
特定非営利活動法人山陰福祉
の会

山陰和食処　海の声 米子市日野町55番地 障がい者事業所と地域住民等との交流の場づくり

18 合同会社○日和 どーなつ日和 鳥取市南栄町39番地2 児童発達支援施設利用者と地域住民との交流の場づくり

19 社会福祉法人養和会 エポック翼 米子市米原1459-4 障がい福祉サービス利用者と地域住民との交流の場づくり

1 特定非営利活動法人 十人十色 ○○ＫＯＭＯＲＩや 鳥取市用瀬町安蔵1049 倉庫を地域住民との交流スペースとして活用

2 ふれあいの郷かあら山 ふれあいの郷かあら山 大山町妻木582-1 旧高麗保育所を活用した交流サロン

3 ふれあい茶輪弥生の風 ふれあい茶論弥生の風 大山町国信549-1 健康教室と世代間交流活動の立ち上げ

4 交流の場大山みらい塾 交流の場大山みらい塾 大山町坊領448 子どもから高齢者まで気軽に集える居場所づくり

5 押平女性会 押平女性会 大山町押平195-6 見守り、防災、多世代交流を行う居場所づくり

6 種原自治会女性会 種原自治会女性会 大山町種原1105番地 子どもから高齢者まで気軽に集える居場所づくり

7
倉吉まちづくりネットテラハ
ウス

倉吉まちづくりネットテラハ
ウス

倉吉市明治町1030-13 子どもから高齢者まで集える居場所づくり
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8 小別府集落 小別府集落 八頭町小別府445 地域の高齢者が集える居場所づくり

9 池田集落 池田集会所 八頭町池田319-3 地域の高齢者が集える居場所づくり

10 宮木部落 宮木集会所 琴浦町宮木184-5 地域の高齢者や子どもが集える居場所づくり

11 田畑区 田畑公民館 湯梨浜町田畑45 地域の高齢者が集える居場所づくり

12 和田集落 和田公民館 八頭町船岡殿568-5 地域の高齢者が集える居場所づくり

13 桜ヶ瀬会館管理運営委員会 多里　桜ヶ瀬会館 日南町多里782-2 地域の高齢者が介護予防等で集える居場所づくり

14 古布庄地域振興協議会 古布庄地域振興協議会 琴浦町古長186-1 地域のだれもが集える居場所づくり

15 若葉台南6丁目町内会 わかば会館 鳥取市若葉台南6丁目218 地域の高齢者や子どもが集える居場所づくり

16 宮田部落 宮田ふれあい共生ホーム 日南町福塚155-5 地域の高齢者等が集える居場所づくり

17 上坂部落 上坂公民館
日南町豊栄字一町田前
1119-4

地域の高齢者が介護予防等で集える居場所づくり

18 子どもの人権広場
皆生の居場所「ちいさいおう
ち」

米子市皆生温泉2丁目9-
36

地域の子どもや子育て世代が集える居場所づくり

19 北栄町国坂浜自治会 北栄町国坂浜自治会 北栄町国坂198-2 地域の高齢者や子どもが集える居場所づくり

20 ほっとここ
子ども食堂とみんなの居場所
ほっとここ

倉吉市越殿町1551-1(旧
仲倉医院)

