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70　社会福祉施設

区分 施設名 設置主体 所在地 定員
救護施設 津山広済寮 (福)広済会 小田中1412 80

三楽園 (福)江原恵明会 一方218-1 30
授産施設 友楽荘 (福)江原恵明会 一方216-4 30

児童発達支援事業所　あゆみ （福）津山みのり学園 小田中1857-7 10
児童発達支援事業所「てけてけ」 津山市 山北800 20
多機能型事業所ｓｏｃｉｏ （福）大崎ゆりかご会 西吉田400-8 10
児童発達支援センター　キッズみのり （福）津山みのり学園 二宮918 20
ラルーチェめぐみ （福）津山社会福祉事業会 川崎594-5 10
あそび王国　津山河辺事業所 （株）ミツバファクトリー 河辺1707-11 10
多機能型事業所　ｓｔep socio （福）大崎ゆりかご会 金井11-10 10
あそび王国　津山田邑事業所 （株）ミツバファクトリー 上田邑11 10
児童発達支援事業所　くれーる （社）発達を考える会ブルークレール 院庄913-1 10
多機能型事業所　ｓｏｃｉｏ （福）大崎ゆりかご会 西吉田400-8 10
児童発達支援センター　キッズみのり （福）津山みのり学園 二宮918 10

放課後等デイサービス事業所Ｌｉｅｂｅ （福）鶯園 総社58-7 10

ラルーチェめぐみ （福）津山社会福祉事業会 川崎594-5 20

おひさま　津山事業所 （株）HUGHUG 沼450　B棟　102 10

あそび王国　津山田邑事業所 （株）ミツバファクトリー 上田邑11 10

放課後デイサービス　ポロカ （福）白樺会 東一宮31-13 10

キッズ　ゆうゆう （有）いちばん館 野村315-6 10

あそび王国　津山河辺事業所 （株）ミツバファクトリー 河辺1707-11 10
ｎｅｘｔ ｓｏｃｉｏ （福）大崎ゆりかご会 西吉田491-9 10
リヤン （株）セラヴィ 神戸480-2　2階 10

放課後デイサービス　ポロカ　上河原事業所 （福）白樺会 上河原527-1 10

みらい （特非）未来へ 川崎143-1　2階 10

夢門塾ゆうゆう津山 (株)介護福祉サービス 上河原217番地11 10

放課後等デイサービス事業所よつば (株)ａｎｄｉａｍｏ 東一宮12-2 10

よつばのクローバー国分寺 (株)大知 国分寺233-6 10

リヤン二宮事業所 (株)セラヴィ 二宮1876-13 10

多機能型事業所　ｓｔep socio （福）大崎ゆりかご会 金井11-10 10

短期入所事業所　あすなろ園 （福）慈風会 西下1003-1 3
短期入所事業所　ココロみのり （福）津山みのり学園 二宮999 5
津山ひかり学園　ひかりの風 （福）津山社会福祉事業会 川崎1508 6
津山ひかり学園　ひかりの杜 （福）津山社会福祉事業会 川崎1508 2
障がい者支援施設　みすず荘 （福）千寿福祉会 瓜生原326-1 4
短期入所事業所ライフみのり （福）津山みのり学園 二宮999 3
津山中央病院 （財）津山慈風会 川崎1756 -
サンサポートつやま （医）西下病院 田町27 4
サンコート （福）江原恵明会 津山口309-2 29
指定共同生活援助事業所　姫山の里 （福）千寿福祉会 瓜生原326-1 24
グループホーム　母恵夢 ＮＰＯ法人希福祉会 院庄910 14
みのり共同生活事業所 （福）津山みのり学園 二宮999 37
メゾンきさらぎ （福）津山社会福祉事業会 川崎1508 54
グループホーム　じゃがいも畑 ＮＰＯ法人じゃがいもの木 小田中676-1 21
グループホーム　きぼう ＮＰＯ法人きぼう福祉会 久米川南2879 4
障害者支援施設　あすなろ園 （福）慈風会 西下1003-1 95
障がい者支援施設　みすず荘 （福）千寿福祉会 瓜生原326-1 55
障害者支援施設　ココロみのり （福）津山みのり学園 二宮999 80
障害者支援施設　ライフみのり （福）津山みのり学園 二宮999 60
津山ひかり学園　ひかりの杜 （福）津山社会福祉事業会 川崎1508 60
どんぐり工房 NPO法人どんぐりコロコロ 下高倉西1823-1 10
津山市障害者福祉センター　神南備園 津山市 大谷600 20
自立支援センター　であい工房　母恵夢 NPO法人希福祉会 院庄910 10
社会就労センター　ワークスみのり （福）津山みのり学園 二宮999-10 20

