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一般介護予防事業等の一覧 （目次） 

区分 事業名 対象者 事業内容 問い合わせ先 

通
い
の
場
を
つ
く
り
ま
す 

介護予防教室 

おおむね 
65 歳以
上の高齢
者等 

月 1 回、公民館などで、自宅でできる体操・栄

養バランス・お口の体操や認知症予防など、介

護予防センター職員が講話や実技を行い、健康

づくりや地域づくりを応援します。 

岡山市ふれあい 

介護予防センター 

あっ晴れ！もも太郎
体操 
(体操取り組み、団体
の立ち上げ支援) 

市民 
(5 人以上) 

身近な場所で週に 1 回以上「あっ晴れ！もも太

郎体操」に取り組む通いの場の立ち上げを支援

します。５人以上のグループをつくり、介護予

防センターにご連絡していただくと、介護予防

センター職員が全 3 回体操の講習に伺います。

講習後は DVD を使用して、みなさまで体操に

取り組んでいただきます。 

岡山市ふれあい 

介護予防センター 

ふれあい・いきいき
サロン 

地域の 
高齢者等 

身近な地域でのつながりづくりや、楽しく生き

がいを持って過ごせる集いの場の立ち上げを

支援します。（茶話会、レクリエーション等） 

岡山市 

社会福祉協議会 

老人クラブ 
60 歳以
上の方 

明るい長寿社会をつくるため、高齢者の知識と

経験を生かし、生きがいと健康づくり、社会参

加活動などを行っている自主的な組織です。 

岡山市 

老人クラブ連合会 

認知症カフェ 市民 

認知症の人とその家族、認知症に関心のある

人、認知症に対して不安を抱いている人など誰

もが気軽に参加できる集いの場所として「認知

症カフェ」を開催しています。 

岡山市高齢者福祉課 

サ
ポ
ー
ト
・
担
い
手
・
支
え
手
に
な
る
こ
と
を
応
援
し
ま
す 

生涯活躍就労 
支援事業 

おおむね 
55 歳以
上の方 
(要登録) 

意欲あるシニアが、これまで培った知識や経験

を生かし、生涯現役で活躍し続けられるよう、

「生涯かつやく支援センター」にて就労先の紹

介や定着支援を行っています。 

生涯かつやく 

支援センター 

認知症サポーター 
養成講座 

市民 
地域や職域・学校などで認知症の基礎知識につ

いて、またサポーターとして何ができるかなど

について学ぶ講座です。 

ふれあい公社 

地域包括支援課 

 

岡山市高齢者福祉課 

あっ晴れ！もも太郎
体操サポーター養成
講座 

市民 

「あっ晴れ！もも太郎体操」に取り組んでいる

団体の活動の支援（体操や体力測定の補助、レ

クリエーション等）、イベントの運営支援やフ

レイル健康チェックの補助等で活躍していた

だけるサポーターを養成します。 

岡山市ふれあい 

介護予防センター 

支えるみんなの活動
講座 

市民 

高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく

暮らしていけるよう身近な地域での支え合い

活動（ちょっとしたお手伝いやご近所の居場所

づくり等）について学ぶ講座です。 

岡山市 

社会福祉協議会 
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一般介護予防事業等の一覧 （目次） 

区分 事業名 対象者 事業内容 問い合わせ先 

介
護
予
防
の
相
談
事
業 

 
シニアのための 
健康相談 

※１ 
(予約制) 

高齢者の低栄養予防や転倒予防など、健康づく

りに関する相談を面接および電話で行ってい

ます。 

岡山市保健所・ 

保健センター 

 
 
アドバイス訪問 

65 歳以上
の高齢者 
(要介護の
方を除く) 

専門職に相談する機会がない方の日常生活の

困りごとについて、介護予防センター職員がご

自宅に訪問し、ご本人の状態やご自宅の環境な

どを考慮してアドバイスを行います。 

岡山市ふれあい 

介護予防センター 

 
 
もの忘れ相談会 

おおむね
65 歳以
上の高齢
者等(予
約制) 

もの忘れ・認知症のことについての悩み相談を

専門職が行っています。 

岡山市地域包括 

支援センター 

 
 