食事や学習支援を通じた子どもの居場所や多世代交流の場づ
くり

21 オレンジカフェ・いしかど オレンジカフェ・いしかど 日吉津村日吉津362 地域の高齢者等が集える居場所づくり

22 いちごサロン
生田公民館　オープンデー
いちごサロン

倉吉市生田 生田公民館 地域の住民が集える居場所づくり

23 Ｆ＆Ｃ研究会 Community lab. 野波屋 米子市道笑町1-28-1 セイタカアワダチソウの研究等を通じた住民の居場所づくり

24
特定非営利活動法人 まちなか
こもんず

わだや小路 米子市糀町1-10
食の交流会や認知症予防研修会の開催などを通じた地域コ
ミュニティの拠点

25
特定非営利活動法人 西部ろう
あ仲間サロン会

特定非営利活動法人 西部ろう
あ仲間サロン会1号館

米子市両三柳4571-10 地域住民が気軽に立ち寄れる交流サロン

26
鳥取県漁業協同組合網代港支
所

あじろカフェ　なだばた 岩美町網代118-58 高齢者等の交流の場にもなっている漁村カフェ

27
社会福祉法人江府町社会福祉
協議会

江府町ボランティアセンター
江府町大字江尾2069
江府町地域支え愛セン
ター内

住民の困りごとをコーディネートすると同時に、地域交流や
人材育成を行う拠点

28
社会福祉法人江府町社会福祉
協議会

神奈川交流サロン 江府町大字武庫450-1 地域の高齢者等が集える居場所づくり

29 米子市角３自治会 角３支え愛ほっとガーデン 米子市角盤町3丁目94 地域活性化を目的とした世代間交流の場

30
ＮＰＯ法人万葉のふるさと国
府創生会

交流サロン一の宮 鳥取市国府町宮下218-1 地域住民のみならず観光客とも交流できる多目的サロン

31 ひまわりの会 ひまわりの会 日野町高尾430-1
高齢者が介護予防体操で集うほか、自治会内で世代間交流を
行う拠点

32
特定非営利活動法人はばたき
支援センター

交流サロンひまわり 米子市両三柳3904-1 高齢者と障がい者を含めた地域住民との交流拠点

33 かめの泉 あなたと私の待合所 倉吉市越殿町1405-39 高齢者と子ども、地域住民との交流・活動の場づくり

34 東西町地域振興協議会 東西町地域振興協議会
南部町東町62番地
在宅生活支援ハウスつど
い内

地域の中の交流の場、高齢者・児童の居場所づくり

35 一般社団法人手間山の里 てま里 南部町天萬897番地
古民家を活用した、地域住民や国内外のゲスト等との交流拠
点

36 カフェ梅や カフェ梅や 湯梨浜町松崎429 地域住民等が集える居場所づくり

37 倉吉やしろ彩菜家
住民交流サロン　やしろ寄り
処

倉吉市国分寺２７８ 地域住民等が集える居場所づくり

38
米子の町家・町並み保存再生
プロジェクト

米子まちなか観光案内所 米子市灘町１丁目19番地 城下町の観光案内と城下町に住む人たちのコミュニティスペース


39 NPO法人夢蔵プロジェクト さかいみなと銀座市場 境港市中町72番地 地域住民等が集える居場所づくり

40
つなぐ☆よどえまちなかふれ
あいサロン

まちなかサロン　よ！どえも
ん

米子市淀江町淀江767-1 地域住民等が集える居場所づくり

41
特定非営利活動法人 西部ろう
あ仲間サロン会

特定非営利活動法人 西部ろう
あ仲間サロン会2号館

米子市旗ヶ崎6-15-26 地域住民が気軽に立ち寄れる交流サロン

1 社会福祉法人こうほうえん
介護老人福祉施設
なんぶ幸朋苑

米子市石井1238
地域（生活困窮世帯を含む）の児童に対する学習支援・食事
提供

2 社会福祉法人こうほうえん
ヘルスケアタウンとっとり
（いなば幸朋苑）

鳥取市浜坂228-1 地域の中学生に対する学習支援

3 社会福祉法人こうほうえん
介護老人福祉施設
さかい幸朋苑

境港市誠道町2083
地域（生活困窮世帯を含む）の児童に対する学習支援・食事
提供
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4 特定非営利活動法人桔梗会 てらこや 鳥取市行徳3丁目976-2 デイサービスの食堂を利用した子どもの居場所づくり

5
社会福祉法人若桜町社会福祉
協議会

地域福祉センター・ドリー
ミー

若桜町若桜1247-1 地域住民との交流拠点、災害時の避難場所づくり
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