ウィズユー
ＮＰＯ法人児島地区
障害者地域活動センター

東一宮651-3 20

津山ひかり学園　ひかりの丘 （福）津山社会福祉事業会 川崎1566-1 10
青空ワークス （福）鶯園 国分寺988-1 10
トラストワークス NPO法人トラストワークス 二宮640 20
就労継続支援作業所ウィズ （医）高見徳風会 田町115 40
社会就労センター　さくらワークヒルズ （福）共栄会 勝部563 24
就労支援センター　きんかえも ＮＰＯ法人じゃがいもの木 小田中676-1 30
自立支援センター　であい工房母恵夢 ＮＰＯ法人希福祉会 院庄910 30
トラストワークス ＮＰＯ法人トラストワークス 二宮646 30
就労継続支援Ｂ型事業所　ホワイト （福）千寿福祉会 瓜生原322 20
就労継続支援Ｂ型　ワークショップ津山 （福）愛徳福祉会 東新町6 20

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

ⅧⅧ　　　　民民生生・・労労働働

児童発達支援

放課後等デイサービス

短期入所

共同生活援助

生活介護
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区分 施設名 設置主体 所在地 定員
社会就労センター　セルプ弥生 （福）共栄会 勝部609-1 20
障害福祉サービス事業所　セルプみのり （福）津山みのり学園 二宮999 20
ウィッシュランド ＮＰＯ法人もっこクラブ 新野東557-2 30
輪輪かけはし ＮＰＯ法人かも・かけはし 加茂町小中原143 12
ワーキングメイト ＮＰＯ法人灯心会 上河原210-2-3 20
きぼう作業所 ＮＰＯ法人きぼう福祉会 久米川南3083 20
津山しらうめの会共同作業所 ＮＰＯ法人津山しらうめの会 椿高下99-1 20
ふれんど久米 ＮＰＯ法人フレンド久米 中北下1300 20
津山ひかり学園　ひかりの丘 （福）津山社会福祉事業会 川崎1566-1 40
フォレック NPO法人クローバー 下高倉西1861-5 20
スキダマリンク （一社）スキダマリンク 林田29-22 20
どんぐり工房 ＮＰＯ法人どんぐりコロコロ 下高倉西1823-1 10
就労継続支援Ｂ型事業所らくがき ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 国分寺126-12 20

福祉型障碍児入所施設 津山ひかり学園　ひかりの風 （福）津山社会福祉事業会 川崎1508 40
津山ひかり学園　ひかりの杜 （福）津山社会福祉事業会 川崎1508 60
障害者支援施設　ココロみのり （福）津山みのり学園 二宮999 80
障害者支援施設　ライフみのり （福）津山みのり学園 二宮999 30
障がい者支援施設　みすず荘 （福）千寿福祉会 瓜生原326-1 50
障害者支援施設　あすなろ園 （福）慈風会 西下1003-1 80
地域生活支援センターネクスト津山 （財）江原積善会 津山口308-5
指定特定相談支援事業所
美作地域生活支援センター

（福）津山社会福祉事業会 川崎1554

つやま地域生活支援センターつばさ （福）津山みのり学園 二宮80-1
相談支援事業所　きぼう （社医）高見徳風会 田町115
木の葉 ＮＰＯ法人どんぐりコロコロ 下高倉西1823-1
サポートランドウィシュ ＮＰＯ法人もっこクラブ 新野東557-2
相談支援事業所　神南備園 （福）千寿福祉会 大谷600
相談支援事業所　ｎａｉｎｏａ （福）白樺会 東一宮31-13
特定相談支援事業所　あすなろ （福）慈風会 西下1003-1
たけやり　こども相談支援事業所 （福）江原恵明会 津山口327
相談支援事業所　おれんじ （同）フクラス 山下69-26
相談支援事業所　うさぎとかめ （一社）いのちときずな 西新町16
相談支援事業所　天色 合同会社　天色 二宮339-2-6

地域活動支援センター 地域生活支援センターネクスト津山 （財）江原積善会 津山口308-5
障害者福祉センター 津山市障害者福祉センター神南備園 津山市 大谷600

指定特定相談支援事業所
                美作地域生活支援センター

（福）津山社会福祉事業会 川崎1554

地域生活支援センターネクスト津山 （財）江原積善会 津山口308-5
相談支援事業所きぼう （社医）高見徳風会 田町115
つやま地域生活支援センターつばさ
　   津山地域障害者基幹相談センター
     津山地域障害者虐待防止センター

(福)津山みのり学園

二宮80-1

障害者就業・
　　生活支援センター

津山障害者就業・生活支援センター (福)津山社会福祉事業会 川崎1554

グループホーム グループホームほほえみ (有)ゼロズ 下高倉西549-43 18
　　(認知症高齢者) グループホームのどか ＮＰＯ法人高齢者介護研究会のどか宅老所 神戸262-1 9

