
郵便番号　／　所在地 電話番号 法人種別 福祉区

1 アイリーフ居宅介護支援事業所西口
700-0026
岡山市北区奉還町1-2-3 086-237-0810 営利法人 北区中央

2
おかやまコープ
   居宅介護支援事業所

700-0026
岡山市北区奉還町1-7-7 086-256-3233 生協 北区中央

3
岡山ふれあい
   中央介護相談支援センター

700-8546
岡山市北区鹿田町1-1-1 086-236-0087 財団法人 北区中央

4
学研ココファン岡山
　ケアプランセンター

700-0965
岡山市北区西長瀬1207-3 086-230-7785 営利法人 北区中央

5 居宅介護支援事業所　エルム撫川
701-0164
岡山市北区撫川828番3号 086-237-5506 営利法人 北区中央

6 居宅介護支援事業所　やわらぎ
700-0824
岡山市北区内山下1-7-17 086-212-0080 営利法人 北区中央

7 ケアフル　こうなん
700-0927
岡山市北区西古松2-24-5 086-805-0010

社会福祉
法人 北区中央

8 ケアプラン北長瀬
700-0975
岡山市北区今3丁目10-10 086-246-4101 生協 北区中央

9 ケアプランセンタートウリ
700-0811
岡山市北区番町2-7-12 086-206-2639 営利法人 北区中央

10 ケアプランセンター我が家岡山事業所
700-0936
岡山市北区富田514-1-203 086-237-5601 営利法人 北区中央

11 ケアメイト　エール
700-0975
岡山市北区今５丁目１－１５ 086-259-3115 営利法人 北区中央

12 在宅介護支援センター　紙ふうせん
700-0862
岡山市北区清輝本町7-22 086-221-1116 財団法人 北区中央

13
佐藤医院
   指定居宅介護支援事業所

700-0864
岡山市北区旭町15 086-222-1622 医療法人 北区中央

14 シティヴィラ大供ケアプランセンター
700-0911
岡山市北区大供本町512-5 086-221-6522 営利法人 北区中央

15
ニチイケアセンター
　岡山南居宅介護支援事業所

700-0973
岡山市北区下中野324-118 086-805-3301 営利法人 北区中央

16 ねこの手居宅介護支援事業所
700-0031
岡山市北区富町2-15-21 086-256-6127 財団法人 北区中央

17 のぞみ介護支援センター
700-0935
岡山市北区神田町1-9-46 086-221-3313 医療法人 北区中央

18 ハッピー居宅介護支援事業所
701-0164
岡山市北区撫川440-1 086-903-3001

非営利
法人 北区中央

19
ベネッセ介護センター岡山
   居宅介護支援事業所

700-0971
岡山市北区野田3-20-25 086-805-1748 営利法人 北区中央

20 星の家中央　居宅介護支援事業所
700-0933
岡山市北区奥田2-5-20 086-206-3145 営利法人 北区中央

21
みなみがた荘
   在宅介護支援センター

700-0021
岡山市北区国体町3-12 086-252-2222

社会福祉
法人 北区中央

22 両備ヘルシーケア柳川ケアプランセンター
700-0821
岡山市北区中山下一丁目1番1号 086-225-1227 営利法人 北区中央

23 れもん居宅介護支援事業所
700-0081
岡山市北区津島東1-3-3 086-898-2212 営利法人 北区中央

24 アクティブ介護保険サービスセンター
701-1334
岡山市北区高松原古才496-1 086-287-9177

社会福祉
法人 北区北

25 憩いの丘　在宅介護支援センター
701-1521
岡山市北区日近1807 086-295-1155

社会福祉
法人 北区北

26 いちのみや在宅介護支援センター
701-1202
岡山市北区楢津305 086-286-0811 医療法人 北区北

27
岡山済生会外来センター病院
居宅介護相談室

700-0021
岡山市北区伊福町１丁目１７番１８号 086-252-2211

社会福祉
法人 北区北

28 介護プランなりひろ
709-2133
岡山市北区御津金川765 086-724-0136 営利法人 北区北

29
北ふれあい
   介護相談支援センター

700-0071
岡山市北区谷万成2-6-33 086-251-6509 財団法人 北区北

30 旭水荘居宅介護支援事業所
709-3111
岡山市北区建部町福渡1005-1 086-722-2511

社会福祉
法人 北区北

31 グッドライフケアプランセンター
701-1152
岡山市北区津高696-2 086-898-1210 営利法人 北区北

32 ケアプラン　ねこの手みつ
709-2133
岡山市北区御津金川346-1 086-724-4160

非営利
法人 北区北

33 ケアプラン御津の木
709-2133
岡山市北区御津金川963番地 086-724-9922 医療法人 北区北

34 在宅介護支援センター旭ヶ丘
700-0072
岡山市北区万成東町2-28 086-252-5050

社会福祉
法人 北区北

35 建部町在宅福祉サービスセンター
709-3111
岡山市北区建部町福渡1008-1 086-722-4500

社会福祉
法人 北区北

36 御津ふれあい介護相談支援センター
709-2121
岡山市北区御津金川449 086-724-1516 財団法人 北区北

37 朝日居宅介護支援事業所
703-8255
岡山市中区東川原141-10 086-201-0351 医療法人 中区
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38 ＮＴＴグループ　ケアポート岡山
703-8266
岡山市中区湊264-8 086-200-0055 営利法人 中区

