
部 課 係 電話番号 郵便番号 所在地

岡山市 北区役所 市民保険年金課 福祉総務係 086-803-1118 700-8544 岡山市北区大供１－１－１

北区役所 御津支所 総務民生課 086-724-1111 709-2198 岡山市北区御津金川１０２０

北区役所 建部支所 総務民生課 086-722-1112 709-3198 岡山市北区建部町福渡４８９

北区役所 一宮地域センター 086-284-0501 701-1211 岡山市北区一宮５５３－１

北区役所 津高地域センター 086-294-2411 701-1144 岡山市北区栢谷１６８２

北区役所 高松地域センター 086-287-3731 701-1335 岡山市北区高松１４１－１

北区役所 吉備地域センター 086-293-1111 701-0153 岡山市北区庭瀬４１４

北区役所 足守地域センター 086-295-1111 701-1463 岡山市北区足守７１８

中区役所 市民保険年金課 福祉総務係 086-901-1615 703-8544 岡山市中区浜３－７－１５

中区役所 富山地域センター 086-277-7211 703-8271
岡山市中区円山１１５－１
（ハピーズ円山店内）

東区役所 市民保険年金課 福祉総務係 086-944-5017 704-8555 岡山市東区西大寺南１－２－４

東区役所 瀬戸支所 総務民生課 086-952-1112 709-0897 岡山市東区瀬戸町瀬戸４５

東区役所 上道地域センター 086-297-4211 709-0611 岡山市東区楢原４６６

南区役所 市民保険年金課 福祉総務係 086-902-3515 702-8544 岡山市南区浦安南町４９５－５

南区役所 灘崎支所 総務民生課 086-363-5201 709-1215 岡山市南区片岡２０７

南区役所 児島地域センター 086-267-2231 702-8012 岡山市南区北浦７１６

南区役所 妹尾地域センター 086-282-3121 701-0206 岡山市南区箕島１０２４－８

南区役所 福田地域センター 086-282-1131 701-0203 岡山市南区古新田１０８９

南区役所 興除地域センター 086-298-3131 701-0213 岡山市南区中畦５９３

南区役所 藤田地域センター 086-296-2221 701-0221 岡山市南区藤田５０８

南区役所 福浜地域センター 086-265-4181 702-8032 岡山市南区福富中１－１６－２２

倉敷市 倉敷市役所 福祉援護課 086-426-3321 710-8565 倉敷市西中新田６４０

水島支所 福祉課 086-446-1114 712-8565 倉敷市水島北幸町１－１

児島支所 福祉課 086-473-1119 711-8565 倉敷市児島小川町３６８１－３

玉島支所 福祉課 086-522-8118 713-8565 倉敷市玉島阿賀崎１－１－１

真備支所 真備保健福祉課 086-698-5113 710-1398 倉敷市真備町箭田１１４１－１

津山市 社会福祉事務所 生活福祉課 社会援護係 0868-32-2063 708-8501 津山市山北５２０

玉野市 社会福祉部 福祉政策課 地域福祉係 0863-32-5555 706-8510 玉野市宇野１－２７－１

笠岡市 健康福祉部 地域福祉課 福祉総務係 0865-69-2133 714-8601 笠岡市中央町１－１

井原市 健康福祉部 福祉課 高齢者福祉係 0866-62-9516 715-8601 井原市井原町３１１－１

総社市 保健福祉部 福祉課 福祉総務係 0866-92-8264 719-1192 総社市中央１－１－１

高梁市 健康福祉部 福祉課 高齢福祉係 0866-21-0265 716-8501 高梁市松原通２０４３ 番地

新見市 福祉部 福祉課 社会福祉係 0867-72-6126 718-8501 新見市新見３１０－３

備前市 保健福祉部 社会福祉課 0869-64-1824 705-8602 備前市東片上１２６

日生総合支所 管理課 0869-72-1101 701-3292 備前市日生町日生６３０

吉永総合支所 管理課 0869-84-2511 709-0224 備前市吉永町吉永中８７８
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三石出張所 0869-62-0501 705-0132 備前市三石１０９４