グループホームうぐいす (福)鶯園 瓜生原331 18
グループホーム愛 （福）愛和会 桑下1227-2 18
グループホーム生き活き館津山 （福）生き活き館 大谷611-2 18
グループホーム久米 （有）フロンティア 久米川南2551-1 18
グループホーム敬愛 （有）敬愛 東一宮22-10 18
グループホーム国府の里 （福）総社保育園 総社34-1 18
グループホーム作楽 （財）共愛会 神戸571-1 18
グループホームさくらんぼ 和楽路（有） 日上1468-1 18
グループホーム淳厚苑 （有）スピリッツ 加茂町塔中105 9
グループホームじーちゃん、ばーちゃんのお家 （有）すえ広企画 大谷295-1 18
グループホーム杉宮 （福）加茂光陽会 杉宮820-1 18
グループホーム総社 （福）総社保育園 総社309 18
グループホームねむの樹 （有）ソウルメイト岡山 高野本郷1691-3 18
グループホームのどか （有）のどか宅老所 下高倉西544-1 18
グループホーム日だまりハウス （有）翔和 桑下1312-1 9
グループホーム日だまりハウス別館 （有）翔和 桑下1316-1 9
グループホームみすず (福)千寿福祉会 瓜生原326-1 18
グループホーム津山 (福)鶯園 小田中138-1 18

養護老人ホーム ときわ園 津山市 井口100-1 80
塩手荘 勝田郡老人福祉施設組合 市場2151 60

特別養護老人ホーム 鶯園 (福)鶯園 瓜生原337-1 110
高寿園 (福)津山福祉会 下高倉西1581-1 80
サンライフみのり (福)津山みのり学園 二宮999 90
日本原荘 (福)日本原荘 新野東1797 118
第3日本原荘 (福)日本原荘 新野東1797-3 50
緑山荘 (福)加茂光陽会 加茂町小中原115 60
愛和荘 (福)愛和会 桑下1272-3 80

就労継続支援Ｂ型

施設入所施設

計画相談支援

地域定着支援地域移行支援
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区分 施設名 設置主体 所在地 定員
社会就労センター　セルプ弥生 （福）共栄会 勝部609-1 20
障害福祉サービス事業所　セルプみのり （福）津山みのり学園 二宮999 20
ウィッシュランド ＮＰＯ法人もっこクラブ 新野東557-2 30
輪輪かけはし ＮＰＯ法人かも・かけはし 加茂町小中原143 12
ワーキングメイト ＮＰＯ法人灯心会 上河原210-2-3 20
きぼう作業所 ＮＰＯ法人きぼう福祉会 久米川南3083 20
津山しらうめの会共同作業所 ＮＰＯ法人津山しらうめの会 椿高下99-1 20
ふれんど久米 ＮＰＯ法人フレンド久米 中北下1300 20
津山ひかり学園　ひかりの丘 （福）津山社会福祉事業会 川崎1566-1 40
フォレック NPO法人クローバー 下高倉西1861-5 20
スキダマリンク （一社）スキダマリンク 林田29-22 20
どんぐり工房 ＮＰＯ法人どんぐりコロコロ 下高倉西1823-1 10
就労継続支援Ｂ型事業所らくがき ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 国分寺126-12 20

福祉型障碍児入所施設 津山ひかり学園　ひかりの風 （福）津山社会福祉事業会 川崎1508 40
津山ひかり学園　ひかりの杜 （福）津山社会福祉事業会 川崎1508 60
障害者支援施設　ココロみのり （福）津山みのり学園 二宮999 80
障害者支援施設　ライフみのり （福）津山みのり学園 二宮999 30
障がい者支援施設　みすず荘 （福）千寿福祉会 瓜生原326-1 50
障害者支援施設　あすなろ園 （福）慈風会 西下1003-1 80
地域生活支援センターネクスト津山 （財）江原積善会 津山口308-5
指定特定相談支援事業所
美作地域生活支援センター

（福）津山社会福祉事業会 川崎1554

つやま地域生活支援センターつばさ （福）津山みのり学園 二宮80-1
相談支援事業所　きぼう （社医）高見徳風会 田町115
木の葉 ＮＰＯ法人どんぐりコロコロ 下高倉西1823-1
サポートランドウィシュ ＮＰＯ法人もっこクラブ 新野東557-2
相談支援事業所　神南備園 （福）千寿福祉会 大谷600
相談支援事業所　ｎａｉｎｏａ （福）白樺会 東一宮31-13
特定相談支援事業所　あすなろ （福）慈風会 西下1003-1
たけやり　こども相談支援事業所 （福）江原恵明会 津山口327
相談支援事業所　おれんじ （同）フクラス 山下69-26
相談支援事業所　うさぎとかめ （一社）いのちときずな 西新町16
相談支援事業所　天色 合同会社　天色 二宮339-2-6

