
福祉区 事業者名 住所 電話番号 法人種別

1 北区中央
川崎医科大学総合医療センター
　居宅介護支援事業所かわさき

岡山市北区中山下2丁目6番1号 225-2220 学校法人

2 北区中央 居宅介護支援事業所　やわらぎ 岡山市北区内山下1-7-17 212-0080 営利法人

3 北区中央 ケアプランセンタートウリ 岡山市北区南方3-1-17-106 206-2639 営利法人

4 北区中央
みなみがた荘
　在宅介護支援センター

岡山市北区国体町3-12 252-2237
社会福祉
法人

5 北区中央 えくぼのケアマネ 岡山市北区岡町14-9-201 222-8025 営利法人

6 北区中央 ケアプランセンター我が家岡山事業所 岡山市北区富田514-1-203 237-5601 営利法人

7 北区中央 在宅介護支援センターあおえ 岡山市北区青江5丁目1-3 226-2171 医療法人

8 北区中央
佐藤医院
　指定居宅介護支援事業所

岡山市北区旭町15 222-1622 医療法人

9 北区中央 のぞみ介護支援センター 岡山市北区神田町1-9-46 221-3313 医療法人

10 北区中央 星の家中央　居宅介護支援事業所 岡山市北区奥田2-5-20 206-3145 営利法人

11 北区中央
岡山ふれあい
　中央介護相談支援センター

岡山市北区鹿田町1-1-1 236-0087 財団法人

12 北区中央 ケアフル　こうなん 岡山市北区西古松2-24-5 805-0010
社会福祉
法人

13 北区中央 高齢者生活介護支援センターよもやま 岡山市北区鹿田町1-7-10 234-9889 生協

14 北区中央 在宅介護支援センターくわだ 岡山市北区厚生町3-8-35 225-5039 医療法人

15 北区中央 SOMPOケア東古松居宅介護支援 岡山市北区東古松1-13-5 212-0282 営利法人

16 北区中央 在宅介護支援センター旭川荘 岡山市北区祇園866 275-8341
社会福祉
法人

17 北区中央 アイリーフ居宅介護支援事業所西口 岡山市北区奉還町1-2-3 237-0810 営利法人

18 北区中央 サンヨー薬局居宅介護支援事業所 岡山市北区下伊福上町16-13 252-5664 営利法人

19 北区中央 あのん居宅介護支援事業所 岡山市北区下中野722 A棟102号 250-7633 営利法人

20 北区中央
学研ココファン岡山
　ケアプランセンター

岡山市北区西長瀬1207-3 230-7785 営利法人

21 北区中央 居宅介護支援事業所ゆらら 岡山市北区田中629ｰ15 239-7484 営利法人

22 北区中央 ケアプラン北長瀬 岡山市北区今3丁目10-10 246-4101 生協

23 北区中央 ケアメイト　エール 岡山市北区今6丁目5－23 259-3115 営利法人

24 北区中央 ともに居宅介護支援事業所 岡山市北区今5-5-16 250-7810 営利法人

25 北区中央 吉備・陵南在宅介護支援センター 岡山市北区平野1000-3 293-3100 医療法人

26 北区北
岡山済生会外来センター病院
　居宅介護相談室

岡山市北区伊福町1-17-18 214-1630
社会福祉
法人

27 北区北
北ふれあい
　介護相談支援センター

岡山市北区谷万成2-6-33 251-6509 財団法人

28 北区北 在宅介護支援センター旭ヶ丘 岡山市北区万成東町2-28 283-5656
社会福祉
法人

29 北区北 きらめき居宅介護支援事業所 岡山市北区楢津310-1 284-1299
その他法
人

30 北区北 高木薬局指定居宅介護支援事業所 岡山市北区芳賀5112-103 284-1193 営利法人

31 北区北 マスカット居宅介護支援センター 岡山市北区菅野4281-1 294-1119 医療法人

32 北区北 アクティブ介護保険サービスセンター 岡山市北区高松原古才496-1 287-9177
社会福祉
法人

33 北区北
社会福祉法人 義風会
　あしもり居宅サービスセンター

岡山市北区下足守1898番地 295-2655
社会福祉
法人

34 北区北 介護プランなりひろ 岡山市北区御津金川７６５ 724-0136 営利法人
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35 北区北 ケアプラン　ねこの手みつ 岡山市北区御津金川346-1 724-4160
非営利
法人