フレイル対策事業 

おおむね
65 歳以
上の高齢
者等 

薬局など地域の身近な場所でフレイル健康チ

ェック（心身の虚弱度チェック）を実施しチェ

ックの結果に応じて専門職がアドバイスを行

います。 

岡山市ふれあい 

介護予防センター 

 

岡山市 

地域包括ケア推進課 

そ
の
他 

 
ほっ♥と安心相談室 市民 

専門職 

病院を退院してからのこと、在宅医療や介護な

どのサービスや制度について相談に対応しま

す。また、地域の医療・福祉資源の情報提供や

岡山市内病院の地域連携室の在宅移行退院調

整の支援も行います。 

岡山市地域ケア 

総合推進センター 

 
定期講座 
在宅医療と人生会議
のすすめ 

市内にお
住いの方
またはお
勤めの方 

住み慣れた地域で医療や介護を受けながら、自

分らしく生活できる「在宅医療・介護」につい

て、どのようなことが出来るか学ぶ講座です。 

出前講座 
在宅医療と人生会議
のすすめ 

※２ 

住み慣れた地域で医療や介護を受けながら、自

分らしく生活できる「在宅医療・介護」につい

て、どのようなことが出来るか学ぶ出前講座で

す。 

一般介護予防事業等の問い合わせ先 一覧  

    ※１ 65 歳以上の市民の方で、BMI20 以下、または過去半年以内に体重が 2 ㎏以上減少した方 

    ※２ 参加予定者が 15 人以上で、市内に拠点を置く岡山市内の会場・駐車場を確保できるグループ 
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岡山市内で開催されている認知症カフェ一覧　（令和4年4月時点）
福祉区 中学校区 名称 開催日 時間 開催場所 内容

1 中央 桑田 光生クローバー 第2・４水曜日
14:00-16:00
（祝日除く）

ZOOM　または　お電話で実施します。 ・専門職による個別相談

2 中央 岡山中央 済生会なでしこ
第3金曜日
※コロナ禍で月１
回にしています。

13:30-15:30
岡山済生会ライフケアセンター　1階
（岡山市北区国体町3-12）

・語り合い，おしゃべり
・健康体操，レクリエーション
・専門職による個別相談

3 中央 御南 ほんのり

第1火曜日
※祝日や会場の
都合で水曜日に
なることあり

10:00-12:00
旭川荘ひらた内つどいのばフォレスト
（岡山市北区平田407）
※送付物等は、岡山市北区下中野710-116へ。

・語り合い，おしゃべり
・手芸，工芸などの手作業

4 中央 吉備 オレンジサロン

①第2土曜日

②第３金曜日（休
止中）

10:00-14:00

①住吉公会堂
　（岡山市北区撫川184）
②元気ひろばパルク（休止中）＊わたなべ生鮮館庭瀬店西隣
（岡山市北区平野912-1）

・語り合い，おしゃべり
・ゲーム，脳トレ
（歌は控える）

5 中央 吉備 きび庭瀬カフェ
第1水曜日
第3月曜日

10:00-12:00
特別養護老人ホームきび庭瀬
（岡山市北区庭瀬1054-3）

・語り合い，おしゃべり
・ゲーム，体操，脳トレ
・専門職による個別相談

6 北 高松 ほっとりんく 第2･4水曜日 13:00-15:00
特別養護老人ホームいきがいライフたかまつ
（岡山市北区立田586-1）

・語り合い，おしゃべり
・セラピードッグとの触れあい、歌、軽
運動

7 北 京山 杜（もり）の茶屋 第1火曜日 13:00-15:00
古民家「こだまの杜」　＊万成病院前古民家
（岡山市北区谷万成2-2-45）

・ご家族，当事者の方の語り合い，お
しゃべり（専門職の方も含む）
・専門職による個別相談

8 北 京山
地域交流カフェ
こだま

第3土曜日 13:00-15:00
古民家「こだまの杜」　＊万成病院前古民家
（岡山市北区谷万成2-2-45）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，体操
・専門職による個別相談

9 北 京山
MaCO Café
（まこカフェ）

第4木曜日 14:00-16:00
麻姑の小町 伊島
（岡山市北区伊島町三丁目8-8-2）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，ゲーム
・専門職による個別相談

10 北 京山 ほほえみカフェ 第4金曜日 13:00-14:30
養護老人ホーム報恩積善会　本館１階食堂
（岡山市北区津島笹が瀬9-8）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，ゲーム
・専門職による個別相談