地域活動支援センター 地域生活支援センターネクスト津山 （財）江原積善会 津山口308-5
障害者福祉センター 津山市障害者福祉センター神南備園 津山市 大谷600

指定特定相談支援事業所
                美作地域生活支援センター

（福）津山社会福祉事業会 川崎1554

地域生活支援センターネクスト津山 （財）江原積善会 津山口308-5
相談支援事業所きぼう （社医）高見徳風会 田町115
つやま地域生活支援センターつばさ
　   津山地域障害者基幹相談センター
     津山地域障害者虐待防止センター

(福)津山みのり学園

二宮80-1

障害者就業・
　　生活支援センター

津山障害者就業・生活支援センター (福)津山社会福祉事業会 川崎1554

グループホーム グループホームほほえみ (有)ゼロズ 下高倉西549-43 18
　　(認知症高齢者) グループホームのどか ＮＰＯ法人高齢者介護研究会のどか宅老所 神戸262-1 9

グループホームうぐいす (福)鶯園 瓜生原331 18
グループホーム愛 （福）愛和会 桑下1227-2 18
グループホーム生き活き館津山 （福）生き活き館 大谷611-2 18
グループホーム久米 （有）フロンティア 久米川南2551-1 18
グループホーム敬愛 （有）敬愛 東一宮22-10 18
グループホーム国府の里 （福）総社保育園 総社34-1 18
グループホーム作楽 （財）共愛会 神戸571-1 18
グループホームさくらんぼ 和楽路（有） 日上1468-1 18
グループホーム淳厚苑 （有）スピリッツ 加茂町塔中105 9
グループホームじーちゃん、ばーちゃんのお家 （有）すえ広企画 大谷295-1 18
グループホーム杉宮 （福）加茂光陽会 杉宮820-1 18
グループホーム総社 （福）総社保育園 総社309 18
グループホームねむの樹 （有）ソウルメイト岡山 高野本郷1691-3 18
グループホームのどか （有）のどか宅老所 下高倉西544-1 18
グループホーム日だまりハウス （有）翔和 桑下1312-1 9
グループホーム日だまりハウス別館 （有）翔和 桑下1316-1 9
グループホームみすず (福)千寿福祉会 瓜生原326-1 18
グループホーム津山 (福)鶯園 小田中138-1 18

養護老人ホーム ときわ園 津山市 井口100-1 80
塩手荘 勝田郡老人福祉施設組合 市場2151 60

特別養護老人ホーム 鶯園 (福)鶯園 瓜生原337-1 110
高寿園 (福)津山福祉会 下高倉西1581-1 80
サンライフみのり (福)津山みのり学園 二宮999 90
日本原荘 (福)日本原荘 新野東1797 118
第3日本原荘 (福)日本原荘 新野東1797-3 50
緑山荘 (福)加茂光陽会 加茂町小中原115 60
愛和荘 (福)愛和会 桑下1272-3 80

就労継続支援Ｂ型

施設入所施設

計画相談支援

地域定着支援地域移行支援
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区分 施設名 設置主体 所在地 定員
のどか （福）桜楽会 神戸262-2 60
ミ・カサ （福）江原恵明会 北町44-1 60

老人福祉センター 津山老人福祉センター (福)津山市社会福祉協議会 皿867 －
福祉センター 加茂福祉センター (福)津山市社会福祉協議会 加茂町小中原143 －

阿波福祉センター (福)津山市社会福祉協議会 阿波1198 －
勝北福祉センター (福)津山市社会福祉協議会 新野東567 －
久米福祉センター (福)津山市社会福祉協議会 中北下1300 －

温泉施設 高齢者総合福祉施設
　　「めぐみ荘」

津山市 加茂町小中原143 －

阿波保健福祉
　　センター(浴室棟)

