
介護職員初任者研修事業者一覧
事業所名 法人形態 電話番号 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 法人住所

片山学園　倉敷翠松高等学校 学校法人 086-422-3565 http://www.suisho.ed.jp/ 倉敷市平田１５５

しおかぜ 社会福祉法人 086-470-4848 http://www.shiokaze-group.jp 倉敷市下津井１４８２－１８

ステップ 株式会社 086-212-1270 http://www.step-care.jp 岡山市北区幸町９－２２　樹宝マンション２Ｆ

ニチイ学館 株式会社 086-231-8492 http//www.e-nichii.net/index.html 岡山市北区野田屋町１－１－１５

岡山県立北部高等技術専門校 高等技術専門校 0868-26-1125 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/200 津山市川崎９５３

ファントゥ 株式会社 086-201-7010 http://www.fan-to.com/ 岡山市北区平和町１－８

美作学園　美作高校 学校法人 0868-22-7718 http://www.mimasaka.ed.jp/ 津山市北園町５０

シーズ 株式会社 086-214-3730 http://www.seedsjp.com/ 岡山市北区昭和町１１－５

早島町社会福祉協議会 社会福祉法人 086-482-3000 http://www.fukushiokayama.or.jp/hayashima/hayashima.htm早島町前潟２４９－１

ウェル福祉学習センター NPO法人 086-427-7761 http://www.well-fukushi.jp 倉敷市稲荷町５－３８

両備システムズ 株式会社 086-264-0152 http://www.rss.ryobi.co.jp/ 岡山市中区藤崎５６４－５

興陽高校 県立高校 086-296-2268 http://www.koyohigh.okayama-c.ed.jp 岡山市南区藤田１５００

後楽館高校 岡山市立高校 086-226-7100 http://www.city-okayama.ed.jp/~korakukan/ 岡山市北区南方１－３－１５

第一原田学園 おかやま山陽高等学校 学校法人 0865-44-3100 http://www.okayama-sanyo-hs.ed.jp/ 浅口市鴨方町六条院中２０６９

アンビシャス 株式会社 0866-56-3666 http://y-ambitious.com/ 高梁市川端町５－２

GIRASOLE 株式会社 086-265-1123 http://yk-ep.com/ 岡山市南区築港ひかり町２－２

鴨方高校 県立高校 0865-44-2158 http://www.kamogata.okayama-c.ed.jp/ 浅口市鴨方町鴨方８１９

天真学園　岡山県共生高等学校 学校法人 0867-72-0526 http://www.kyousei.ed.jp 新見市新見２０３２－４

介護労働安定ｾﾝﾀｰ岡山支部 公益財団法人 086-221-4565 http://www.kaigo-center.or.jp/okayama@kaigo-center.or.jp 岡山市北区柳町１－１－１

岡山県立南部高等技術専門校 高等技術専門校 086-424-3311 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/199/ 倉敷市新田３２４１

ウェルサークル 株式会社 086-239-5670 http://www.wellcircle.co.jp 岡山市中区中島２５０

倉敷中央高等学校 県立高校 086-465-2559 http://www.kurachuo.okayama-c.ed.jp 倉敷市西富井１３８４

岡山県立北部高等技術専門校　美作校 高等技術専門校 0868-72-0453 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/201/ 美作市安蘇３４５