11 北 高松 カフェ緑の樹 第2･4木曜日 13:30-15:30
スカイビュー鯉山　リビングルーム
（岡山市北区吉備津1011-1）

・語り合い，おしゃべり
・健康体操，レクリエーション
・専門職による個別相談

12 北 建部 ふくふくカフェ 第2日曜日 9:00-12:00
葵の園・岡山福渡　1階デイケア
（岡山市北区建部町福渡408-1）

・語り合い，おしゃべり
・レクリエーション
・専門職による個別相談

13 中 高島 ぽかぽか

第2月曜日
第4木曜日
※祝日の場合変
更あり。詳しくは
HPをご覧くださ
い。

13:30-15:45
旭竜コミュニティハウス
（岡山市中区高島一丁目8-5）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，体操
・専門職による個別相談

14 中 東山 オレンジカフェひらい
第3土曜日
（原則）

11:00-12:00（コロ
ナで短縮、飲食な
し）

東山公民館
（岡山市中区平井四丁目13-33）

・語り合い，おしゃべり
・専門職による個別相談

15 中 東山 虹のカフェ 第２土曜日 13:30-15:30
岡山医療生活協同組合　コムコム会館
（岡山市中区赤坂本町2-20）

・語り合い，医療講話
・レクリエーション，専門職による個別
相談

16 中 操南 昭和の音楽会 第2・第４土曜日 16:00-21:00
大人の絵本カフェ・絵本の納屋
（岡山市中区藤崎25）

・語り合い，おしゃべり
・歌，音楽，演奏
・食事

17 中 操南 ほのぼのカフェ
不定期
(2～3ヶ月に1回)

13:30-15:30
山陽病院　総合受付前
（岡山市中区藤崎465）

・語り合い，おしゃべり
・音楽，体操
・講習会
・専門職による個別相談

18 中 操南 あそこカフェ操明 第4土曜日 14:00-16:00
新町交流プラザ　※岡山ふれあいセンター正面玄関前
（岡山市中区桑野716-3）

・語り合い、つながり、学び、軽い運
動、娯楽・ゲーム、専門職による個
別相談

19 中 富山
オレンジカフェ
「青春」

第4月曜日
10:00-12:00
状況により変更あり

富山公民館
（岡山市中区福泊246-1）

・専門職による認知症講座，音楽鑑
賞
・語り合い，おしゃべり
・体操，脳トレクイズ，ゲーム

20 中 竜操 おひさま
第１・第3日曜日
（第1日曜日は個
別相談のみ）

13:30-15:30
東公民館
（岡山市中区高屋344-1）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，体操，歌
・認知症ミニ学習
・専門職による個別相談

21 中 竜操 オレンジスペース
第3火曜日
※祝日の場合翌
日

14:00-16:00
コメダ珈琲店　東岡山店
（岡山市中区神下137-1）

・語り合い，おしゃべり
・専門職による個別相談

22 東 旭東 ひかり

第１　木曜日
第３　月曜日
※祝日の場合は
日程変更の可能
性あり

  13：30～15：30
住宅型有料老人ホーム
ひかりテラス　カランコエ松新町　2階　フロア
（岡山市東区松新町41-4）

・音楽療法
・軽運動・おやつ作り
・専門職による講座
・専門職による個別相談
・茶話会

15



参加料 事前申込 運営者名 運営者連絡先 特徴

無料

要（開催日
前日までに
お電話にて
ご予約）

社会医療法人光生病院 086-222-6806 おかやまオレンジカフェ

100円 不要
岡山済生会ライフケアセンター
（社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県
済生会）