36 北区北 ケアプランみつ
岡山市北区御津高津1734高津コーポ
Ⅰ205

724-2220 営利法人

37 北区北 御津ふれあい介護相談支援センター 岡山市北区御津金川449 724-1516 財団法人

38 北区北 ほのぼの荘居宅介護支援事業所 岡山市北区建部町福渡1008-1 722-4500
社会福祉
法人

39 中区 ＮＴＴグループ　ケアポート岡山 岡山市中区湊264-8 200-0055 営利法人

40 中区 岡山博愛会居宅介護支援事業所 岡山市中区さくら住座１０番１号 270-4001
社会福祉
法人

41 中区 ケアプラン協立・介護の窓口 岡山市中区赤坂本町2-20　2階 901-0228 生協

42 中区 在宅介護支援センター・カドタ 岡山市中区門田屋敷4-5-13 273-8622
社会福祉
法人

43 中区 ケアプラン操風 岡山市中区奥市2-8 270-5578 財団法人

44 中区 恵風荘在宅介護支援センター 岡山市中区国富769-1 273-2211 医療法人

45 中区 昭友会ケアプランセンター 岡山市中区中島75-1 237-1117
社会福祉
法人

46 中区 ケアプラン福泊 岡山市中区福泊263番地1 201-4133 営利法人

47 中区 岡山ふれあい介護相談支援センター 岡山市中区桑野715-2 274-5104 財団法人

48 中区 コープケアプラン倉田 岡山市中区倉田668-1 200-1729 生協

49 中区 居宅介護支援センター　皇 岡山市中区長岡８３－１４ 206-3671 営利法人

50 中区 ケアプランつくも 岡山市中区長岡585-1 279-0165 営利法人

51 中区 幸輝園ケアプランセンター 岡山市中区乙多見147-1 278-5100
社会福祉
法人

52 中区 さくらの里居宅介護支援事業所 岡山市中区長岡595 206-6675 営利法人

53 中区
特定非営利活動法人
　ケアマネジメントサービスあい愛

岡山市中区米田23-1 090-2803－8601
非営利
法人

54 東区 居宅介護支援センター　ままかり 岡山市東区可知4-10-1 943-2500
非営利
法人

55 東区 創心会居宅介護支援センター岡山 岡山市東区可知3-17-53 942-5277 営利法人

56 東区 穂香の里指定居宅介護支援事業所 岡山市東区豊田300-1 230-0922 営利法人

57 東区 岡村一心堂居宅介護支援センター 岡山市東区西大寺南2-1-7 942-9924 医療法人

58 東区 健生園　指定居宅介護支援事業所 岡山市東区吉原231 944-2931
社会福祉
法人

59 東区 西大寺ふれあい介護相談支援センター 岡山市東区西大寺中２丁目16-33 944-1802 財団法人

60 東区 さくら苑　指定居宅介護支援事業所 岡山市東区西大寺浜261 944-2299
社会福祉
法人

61 東区 ひかり薬局介護相談事務所 岡山市東区西大寺中2-3-5 944-4616 営利法人

62 東区 ことりのもり介護サービス相談所 岡山市東区南古都632-18 297-9133 営利法人

63 東区 ザグザグ　ケアプラン平島 岡山市東区東平島1019-1 297-0230 営利法人

64 東区 ハモニカ居宅介護支援センター 岡山市東区浅川520-9 297-2033
社会福祉
法人

65 東区 岡山東部脳神経外科在宅支援センター 岡山市東区瀬戸町光明谷217-1 952-5250 医療法人

66 東区
社会福祉法人 天摂会 ハートフル多聞
　指定居宅介護支援事業所

岡山市東区瀬戸町瀬戸36番地１ 952-5020
社会福祉
法人

67 東区 多聞荘指定居宅介護支援事業所 岡山市東区瀬戸町坂根792-14 953-0031
社会福祉
法人

68 南区西 西ふれあい介護相談支援センター 岡山市南区妹尾880-1 281-9619 財団法人
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69 南区西 若宮園在宅介護支援センター 岡山市南区箕島3566-1 281-0862
社会福祉
法人

70 南区西 あいの里居宅介護支援センター 岡山市南区大福950-6 282-8817 医療法人

71 南区西 あいの里在宅介護支援センター 岡山市南区大福281-5 281-8815 医療法人

72 南区西 岡山しげい居宅介護支援事業所 岡山市南区山田2117 282-4358 医療法人

73 南区西 こうなんクリニック在宅介護支援センター岡山市南区東畦651-19 282-1551 医療法人

74 南区西 南岡山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 岡山市南区東畦772-10 281-5552
社会福祉
法人

75 南区南 かわい居宅介護支援事業所 岡山市南区豊浜町1-20 207-2008 医療法人

76 南区南 在宅介護支援センターちゃいむ 岡山市南区福富東1-7-43 263-7000
社会福祉
法人

77 南区南 居宅介護支援事業所なみき 岡山市南区並木町2-27-5 264-8518 医療法人

78 南区南 佐藤病院居宅介護支援事業所 岡山市南区築港栄町7-30 263-6636 医療法人

79 南区南 創心会居宅介護支援センター岡南 岡山市南区築港新町1-6-7 902-5171 営利法人

80 南区南 あゆむ介護相談事業所 岡山市南区福田95-2 261-6606 営利法人

81 南区南 南ふれあい介護相談支援センター 岡山市南区福田690-1 261-7002 財団法人

82 南区南 愛光ケアプランセンター
岡山市南区新保677-10 Be.NEXTビ
ル１F

246-7030 医療法人

83 南区南 アークケアプランセンター新保店 岡山市南区新保1314-2ディアリオB 363-0807 営利法人

84 南区南 居宅介護支援事業所　ｱｰﾙ･ｹｱ岡山 岡山市南区新保944-7 239-8222 営利法人

85 南区南 居宅介護支援事業所　こもれび泉田 岡山市南区泉田357番地3 243-5753 営利法人

86 南区南 ケアプラン策定事業所 ほがらか 岡山市南区西市100-5 805-2880
非営利
法人

87 南区南 ツクイ岡山新保 岡山市南区新保１１８７－２ 236-0866 営利法人

88 南区南 よつば会居宅介護支援事業所 岡山市南区泉田5-10-32 245-0333 医療法人

89 南区南 うぃーら居宅介護支援事業所 岡山市南区郡728-5 250-1718 営利法人