津山市 阿波1198 －

生活支援ハウス 久米高齢者生活福祉
　　センター「やすらぎの丘」

津山市 桑下1228-6 14

軽費老人ホーム イーエスガーデン (福)江原恵明会 津山口307 50
サンシティーうぐいす (福)鶯園 国分寺988-1 50
ケアハウス上河原 (福)福愛会 上河原344-1 50
ケアハウスオークパーク (福)江原恵明会 一方216-3 50
第２日本原荘 (福)日本原荘 新野東1798-1 50
白梅寮 (福)鶯園 瓜生原535-2 60
特定施設　蓉厚苑 (有)スピリッツ 加茂町塔中105 29
ユウユウハウス下横野 (株)ダンケ 下横野2604-2 30
特定施設のどか (有)のどか宅老所 神戸262-1 29
サンホームおおだ (医)西下病院 大田83-5 24
アーバンライフ二階町 (財)津山慈風会 二階町23-3 29
住宅型有料老人ホーム土居の里 (有)土居の里 下高倉西2370-1 16
ユウユウハウス中島 (株)ダンケ 中島179-1 30
サン・オークス津山 ㈱両備ヘルシーケア 紫保井1463-1 48
咲楽苑 （株）Ｎａｔｕｒａｌ 日本原199 19
大智宅老所　いざなみ荘 （株）大智 下高倉西2190-1 10
ハートリンク津山口 （株）ハートリンクケア 津山口208-1 19
ひまりえ津山 合同会社ひまわり 二宮656-1 25
住宅型有料老人ホーム勝福 （株）勝北 日上沖ヶ原1675-5 12
住宅型有料老人ホーム土居の里（２号棟） （有）土居の里 下高倉西字下土居2364-1 13
ふくろうライフ （株）永心 久米川南586-4 11
住宅型有料老人ホーム　ピュアライフ城西 （株）モトマキノ 上紺屋町31-2 14

コミュニティ施設 ふれあいサロン 津山市 南新座34
地域包括支援センター 津山市地域包括支援センター (福)津山市社会福祉協議会 山北520

津山市地域包括支援センター
中央部サブセンター

(福)津山市社会福祉協議会 山北520

津山市地域包括支援センター
北部サブセンター

(福)津山市社会福祉協議会 山北520

津山市地域包括支援センター
南部サブセンター

(福)津山市社会福祉協議会 山北520

津山市地域包括支援センター
東部サブセンター

(福)津山市社会福祉協議会 瓜生原331

津山市地域包括支援センター
西部サブセンター

(福)津山市社会福祉協議会 二宮999

津山市地域包括支援センター
加茂サブセンター

(福)津山市社会福祉協議会 加茂町小中原143

津山市地域包括支援センター
勝北サブセンター

(福)津山市社会福祉協議会 新野東567

津山市地域包括支援センター
久米サブセンター

(福)津山市社会福祉協議会 中北下1300

老人保健施設 エスポアール城西 (社医)高見徳風会 田町151-5-1 97
のぞみ苑 (医)東浩会 川崎554-5 50
津山ナーシングホーム (福)日本原荘 野介代1656-1 92
ケアガーデン津山 (医)蘭和会 河辺332-1 50
おとなの学校　岡山校 （社医）清風会 日本原352 35
かもの郷 （医）慈恵会 加茂町中原61 50

介護医療院 サンホームつやま (医)西下病院 田町27 29
児童養護施設 わかば園 (福)わかば園 二宮128 26

立正青葉学園 (宗)妙勝寺 西寺町77 30
津山二葉園 (福)菜花の里 林田1695-3 50

助産施設 津山中央福祉産院 (財)津山慈風会 川崎1756 2
保育所 みどりの丘保育所 津山市 大田831-4 120

倭文保育所 津山市 里公文1754-1 60
大崎保育園 (福)大崎ゆりかご会 西吉田36-1 90
国分寺保育園 (福)河辺福祉会 国分寺454-2 120
KOKKＯ保育園 (福)江原恵明会 津山口327 90
作陽保育園 (福)作陽保育園 大谷412-9 120
城西保育園 (福)津山社会福祉事業会 小田中1381-3 120
城東保育園 (福)城東福祉会 川崎732-3 110
城北保育園 (福)城北保育園 上河原217-5 150
総社保育園 (福)総社保育園 総社27-1 110

有料老人ホーム
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区分 施設名 設置主体 所在地 定員
高倉ひかり保育園 (福)高倉ひかり保育園 下高倉西813-2 120
高野保育園 (福)高野福祉会 高野本郷1457-8 180
高野第二保育園 (福)高野福祉会 高野山西553-1 120
田邑保育園 (福)田邑保育園 下田邑114-3 70
田町保育園 (宗)日本キリスト教団津山教会 田町29 60
津山保育園 (福)津山社会福祉事業会 山下30-6 150
津山乳児保育園 (福)津山社会福祉事業会 小田中1380-6 60
二宮保育園 (福)二宮福祉会 二宮2170 90
林田保育園 (福)林田福祉会 川崎859-1 90
東津山保育園 (福)東津山愛育会 川崎170-1 90
広野保育園 (福)広野保育園 田熊2169 90
ひまわり保育園 (福)高野福祉会 川崎1756 30
福岡保育園 (福)さつき会 横山1232 50
やよい保育園 (福)やよい保育園 勝部343-2 170