086-252-2222
認知症の方，その家族，地域住民等の誰もが気軽に楽しく交流ができ，
様々な専門職が認知症の相談にのることができます。

200円 不要 認知症サポートリーダー
090-3631-3343
（ナカオ）

認知症の本人や家族の方等が，ほっとするいこいの場です。

①500円
②200円

不要 認知症サポートリーダー
086-293-7939
（後藤）

おしゃべりを楽しみたい方，誰でも参加できます。

100円 不要
特別養護老人ホームきび庭瀬
（社会福祉法人まこと会）

086-236-6770
地域の方ならどなたでも、認知症のご心配のある人もない人も気軽に立ち
寄れます。家族同士が懇談する場としてもご利用ください。

100円 不要
いきがいライフたかまつ
（社会福祉法人義風会）

086-287-8880 おかやまオレンジカフェ

無料 不要 特定医療法人万成病院
086-252-2261
（ヒラマツ・ホンジョウヤ）

送迎可能です。

100円 不要 特定医療法人万成病院
086-252-2261
（石丸・森安）

送迎可能です。
専門職とゆるやかに出会い，ひとりひとりが健康で，ともに支え合える地域を
めざしています。

無料 不要
デイサービス麻姑の小町 伊島
（株式会社MaCO）

086-259-0026

仲間に入れてくださった、地域の方々に何か恩返しを！という気持ちからは
じまったcaféです。
参加者の方々のリクエストで内容は変化し、年に一度は認知症サポーター
養成講座も開催しています。

100円 不要 社会福祉法人報恩積善会 086-252-0471
認知症の方やご家族、そして地域住民の方と一緒に過ごしやすい街づくりを
目指し、ほほえみカフェで楽しい時間を過ごしませんか♪

100円 不要 医療法人緑樹会 086-287-7778
専門書による健康相談，作業療法，レクリエーションを通じて，認知症の方
の支援，認知症の予防を図ります。

100円 不要 認知症サポーター 086-722-3000 お茶とお菓子で何気ない会話を楽しみましょう。

200円 不要
昭友会ケアプランセンター
（社会福祉法人昭友会）

086-237-1117 おかやまオレンジカフェ

100円 要 平井学区地域づくり会議
086-277-8456
（セノオ）

どなたでもお気軽にご参加ください。シルバー隊による送迎も可能です。

200円 要 岡山医療生活協同組合
086-271-7880（岡山
医療生活協同組合内
健康まちづくりセンター）

認知症の方とその家族が安心して過ごせる場，気軽に相談できる場を提供
します。

1,000円
（食事あり
2,000円）

要 ＮＰＯ法人まちづかい塾 086-277-7677
最近認知気味かなと気になる方、認知症の方と同居されている方、日々に
積もる心配事を気楽にしゃべりに来てみませんか♪

100円 不要 医療法人社団良友会 086-276-1101
お茶を飲みながら、ゆっくりおしゃべりしませんか♪
アットホームな空間です。

無料 不要 認知症サポートリーダー
090-2299-7912
（モリミツ）

認知症の方も安心して暮らせる地域づくりを目指しています。
聞いてみたいこと、知りたいこと、話したいこと、誰でも気軽に立ち寄れる場
所です。

100円 要 岡山市認知症サポートリーダー富山会
086-276-5332
認知症サポートリーダー
富山会

認知症になっても誰もが安心して暮らせる富山でありたいと願っています。そのため
に始めの一歩は、一人ひとりが認知症を正しく理解することからです。
オレンジカフェをあなたの学びの場、出会いの場、ホット一息できる場に育てていき
ましょう。

100円 不要 認知症サポートリーダー
080-1915-6853
（ヒロオカ）

「学ぶ」「交流」「相談」「楽しむ」をキーワードに，認知症の不安や思いを共
有しながら，地域でいつまでも暮らせるように支え合える仲間づくりの場所で
す。

無料
（飲食有料）

不要 トクラ運輸株式会社 086-208-6464
コメダ珈琲店内の一部をオレンジスペースとし、認知症の方やご家族が気
軽に集える場所です。
楽しく交流したり、専門職に相談などが出来ます。

無料 要 株式会社　ひかり薬局
086-944-4616
（ひかり薬局介護相談事
務所・内藤）

おかやまオレンジカフェ
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福祉区 中学校区 名称 開催日 時間 開催場所 内容

23 東 旭東 大多羅庵きんさん会 第2金曜日 14:00-16:00
古民家珈琲　大多羅庵
（岡山市東区大多羅町154-1）

・語り合い，おしゃべり
・音楽を聴く
・脳トレ,ゲーム等

24 東 西大寺 ゆうゆう（友結）
R3年度は
5月,9月,
12月,3月

未定
（お問い合わせくだ
さい）

三世代交流センター　地域交流ホール
（岡山市東区西大寺浜448）

・語り合い，おしゃべり
・レクリエーション
・専門職による個別相談

25 東 西大寺
フラットカフェ
はなみずき西大寺

第3土曜日 13:30-15:30
デイサービスセンターはなみずき西大寺
（岡山市東区西大寺中野本町1-13）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，手芸，工作
・専門職による個別相談
（お好みの飲み物とおやつ付き）