39 岡山博愛会居宅介護支援事業所
703-8296
岡山市中区さくら住座１０番１号 086-270-4001

社会福祉
法人 中区

40 おまち介護支援
703-8204
岡山市中区雄町281-4 086-278-3535 医療法人 中区

41 居宅介護支援事業所　ＣＯＣＯ
703-8282
岡山市中区平井５丁目３－８６－２０１ 070-1256-9369 営利法人 中区

42 居宅介護支援センター　皇
703-822１
岡山市中区長岡８３－１４ 086-206-3671 営利法人 中区

43 ケアプラン協立・介護の窓口
703-8288
岡山市中区赤坂本町2-20 086-901-0228 生協 中区

44 恵風会居宅介護支援ステーション
703-8236
岡山市中区国富739-1 086-270-1088 医療法人 中区

45 幸輝園ケアプランセンター
703-8228
岡山市中区乙多見147-1 086-278-5100

社会福祉
法人 中区

46 コープケアプラン倉田
703-8265
岡山市中区倉田668-1 086-200-1729 生協 中区

47 在宅介護支援センター・カドタ
703-8275
岡山市中区門田屋敷4-5-13 086-273-8622

社会福祉
法人 中区

48
公益財団法人操風会
　ケアプラン操風

703-8272
岡山市中区奥市2-8 086-270-5578 財団法人 中区

49 さくらの里居宅介護支援事業所
703-8221
岡山市中区長岡595 086-206-6675 営利法人 中区

50 昭友会ケアプランセンター

703-8252
岡山市中区中島75-1 086-237-1117

社会福祉
法人 中区

51
特定非営利活動法人
　ケアマネジメントサービスあい愛

703-8224
岡山市中区米田23-1 090-2803-8601

非営利
法人 中区

52 マカンヌ
703-8241
岡山市中区高島新屋敷94-206 086-201-3200 営利法人 中区

53 石井内科居宅介護支援事業所
704-8138
岡山市東区神崎町105-1 086-238-3115 医療法人 東区

54 岡村一心堂居宅介護支援センター
704-8117
岡山市東区西大寺南2-1-7 086-942-9924 医療法人 東区

55 居宅介護支援センター　ままかり
704-8173
岡山市東区可知4-10-1 086-943-2500

非営利
法人 東区

56 健生園　指定居宅介護支援事業所
704-8105
岡山市東区吉原231 086-944-2931

社会福祉
法人 東区

57 さくら苑　指定居宅介護支援事業所
704-8126
岡山市東区西大寺浜261 086-944-2299

社会福祉
法人 東区

58 創心会居宅介護支援センター岡山
704-8173
岡山市東区可知3-17-53 086-942-5277 営利法人 東区

59
ハートフル多聞
　指定居宅介護支援事業所

709-0861
岡山市東区瀬戸町瀬戸36番地１ 086-952-5020

社会福祉
法人 東区

60 ハモニカ居宅介護支援センター
709-0605
岡山市東区浅川520-9 086-297-6656

社会福祉
法人 東区

61 ひかり薬局介護相談事務所
704-8116
岡山市東区西大寺中2-3-5 086-944-4616 営利法人 東区

62 あいの里居宅介護支援センター
701-0204
岡山市南区大福950-6 086-282-8817 医療法人 南区西

63 あいの里在宅介護支援センター
701-0204
岡山市南区大福281-5 086-282-8815 医療法人 南区西

64 岡山しげい居宅介護支援事業所
701-0202
岡山市南区山田2117-18 086-282-4358 医療法人 南区西

65
指定居宅介護支援事業所
   池田医院

709-1213
岡山市南区彦崎2801-4 086-363-9530 医療法人 南区西

66
南岡山ナーシングホーム
　在宅介護支援センター

701-0211
岡山市南区東畦772-10 086-281-5552

社会福祉
法人 南区西

67 アイ・プランニング
702-8032
岡山市南区福富中2丁目8－22 086-259-5331 営利法人 南区南

68 うぃーら居宅介護支援事業所
702-8011
岡山市南区郡728-5 086-250-1718 営利法人 南区南

69 居宅介護支援事業所　こもれび泉田
700-0944
岡山市南区泉田357番地3 086-243-5753 営利法人 南区南

70 在宅介護支援センター　ちゃいむ
702-8033
岡山市南区福富東1-7-43 086-263-7000

社会福祉
法人 南区南

71 佐藤病院居宅介護支援事業所
702-8053
岡山市南区築港栄町7-30 086-263-6636 医療法人 南区南

72 ツクイ岡山新保
700-0945
岡山市南区新保１１８７－２ 086-236-0866 営利法人 南区南

73 よつば会居宅介護支援事業所
700-0944
岡山市南区泉田5-10-32 086-245-0333 医療法人 南区南

74 リファインケアプランセンター
702-8022
岡山市南区福成2-2-24 086-264-1188 営利法人 南区南