認定こども園 勝北風の子こども園（幼保連携型） 津山市 新野東600-1 230（うち教育利用30）
しらゆり幼稚園（幼保連携型） （学法）しらゆり学園 上河原153 210（うち教育利用120）
久米こども園（保育所型） 津山市 南方中1744-1 155（うち教育利用15）
院庄さくらこども園（保育所型） （福）院庄さくらこども園 院庄1039-1 115（うち教育利用15）
加茂保育園（保育所型） (福)郁々会 加茂町小中原41 110（うち教育利用15）

児童館 津山市立中央児童館 津山市 山北765
津山市立南児童館 津山市 横山26-2
津山市立加茂児童館 津山市 加茂町中原97-1
津山市立阿波児童館 津山市 阿波1782-1

放課後児童クラブ 東小ひまわり児童クラブ 東小ひまわり児童クラブ運営委員会 山北740(東小学校内)
西小のびのび児童クラブ 西小のびのび児童クラブ運営委員会 小田中1360(西小学校内)
南小こばと児童クラブ 南小こばと児童クラブ運営委員会 昭和町2丁目73-1（南小学校内）
津山北小ひなづる児童クラブ 津山北小ひなづる児童クラブ運営委員会 山北238(北小学校内)
林田たんぽぽ児童クラブ 林田たんぽぽ児童クラブ運営委員会 野介代805-4
鶴山小学校ひよこ児童クラブ 鶴山小学校ひよこ児童クラブ運営委員会 志戸部188-1
やよいなかよし児童クラブ やよいなかよし児童クラブ運営委員会 大田91-10
向陽ひまわり児童クラブ 向陽ひまわり児童クラブ運営委員会 二宮608-1(向陽小学校内)
さくらっ子児童クラブ さくらっ子児童クラブ運営委員会 神戸322
さらっこ児童クラブ さらっこ児童クラブ運営委員会 皿675-3(旧佐良山公民館内)
一宮小あおぞら児童クラブ 一宮小あおぞら児童クラブ運営委員会 東一宮87-1(一宮小学校内)
高田小げんき児童クラブ 高田小げんき児童クラブ運営委員会 下横野1075(高田小学校内)
たかの児童クラブ (福)高野福祉会 高野本郷1459-1
河辺小児童クラブ 河辺小児童クラブ運営委員会 国分寺505（河辺小学校内）
大崎児童クラブ 大崎児童クラブ運営委員会 金井76(大崎小学校内)
広野児童クラブ (福)広野保育園 田熊2169(広野保育園内)
清泉児童クラブ (福)広野保育園 掘坂254-6
成名児童クラブ 成名児童クラブ運営委員会 野村135-2(成名小学校内)
地域児童健全育成施設わらべ (福)菜花の里 林田1695-3
高倉わくわく児童クラブ 高倉わくわく児童クラブ運営委員会 下高倉西12（高倉小学校内）
かもっこ児童クラブ かもっこ児童クラブ運営委員会 加茂町塔中80（加茂小学校内）
勝加茂放課後児童クラブ 勝加茂放課後児童クラブ運営委員会 中村125（勝加茂小学校内）
学童保育日本原荘 (福)日本原荘 新野東1787-17
放課後児童健全育成センター津山 （財）神伝流津山游泳会 山北471
秀実っ子いきいき児童クラブ 秀実っ子いきいき児童クラブ運営委員会 里公文1676-7

  （倭文ふれあい学習館内）
久米児童クラブ （福）江原恵明会 南方中1744-1
美作大学附属みまっぱ児童クラブ （学法）美作学園 北園町75

会館 福岡会館 津山市 横山1232-1
加茂中原会館 津山市 加茂町中原87-1
公郷会館 津山市 加茂町公郷1604-7
大久保会館 津山市 久米川南2902-1
柳会館 津山市 南方中556-2

福祉会館 津山市総合福祉会館 (福)津山市社会福祉協議会 山北520
日中一時支援事業所 ふれあいの丘「ゆうあい」 ＮＰＯ法人　ふれあいの丘「ゆうあい」 紫保井904-5
高齢者職業能力
　　活用センター

津山市シルバー人材センター (社)津山市シルバー人材センター 井口21-1

資料　市社会福祉事務所

市こども保育課
市こども子育て相談室

市健康増進課

市子育て推進課
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区分 施設名 設置主体 所在地 定員
高倉ひかり保育園 (福)高倉ひかり保育園 下高倉西813-2 120
高野保育園 (福)高野福祉会 高野本郷1457-8 180
高野第二保育園 (福)高野福祉会 高野山西553-1 120
田邑保育園 (福)田邑保育園 下田邑114-3 70
田町保育園 (宗)日本キリスト教団津山教会 田町29 60
津山保育園 (福)津山社会福祉事業会 山下30-6 150
津山乳児保育園 (福)津山社会福祉事業会 小田中1380-6 60
二宮保育園 (福)二宮福祉会 二宮2170 90
林田保育園 (福)林田福祉会 川崎859-1 90
東津山保育園 (福)東津山愛育会 川崎170-1 90
広野保育園 (福)広野保育園 田熊2169 90
ひまわり保育園 (福)高野福祉会 川崎1756 30
福岡保育園 (福)さつき会 横山1232 50
やよい保育園 (福)やよい保育園 勝部343-2 170