26 東 上南 上南福祉カフェ 第4木曜日 13:00-15:00
特別養護老人ホーム穂香の里　交流ホール
（岡山市東区豊田300-1）

・語り合い，おしゃべり
・専門職による個別相談
・専門職によるミニ講座（認知症予
防関連）

27 東 上南 庭カフェ
第2日曜日（雨天
の場合は翌週に
順延）

10:00-12:00 運営者自宅（岡山市光津）※詳細はお問い合わせください

・地域の方が気軽に参加し交流、教
えあいや学びあい。
・専門職による個別相談。
・認知症の理解促進。

28 東 山南 カフェde山南 毎週木曜日 13:00-15:00
ケアハウス夕なぎ苑　地域交流スペース
（岡山市東区宿毛745-3）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，体操，歌
・専門職による個別相談

29 東 上道 あかり薬局カフェ 第3水曜日 15:00-17:00
あかり薬局平島西店
（岡山市東区東平島1041-1）

・語り合い，おしゃべり
・専門職による個別相談
・専門職によるミニ講座

30 東 瀬戸 ハートフルカフェ 第2木曜日 14:00-15:30
ハートフル多聞
（岡山市東区瀬戸町瀬戸33）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，体操，歌
・専門職による個別相談

31 西 妹尾 キャンナス 第2・4火曜日 10:00-15:00
中国銀行妹尾支店東／
わたなべ生鮮館妹尾店テナント並び
（岡山市南区妹尾869-3）

・語り合い，おしゃべり
・専門職による個別相談

32 西 興除 ハナミズキカフェ 第3月曜日 9:10-12:00
東畦ライフセンター
（岡山市南区東畦317）

・語り合い，おしゃべり
・体操，脳トレ，ゲーム等
・講習会，ミニ講話
・個別相談

33 西 灘崎 オレンヂモーニングカフェグッド 第2月曜日 9:30-12:00
迫川コミュニティハウス
（岡山市南区迫川1088）

・語り合い，おしゃべり
・認知症講座等
・個別相談

34 西 灘崎 カフェ暖家 第2･4水曜日 １0:00-14:00
デイサービス暖家 西紅陽台
（岡山市南区西紅陽台二丁目58-461）

・語り合い，おしゃべり
・講話
・レクリエーション，予防運動

35 西 灘崎 けやきオレンジカフェ 第3木曜日 １4:00-16:00
グループホームけやき
（岡山市南区川張1300-1）

・語り合い，おしゃべり
・専門職による個別相談

36 南 芳泉 ドレミ♫ ①第2木曜日
②第4火曜日

10：00‐12：00

①浦安本町公会堂
　（岡山市南区浦安本町80-4）
②南公民館
　（岡山市南区芳泉三丁目2-2）

・語り合い，おしゃべり
・軽運動，体操，音楽療法
・専門職による個別相談

37 南 光南台 カフェこおり銀座 第4月曜日 14:00-16:00
民家
（岡山市南区郡1204）

・語り合い，おしゃべり
・専門職による個別相談

基幹型
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参加料 事前申込 運営者名 運営者連絡先 特徴

無料
（飲食有料）

不要 介護支援専門員

086-942-5277
（創心会居宅岡山）
086-944-4356
（大多羅庵）

おしゃれなカフェです。お気軽にお立ち寄りください。

無料 要
三世代交流センター結びの杜
（社会福祉法人旭川荘）

086-942-2030 参加希望の方は事前に予約をお願いします。（086-942-2030）

200円 不要
デイサービスセンターはなみずき
（株式会社ウェル・ビーイング ）

086-206-5122
住宅街にある民家を改修して開催しています。認知症のことやその介護の
ことで不安のある方、あるいは介護や認知症予防に興味のある方など、どな
たでもお気軽にお越しください。専門のスタッフによる相談もできます。

