
 
 

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 
北区⿅田町⼀丁⽬ 1-1 
(保健福祉会館内) 

⇒令和 4 年 7 月 4 ⽇〜移転します 
KSB 会館ビル 4 階 
（北区⼤供三丁⽬ 1－18） 

(086) 225-4080 
（086）222-8621 
⇒令和 4 年 7 月４⽇〜 

(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 
 


