おかやまけん じりつそうだしえんきかん

そうだまどぐち いちらん

岡山県 自立相談支援機関 相談窓口一覧

す

お住まいの

そうだん まどぐち

自治体
おかやまし

岡山市
くらしきし

倉敷市
つやまし

津山市
たまのし

玉野市
かさおかし

笠岡市
いばらし

井原市
そうじゃし

総社市
たかはしし

高梁市
にいみし

新見市
びぜんし

備前市
せとうちし

瀬戸内市
あかいわし

赤磐市

まにわし

おかやまし よ

そ

おかやまししゃかいふくしきょうぎかい

くらしきしせいかつじりつそうだんしえん

しゃかい ふくし ほうじん

浅口市

にしあわくらそん

西粟倉村

そうじゃししゃかいふくしきょうぎかい

たかはしししゃかいふくしきょうぎかい

にいみししゃかいふくしきょうぎかい

町村

にいみし かなや

718-0016 新見市金谷640-1
びぜんしひがしかたがみ

せとうちし せいかつそうだんしえん

せとうちしおくちょうやまだのしょう

せとうちししゃかいふくしきょうぎかい

701-4246 瀬戸内市邑久町山田庄862-1

瀬戸内市生活相談支援センター （瀬戸内市社会福祉協議会）
おうえん

あかいわししゃかいふくしきょうぎかい

あかいわししもいち

赤磐市くらし・しごと応援センターあすてらす （赤磐市社会福祉協議会）

709-0816 赤磐市下市344

けんこうふくしぶふくしか

まにわし

みまさかししゃかいふくしか

707-0014 美作市北山390-2

みまさかししゃかいふくしきょうぎかい

美作市大原・東粟倉・作東地域生活就労支援センター （美作市社会福祉協議会）
ふくしじむしょ

みまさかし

えみ

709-4234 美作市江見280
あさくちしかもがたちょうかもがた

浅口市福祉事務所

719-0243 浅口市鴨方町鴨方２２４４－２６

ふくしじむしょ

あいだぐんにしあわくらそんかげいし

西粟倉村福祉事務所

707-0503 英田郡西粟倉村影石９５－３
じりつそうだんしえんまどぐち

みさきちょうはらだ

美咲町社会福祉協議会自立相談支援窓口

ばんち みさきちょうちゅうおうほけん

まにわぐんしんじょうそん

717-0201 真庭郡新庄村2008-1
わけちょう

きびちゅうおうちょう

ない

709-3717 美咲町原田２１５０番地 美咲町中央保健センター内

新庄村住民福祉課

す

かた

おかやましなかくふるぎょうちょう

備前県民局福祉振興課 （※和気町、吉備中央町にお住まいの方）
びっちゅうけんみんきょくふくししんこうか

くせ

みまさか し きたやま

美作市勝田・美作・英田地域生活就労支援センター （美作市社会福祉課)
みまさかし おおはら・ひがしあわぐら・さくとうちいきせいかつしゅうろうしえん

はやしまちょう、さとしょうちょう、やかげちょう

す

かい

703-8278 岡山市中区古京町１－１－１７
かた

くらしきしはしま

備中県民局福祉振興課 （※早島町、里庄町、矢掛町にお住まいの方）

ばんごう

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

0800-200-8730

086-222-8621

yorisoi8730@mx36.tiki.ne.jp

086-427-1288

086-427-1244

kurasikijiritu@mbr.sphere.ne.jp

0868-32-2133

0868-32-2153

0863-32-5555

0863-31-9179

0865-69-2015

0865-69-2182

0866-62-9526

0866-62-9310

0866-92-8374

0866-92-8284

shien@sojasyakyo.or.jp

0866-22-9111

0866-22-0845

－

0867-88-6588

0867-71-2088

0869-64-1826

0869-64-1847

0869-24-7714

0869-22-1850

710-0043 倉敷市羽島１０８３

0867-42-1581

0867-42-1369

0868-75-3913

0868-72-7702

0868-75-2622

0868-75-7081

0865-44-7007

0865-44-7110

0868-79-7100

0868-79-7101

0868-66-0970

0868-66-7133

0867-56-2646

0867-56-7044

086-272-3967

086-272-2661

086-434-7055

086-425-1941

0868-23-1293

0868-23-6129

おかやまけん

（岡山県）

みまさかけんみんきょくふくししんこうか

かがみのちょう、しょうおうちょう、なぎちょう、くめなんちょう

す

かた

美作県民局福祉振興課 （※鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町にお住まいの方）

つやましつばきこうげ

fukushi@city.tamano.lg.jp

life@setouchisyakyo.or.jp

086-955-0552

719-3201 真庭市久世２９２７－２

かつた・みまさか・あいだちいきせいかつしゅうろうしえん

びぜんけんみんきょくふくししんこうか

ちょうそん

ばんち

705-0022 備前市東片上126

しんじょうそんじゅうみんふくしか

じょうき いがい

たかはししむこうちょう

ふくしじむしょ

にしあわくらそん

ちょうめ ばん ごう

716-0029 高梁市向町２１番地３

備前市福祉事務所

しんじょうそん

上記以外の

そうじゃしちゅうおう

719-1131 総社市中央1丁目1番3号

新見市生活相談支援センター （新見市社会福祉協議会）

あさくちし

ばんち

715-0019 井原市井原町３１１番地１

たかはしし せいかつ

みさきちょうしゃかいふくしきょうぎかい

新庄村

いばらし いばらちょう

高梁市生活あんしんサポートセンター （高梁市社会福祉協議会）

まにわし

ばん ごう

かさおかし かさおか

総社市生活困窮支援センター （総社市社会福祉協議会）

あかいわし

ちょうめ

714-0081 笠岡市笠岡１８６６－１

ふくしか せいかつふくしがかり

みさきちょう

美咲町

たまのしうの

井原市福祉課生活福祉係

びぜんし

にし

706-0011 玉野市宇野1丁目27番1号

かさおかし せいかつそうごうしえん

にいみし せいかつそうだんしえん

ごう

つやまし やまきた

笠岡市生活総合支援センター

そうじゃし せいかつこんきゅうしえん

ちょうめ ばん

708-0004 津山市山北520

たまのしせいかつしえんそうだんまどぐち

みまさかし

あさくちし

くらしきしあち

710-0055 倉敷市阿知1丁目7番2-804-2号 くらしきｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ西ﾋﾞﾙ8階

玉野市生活支援相談窓口

みまさかし

美作市

ばこ

じりつ そうだん しえん

真庭市健康福祉部福祉課

みまさかし

おかやましきたくしかたちょう いちちょうめ ばん ごう

津山市自立相談支援センター

いばらし

でんわ ばんごう

住所

700-0914 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

倉敷市生活自立相談支援センター （社会福祉法人 めやす箱）
つやまし

じゅうしょ

郵便番号

岡山市寄り添いサポートセンター （岡山市社会福祉協議会）

真庭市
美作市

ゆうびん ばんごう

相談窓口

じちたい

708-0051 津山市椿高下１１４

m-syakyo-kenri@cyerry.net