無料
（カフェ有料）

不要
穂香の里
（社会福祉法人中央福祉会）

086-948-0026
地域住民の住み慣れた地域でいつまでも生活を送りたいという願いから、
定期開催を行っています。

無料

要（屋外で
の開催の
為必ず事

前にお問い
合わせくだ

さい）

介護福祉士
080-5623-0700
（ハヤミ）

屋外での開催です。畑で果樹や野菜を育てています。季節を感じながらお
しゃべりしませんか♪

100円 不要
宿毛診療所
（医療法人緑青会）

086-946-1035
介護や認知症予防に興味のある方，不安のある方，どなたでもお気軽にご
参加ください。

100円 不要
あかり薬局カフェ実行委員会
（株式会社あかりファーマシー）

086-297-0551
認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指し，地域に根差した薬局
として貢献します。

100円 不要
ハートフル多聞
（社会福祉法人天摂会）

086-952-5200
「頭と体を動かす」をテーマに，認知症になっても地域でいつまでも安心して
暮らせるように支え合える仲間づくりの場を目指しています。

200円 不要
訪問看護ステーション絆
（株式会社ハートナース）

086-250-0441 おかやまオレンジカフェ

100円 不要 認知症サポートリーダー 086-281-7431 認知症の本人や家族の方が，リフレッシュできる場となっています。

300円 不要 迫川分校学区地域ケアー会議

090-8997-6501
（コンドウ）
090-8999-2294
（オオガ）

認知症の人に限らず、地域高齢者の憩いの場となっています。

300円 不要 株式会社暖家 086-362-1333 地域の方々が誰でも気軽に立ち寄れる憩いの場です。

無料 不要 グループホームけやき
086-363-5355
（フクハラ）

認知症の方やそのご家族のほか、どなたでも自由にご参加いただけます！
お茶しながら楽しく過ごしましょう、役立つセミナータイムもありますよ。

300円 不要
愛光苑在宅介護支援センター
（社会福祉法人鴻仁福祉会）

086-265-2013 おかやまオレンジカフェ

無料
（カフェ100

円）
不要 岡山ひだまりの里病院

086-267-2011
（岡山ひだまりの里病院）
086-272-2957
（林友の会）

認知症の方やそのご家族など、どなたでもご参加いただけます。
専門職への相談もできます。

※岡山市高齢者福祉課で把握済み、かつ、運営者の了承を得た認知症カフェのみを掲載しています。
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一般介護予防事業等の問い合わせ先 

問い合わせ先 住所 電話 FAX 

岡山市ふれあい介護予防センター 

 岡山市ふれあい介護予防センター  
(中区・東区を担当) 

中区桑野 715-2  
(岡山ふれあいセンター内) (086) 274-5211 (086) 274-5212 

 岡山市ふれあい介護予防センター 
北事務所 (北区を担当) 

北区⾕万成⼆丁⽬ 6-33  
(北ふれあいセンター内) (086) 251-6517 (086) 251-6513 

 岡山市ふれあい介護予防センター 
南事務所 (南区を担当) 