認定こども園 勝北風の子こども園（幼保連携型） 津山市 新野東600-1 230（うち教育利用30）
しらゆり幼稚園（幼保連携型） （学法）しらゆり学園 上河原153 210（うち教育利用120）
久米こども園（保育所型） 津山市 南方中1744-1 155（うち教育利用15）
院庄さくらこども園（保育所型） （福）院庄さくらこども園 院庄1039-1 115（うち教育利用15）
加茂保育園（保育所型） (福)郁々会 加茂町小中原41 110（うち教育利用15）

児童館 津山市立中央児童館 津山市 山北765
津山市立南児童館 津山市 横山26-2
津山市立加茂児童館 津山市 加茂町中原97-1
津山市立阿波児童館 津山市 阿波1782-1

放課後児童クラブ 東小ひまわり児童クラブ 東小ひまわり児童クラブ運営委員会 山北740(東小学校内)
西小のびのび児童クラブ 西小のびのび児童クラブ運営委員会 小田中1360(西小学校内)
南小こばと児童クラブ 南小こばと児童クラブ運営委員会 昭和町2丁目73-1（南小学校内）
津山北小ひなづる児童クラブ 津山北小ひなづる児童クラブ運営委員会 山北238(北小学校内)
林田たんぽぽ児童クラブ 林田たんぽぽ児童クラブ運営委員会 野介代805-4
鶴山小学校ひよこ児童クラブ 鶴山小学校ひよこ児童クラブ運営委員会 志戸部188-1
やよいなかよし児童クラブ やよいなかよし児童クラブ運営委員会 大田91-10
向陽ひまわり児童クラブ 向陽ひまわり児童クラブ運営委員会 二宮608-1(向陽小学校内)
さくらっ子児童クラブ さくらっ子児童クラブ運営委員会 神戸322
さらっこ児童クラブ さらっこ児童クラブ運営委員会 皿675-3(旧佐良山公民館内)
一宮小あおぞら児童クラブ 一宮小あおぞら児童クラブ運営委員会 東一宮87-1(一宮小学校内)
高田小げんき児童クラブ 高田小げんき児童クラブ運営委員会 下横野1075(高田小学校内)
たかの児童クラブ (福)高野福祉会 高野本郷1459-1
河辺小児童クラブ 河辺小児童クラブ運営委員会 国分寺505（河辺小学校内）
大崎児童クラブ 大崎児童クラブ運営委員会 金井76(大崎小学校内)
広野児童クラブ (福)広野保育園 田熊2169(広野保育園内)
清泉児童クラブ (福)広野保育園 掘坂254-6
成名児童クラブ 成名児童クラブ運営委員会 野村135-2(成名小学校内)
地域児童健全育成施設わらべ (福)菜花の里 林田1695-3
高倉わくわく児童クラブ 高倉わくわく児童クラブ運営委員会 下高倉西12（高倉小学校内）
かもっこ児童クラブ かもっこ児童クラブ運営委員会 加茂町塔中80（加茂小学校内）
勝加茂放課後児童クラブ 勝加茂放課後児童クラブ運営委員会 中村125（勝加茂小学校内）
学童保育日本原荘 (福)日本原荘 新野東1787-17
放課後児童健全育成センター津山 （財）神伝流津山游泳会 山北471
秀実っ子いきいき児童クラブ 秀実っ子いきいき児童クラブ運営委員会 里公文1676-7

  （倭文ふれあい学習館内）
久米児童クラブ （福）江原恵明会 南方中1744-1
美作大学附属みまっぱ児童クラブ （学法）美作学園 北園町75

会館 福岡会館 津山市 横山1232-1
加茂中原会館 津山市 加茂町中原87-1
公郷会館 津山市 加茂町公郷1604-7
大久保会館 津山市 久米川南2902-1
柳会館 津山市 南方中556-2

福祉会館 津山市総合福祉会館 (福)津山市社会福祉協議会 山北520
日中一時支援事業所 ふれあいの丘「ゆうあい」 ＮＰＯ法人　ふれあいの丘「ゆうあい」 紫保井904-5
高齢者職業能力
　　活用センター