瀬戸内市 保健福祉部 福祉課 社会福祉係 0869-26-5941 701-4264 瀬戸内市長船町土師２７７－４

赤磐市 保健福祉部 社会福祉課 福祉推進班 086-955-1115 709-0898 赤磐市下市３４４

赤坂支所 健康福祉課 086-957-4822 701-2292 赤磐市町苅田５１６

熊山支所 健康福祉課 086-995-1293 709-0792 赤磐市松木６３６－１

吉井支所 健康福祉課 086-954-1374 701-2595 赤磐市周匝１３６

真庭市 健康福祉部 福祉課 0867-42-1581 719-3292 真庭市久世２９２７－２

北房振興局 地域振興課 0866-52-2113 716-1433 真庭市下呰部２４８

落合振興局 地域振興課 0867-52-1110 719-3194 真庭市落合垂水１９０１－５

勝山振興局 地域振興課 0867-44-2925 717-0013 真庭市勝山５３－１

美甘振興局 地域振興課 0867-56-2611 717-0105 真庭市美甘４１３４

湯原振興局 地域振興課 0867-62-2012 717-0406 真庭市豊栄１５１５

蒜山振興局 地域振興課 0867-66-2510 717-0504 真庭市蒜山下福田３０５

美作市 保健福祉部 社会福祉課 福祉係 0868-75-3913 707-0014 美作市北山３９０－２

勝田総合支所 地域福祉係 0868-77-1111 707-0113 美作市真加部１６１６

大原総合支所 地域福祉係 0868-78-3111 707-0412 美作市古町１７０９

東粟倉総合支所 地域福祉係 0868-78-3133 707-0404 美作市太田１５２－１

作東総合支所 地域福祉係 0868-75-1111 709-4292 美作市江見９４５

英田総合支所 地域福祉係 0868-74-3111 701-2604 美作市福本８１０－２

浅口市 生活環境部 市民課 市民係 0865-44-9042 719-0295 浅口市鴨方町六条院中３０５０

金光総合支所 市民生活課 市民係 0865-42-7301 719-0192 浅口市金光町占見新田７５１

寄島総合支所 市民生活課 市民係 0865-54-5113 714-0192 浅口市寄島町１６０１０

和気町 民生福祉部 健康福祉課 福祉係 0869-93-3681 709-0495 和気郡和気町尺所５５５

佐伯庁舎 総務福祉課 住民・福祉保健係 0869-88-1103 709-0511 和気郡和気町矢田３０５

早島町 健康福祉課 福祉係 086-482-2483 701-0303 都窪郡早島町前潟３６０－１

里庄町 町民課 住民担当 0865-64-3112 719-0398 浅口郡里庄町大字里見１１０７－２

矢掛町 保健福祉課 福祉推進係 0866-82-1013 714-1297 小田郡矢掛町矢掛３０１８

新庄村 住民福祉課 0867-56-2646 717-0201 真庭郡新庄村２００８－１

鏡野町 保健福祉課 0868-54-2986 708-0392 苫田郡鏡野町竹田６６０ 番地

勝央町 健康福祉部 0868-38-7102 709-4334 勝田郡勝央町平２４２－１

奈義町 健康福祉課 0868-36-6700 708-1323 勝田郡奈義町豊沢３２７－１

西粟倉村 保健福祉課 0868-79-7100 707-0503 英田郡西粟倉村大字影石９５－３

久米南町 保健福祉課 086‐728‐4411 709-3614 久米郡久米南町下弓削５０２－１

美咲町 福祉事務所 0868-66-1129 709-3717 久米郡美咲町原田１７３５

吉備中央町 福祉課 社会福祉班 0866-54-1317 716-1192 加賀郡吉備中央町豊野１－２
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