南区福田 690-1 
(南ふれあいセンター内) (086) 230-0315 (086) 230-0316 

岡山市社会福祉協議会 

 北区中央事務所 北区⿅田町⼀丁⽬ 1-1 
(保健福祉会館内) (086) 222-8619 (086) 222-8621 

 北区北事務所 北区⾕万成⼆丁⽬ 6-33 
(北ふれあいセンター内)  (086) 250-2007 (086) 250-2007 

 御津分室 北区御津宇垣 1227 
(御津⽼⼈福祉センター内) (086) 724-3121 (086) 724-2934 

 建部分室 北区建部町建部上 564 
(建部町⽼⼈福祉センター内) (086) 722-1770 (086) 722-1770 

 中区事務所 中区赤坂本町 11-47 
(中区福祉事務所内) (086) 238-9200 (086) 238-9500 

 東区事務所 東区⻄⼤寺中⼆丁⽬ 16-33 
(⻄⼤寺ふれあいセンター内) (086) 942-3260 (086) 942-3260 

 瀬⼾分室 東区瀬⼾町瀬⼾ 54-1 
(瀬⼾公⺠館内) (086) 952-4441 (086) 952-2225 

 南区南事務所 南区福田 690-1 
(南ふれあいセンター内) (086) 263-0012 (086) 263-0080 

 南区⻄事務所 南区妹尾 880-1 
(⻄ふれあいセンター内) (086) 281-0027 (086) 281-0027 

 灘崎分室 南区片岡 159-1 
(岡山市ウェルポートなださき内) (086) 362-4265 (086) 362-4629 

生涯かつやく支援センター KSB 会館ビル 4 階 
（北区⼤供三丁⽬ 1－18） 

(086) 225-4080  (086) 238-2942 

岡山市⽼⼈クラブ連合会 北区⿅田町⼀丁⽬ 1-1 
(保健福祉会館内) (086) 232-1102 (086) 803-1754 

岡山市高齢者福祉課 北区⿅田町⼀丁⽬ 1-1 
(保健福祉会館内) (086) 803-1230 (086) 803-1754 

岡山市地域包括ケア推進課 北区⿅田町⼀丁⽬ 1-1 
(保健福祉会館内) (086) 803-1256 (086) 803-1780 

岡山市地域ケア総合推進センター 北区北⻑瀬表町⼆丁⽬ 17 ｰ 80 (086) 242-3135 (086) 245-4711 
岡山市ふれあい公社 地域包括支援課 中区桑野 715－2 (086) 274-5136  

  



 
 

一般介護予防事業等の問い合わせ先 

問い合わせ先 住所 電話 FAX 

岡山市地域包括支援センター 

 北区中央地域包括支援センター 北区⿅田町⼀丁⽬ 1-1 
(保健福祉会館内) 

(086) 224-8755 (086) 224-8763 
 平田分室 北区平田 407 (ヒラタ旭川層内) (086) 239-9211 (086) 239-9212 

 北⽅分室 北区⼤和町⼆丁⽬ 4－30 
スペイン通り 1 階北 A (086) 201-7201 (086) 201-7202 

 北区北地域包括支援センター 北区⾕万成⼆丁⽬ 6-33 
(北ふれあいセンター内) (086) 251-6523 (086) 251-6524 

 高松分室 北区⾨前 392－1 (086) 287-9393 (086) 287-7101 

 御津分室 北区御津⾦川 449 
(岡山市御津保健福祉ステーション内) (086) 724-4611 (086) 724-4615 

 建部分室 北区建部町福渡 489 
(岡山市北区建部⽀所内) (086) 722-3300 (086) 722-3300 

 中区地域包括支援センター 中区桑野 715-2 
(岡山ふれあいセンター内)  (086) 274-5172 (086) 274-5173 

 中区分室 中区赤坂本町 11－47 
(中区福祉事務所内) (086) 206-2871 (086) 206-2872 

 高島分室 中区国府市場 32－12 (086) 275-3205 (086) 275-3203 

 東区地域包括支援センター 東区⻄⼤寺中⼆丁⽬ 16-33 
(⻄⼤寺ふれあいセンター内) 

(086) 944-1866 (086) 944-1803 
 瀬⼾分室 東区瀬⼾町瀬⼾ 45 

(岡山市東区瀬⼾⽀所内) (086) 952-3883 (086) 952-3821 

 南区⻄地域包括支援センター 南区妹尾 880-1 
(⻄ふれあいセンター内) (086) 281-9681 (086) 281-9682 

 灘崎分室 南区片岡 159－1 
(岡山市ウェルポートなださき内) (086) 363-5070 (086) 363-5071 

 南区南地域包括支援センター 南区福田 690-1 
(南ふれあいセンター内) (086) 261-7301 (086) 261-7303 

 市場分室 南区市場 1－1 
(岡山市中央卸売市場内) (086) 239-9151 (086) 239-9152 

岡山市保健所・保健センター 

 北区中央保健センター 北区⿅田町⼀丁⽬ 1-1 
(保健福祉会館内) (086) 803-1265 (086) 803-1868 

 北区北保健センター   北区⾕万成⼆丁⽬ 6-33 
(北ふれあいセンター内) (086) 251-6515 (086) 251-6516 

 御津・建部分室 北区建部町福渡 489 (086) 722-1114 (086) 722-3903 
 中区保健センター 中区桑野 715-2 

(岡山ふれあいセンター内) (086) 274-5164 (086) 274-5102 
 東区保健センター 東区⻄⼤寺中野本町 4-5 (086) 943-3210 (086) 943-5391 
 南区⻄保健センター 南区妹尾 880-1 

(⻄ふれあいセンター内) (086) 281-9625 (086) 281-9626 
 南区南保健センター 南区福田 690-1 

(南ふれあいセンター内) (086) 261-7051 (086) 261-7035 
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