津山市シルバー人材センター (社)津山市シルバー人材センター 井口21-1

資料　市社会福祉事務所

市こども保育課
市こども子育て相談室

市健康増進課

市子育て推進課

55



56

（単位　件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

93 65 97 797

40 24 43 53

　うち一般就労支援対象件数 23 11 21 28

　うち延べ就労者（増収者含む） 13 7 12 10

　住居確保給付金 3 4 5 20

　家計改善支援事業 6 3 10 8

　就労準備支援事業 0 0 2 0

　認定就労訓練事業 0 0 4 2

　自立相談支援事業による就労支援 32 17 31 31

　生活福祉資金による貸付 0 0 0 16

　生活保護受給者等就労自立促進事業 18 11 15 14

資料　市生活福祉課

73　自立相談支援センター利用状況

区分

　新規相談件数

　プラン策定件数(再プランを含み)

利
用
事
業
等

(3月31日現在)(単位　人)

年度 総数 A（最重度・重度） B（中度・軽度）

平成25 839 273 566

26 866 277 589

27 886 276 610

28 909 283 626

29 941 285 656

30 933 292 641

令和元 950 294 656

2 957 300 657

資料　市障害福祉課

75　知的障害者数
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事
業
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75　知的障害者数
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（a）保育所

認可定員 利用定員

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳～ 計 充足率(%) 充足率(%)

平成25 3,000 - 138 421 570 624 655 652 3,060 102.0 -

26 3,000 - 133 452 513 624 651 652 3,025 100.8 -

27 3,000 2,990 142 432 539 623 649 646 3,031 101.0 101.4

28 2,800 2,790 147 455 505 613 598 632 2,950 105.4 105.7

29 2,570 2,540 126 442 465 522 560 517 2,632 102.4 103.6

30 2,570 2,530 128 398 501 509 528 553 2,617 101.8 103.4

令和元 2,540 2,500 142 386 447 506 512 510 2,503 98.5 100.1

2 2,470 2,430 100 404 461 480 518 516 2,479 100.4 102.0

3 2,470 2,430 111 367 453 486 482 516 2,415 97.8 99.4

※1　教育・保育施設の設置に当たり県が認可した定員。

※2　子ども・子育て支援新制度に基づき、認可定員の範囲内で施設・事業者からの申請に基づき市が設定した定員。

※3　他自治体からの受入児童は除く。

（ｂ）認定こども園

認可定員 利用定員

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳～ 計 充足率(%) 充足率(%)

724 1号　　　180
85

(うち満3歳児20)
52 50 187 97.5 99.4

2・3号　　530 17 82 89 113 106 112 519

834 1号　　　198
51

(うち満3歳児0)
68 46 165 91.2 92.8

2・3号　　622 8 94 116 119 130 129 596

1号　　　195
42

(うち満3歳児1)
45 56 143

2・3号　　615 12 80 116 127 124 135 594

1号　　　195
47

(うち満3歳児0)
40 42 129

2・3号　　625 18 81 98 129 137 128 591

※1　教育・保育施設の設置に当たり県が認可した定員。
※2　子ども・子育て支援新制度に基づき、認可定員の範囲内で施設・事業者からの申請に基づき市が設定した定員。
※3　2・3号認定子どもについては、他自治体からの受入児童を除く。

77　保育所及び認定こども園入所状況
(4月1日現在)(単位　人)

年度
認可定員

※1
利用定員

※2

入所人員※3

91.0

資料　市こども保育課

(4月1日現在)(単位　人)

年度
認可定員

※1
利用定員

※2

入所人員※3

3 879 81.9 87.8

資料　市こども保育課

平成30

令和元

2 882 83.6

戸別 法人・篤志 職域・グッズ他 学校 街頭 その他

円 円 ％ 円 円 円 円 円 円

17,700,000 16,118,844 91.07 8,832,900 4,636,635 1,724,119 163,619 761,522 49

  

資料　社会福祉協議会

78　共同募金の状況
（令和3年度）

目標額 実績額 達成率
実績額内訳
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(単位　人 、％)
平成30 令和元

津山市

電気設備 20 5 6 9 9 9 4 0 100.0
木造建築 10 6 6 3 3 2 0 0 66.7
木工 20 18 20 17 17 10 4 1 64.7
エクステリア 10×2 16 16 12 12 12 8 0 100.0
ケアサービス 20×2 31 26 29 29 29 13 0 100.0

合計 110 76 74 70 70 62 29 1 90.0
資料　岡山県立北部高等技術専門校

 (注)エクステリアは令和３年度から廃止

修了
者数

就職状況（R3.12現在）
県　　内

県外
就職率
（％）

 (注)エクステリア、ケアサービスは年２回実施

94　岡山県立北部高等技術専門校訓練生数及び修了・就職状況等

訓練科目 定員

令和2年度

入 校 者 数
入校
者数
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（％）
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94　岡山県立北部高等技術専門校訓練生数及び修了・就職状況等

訓練科目 定員

令和2年度

入 校 者 数
入校
者数
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