勝間田高等学校 県立高校 0868-38-3168 http://www.katumada.okayama-c.ed.jp 勝央町勝間田４７

和気閑谷高等学校 県立高校 0869-93-1188 http://www.wakesizu.okayama-c.ed.jp 和気町尺所１５

和楽会　 医療法人 086-473-3356 http://www.warakukai.com 倉敷市児島味野６－１－１０

ハートスイッチ 株式会社 086-420-1600 http://www.heart-switch.com 倉敷市茶屋町２１０４－１

加計学園 岡山理科大学専門学校 学校法人 086-228-0383 http://www.kake.ac.jp/disclousure/ 岡山市北区半田町８－３

Opas 株式会社 086-231-9213 http://www.optoyo.com 岡山市北区本町１０－２２

瀬戸南高等学校 県立高校 086-952-0314 http://www.setomina.okayama-c.ed.jp 岡山市東区瀬戸町沖８８

建築資料研究社　 株式会社 086-223-8860 http://ksknet.co.jp/ 岡山市北区大供３－１－１８

備前緑陽高等学校 県立高校 0869-63-0315 http://www.ryokuyou.okayama-c.ed.jp 備前市西片上９１－１

青木内科小児科医院 医療法人 086-281-2277 http://www.aoki-ainosato.or.jp/ 岡山市南区大福９５０－６

中国学園  中国短期大学 学校法人 086-293-1000 http://www.cjc.ac.jp/ 岡山市北区庭瀬８３

高志会 医療法人 086-526-7870 http://www.shibata-h.jp 倉敷市玉島乙島６１０８－１

岡山南商工会 商工会 086-296-0765 http://www.southokayama.jp 岡山市南区藤田５６４－１３１

両備ヘルシーケア 株式会社 086-235-0800 http://www.ryobi-hc.jp/ 岡山市北区錦町６－１

誠和　 社会福祉法人 0869-34-6366 http://www.ajisai-s.or.jp 瀬戸内市牛窓町長浜１７４５－１

倉敷翔南高等学校 倉敷市立高校 086-473-4240 http://www.kurashiki-oky.ed.jp/school/syounan-h/ 倉敷市児島稗田町１６０

岡山市ふれあい公社 公益財団法人 086-274-5151 http://www.okayama-fureai.or.jp 岡山市中区桑野７１５－２

第一平田学園  中国デザイン専門学校 学校法人 086-225-0791 http://www.cdc-de.ac.jp/index.html 岡山市北区船頭町１２

真庭市社会福祉協議会 社会福祉法人 0867-52-1500 http://fukushiokayama.or.jp/maniwa/index.html 真庭市落合垂水１９０１－５

サルピス 株式会社 086-270-1117 http://www.sarupis.jp 岡山市中区原尾島１－８－１４

就実学園  就実短期大学 学校法人 086-271-8117 http://www.shujitsu.co.jp 岡山市中区西川原１－６－１

岡山瀬戸高等支援学校 県立高校 086-952-5633 http://www.setosien.okayama-c.ed.jp/ 岡山市東区瀬戸町江尻１３２６

賀新会 医療法人 086-526-5511 http://newelder.jp/ 倉敷市玉島１３３４－１

ビジネス・インキュベーター岡山 特定非営利活動法人 086-805-7739 http://www.bio.gr.jp 岡山市北区西古松2-26-22ＢＩＯプラザ

社会福祉法人天神会 社会福祉法人 0865-67-4122 http://www.tenjinkai.org/ 笠岡市神島3626-7

ライフ・ケア・アイ 株式会社 0869-64-0871 http://ikemotolifecare.com 備前市西片上1068-4

雪舟福祉会 社会福祉法人 0866-96-0700 http://www.sesshu-fukushikai.or.jp/sereno 総社市久代５１２７

新見公立大学 公立大学法人 0867-72-0634 http://www.niimi-c.ac.jp/index_d.html 新見市西方１２６３－２

清風会 社会医療法人 0868-36-3622 http://www.seifuukai.com/ 津山市日本原３５２

薫風会 社会福祉法人 086-444-6521 kurafuku.jp 倉敷市神田１－３－５

岡山医療生活協同組合 協同組合 086-276－2055 http://www.okayama-health.coop/ 岡山市中区赤坂本町２－２０

新庄村社会福祉協議会 社会福祉法人 0867-56-2001 http://www.shinjoshakyo.or.jp/ 岡山県真庭郡新庄村１９９８－１

順正学園 学校法人 0866-22-7779 http://junsei.ac.jp 岡山市北区岩田町２－５

桃太郎ハンズ 特定非営利活動法人 086-232-3018 http://kokoro-net.org/ 岡山市北区春日町９－３

ベル学園 学校法人 086-271-6001 http://www.ifukusen.ac.jp/ 岡山市中区門田屋敷３－５－１８

岡山県高齢者福祉生活協同組合 協同組合 086-234-9228 http://www.okayama-korei.jp/ 岡山市北区鹿田町１－７－１０

JCC（旧：ジェックスケアカレッジ） 一般社団法人 086-235-3434 http://www.ojecs.com/ 岡山市北区富田２７３－９

大阪滋慶学園 学校法人 06-6150-1301 https://www.msmn.ac.jp/ 大阪府大阪市淀川区宮原１－２－４３

新未来会 一般社団法人 086-263-5911 岡山市南区泉田四丁目19番20-1号

土屋 株式会社 050-3733-3443 https://tcy.co.jp/ 井原市井原町１９２番地２

生活援助従事者研修事業者一覧
事業所名 法人形態 電話番号 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 法人住所

岡山県高齢者福祉生活協同組合 協同組合 086-234-9228 http://www.okayama-korei.jp/ 岡山市北区鹿田町１－７－１０


