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市外局番(0868)

名称 住所 電話番号

アーバ居宅介護支援事業部 津山市林田1691-5 24-1088

愛和荘居宅介護支援センター(※休止中） 津山市桑下1272-3 57-9802

アルネ健康クラブ居宅介護支援事業者
津山市元魚町60-1
つやま健康クラブ　2階 31-2050

有限会社いちばん舘ケアプランセンター 津山市野村315-6 29-2323

鶯園居宅介護支援事業所 津山市瓜生原331 26-7414

梅ノ里居宅介護支援事業所 津山市綾部1850 29-6055

居宅介護支援事業所 おしいれ 津山市押入143-12 26-3202

指定居宅介護支援事業所　燕子花 津山市坪井下21番地1 35-0111

かも居宅介護支援事業所 津山市加茂町中原61 42-7172

川崎ケアプランセンター
津山市大田86-13
ポポラーレ大田106号

090-8062-0723

居宅介護支援事業所 ぐれーぷ 津山市中原28番地2
26-0403

090-7502-7337

グリーンライフ津山元魚町ケアプランセン
ター（※休止中）

津山市元魚町69番地 22-1213

ケアプランセンター敬愛 津山市東一宮22-10 27-7753

ケアプラン　そよかぜ 津山市中原385-1 35-3122

高寿園居宅介護支援センター 津山市下高倉西1581-1 29-0115

支援ステーションコスモス 津山市上河原513-1 31-9631

さくら介護センター支援事業部 津山市昭和町1-7 31-2188

サンキ・ウエルビィ居宅介護センター津山 津山市小原7-1 31-8751

居宅介護支援事業所 三道 津山市井口4-6 35-0927

サンライフみのり居宅介護支援事業所 津山市二宮999 28-1007

ケアプランセンターさくら 津山市中村160 29-2307

ケアプランセンター紫竹川荘 津山市上田邑7-12 28-7739

ケアプランセンター勝福 津山市中村201-7 29-6124

指定居宅介護支援事業所 すばる 津山市川崎554-5 26-5978

居宅介護支援事業所 すみれ 津山市一方140 25-0300

大智居宅介護支援事業所 津山市大篠613-1 29-6670

次頁へ続く

居宅サービス事業者一覧

●　居宅介護支援（要介護1～５の方のケアプランを作成）

市
内
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市外局番(0868)

名称 住所 電話番号

多胡クリニック居宅介護支援事業部 津山市草加部955-1 29-7111

津山市社会福祉協議会津山介護プラン作成センター 津山市山北520 22-1112

津山第一病院居宅介護支援事業所 津山市中島438 28-5652

津山中央居宅介護支援事業所 津山市元魚町12 31-3123

津山ナーシングホーム居宅介護支援事業所 津山市野介代1656-1 31-7111

テクノエイド居宅介護支援事業所 津山市横山字縣上り409-7 20-1058

居宅介護支援事業所 なかしま 津山市田町119-20 35-2118

ニチイケアセンター津山居宅介護支援事業所
津山市堺町12
タツヤビル2Ｆ 31-2451

日本原荘居宅介護支援事業所 津山市新野東1788-12 36-7806

居宅介護支援事業所ふくら 津山市山北444-8 35-0530

居宅介護支援事業所 のどか 津山市神戸262-1 28-7210

ケアプランセンター平福 津山市平福546-1 28-7230

ケアプランセンターほっとスマイル 津山市日本原369 36-3382

居宅介護支援事業所 やよい 津山市田町115 32-0633

有美居宅介護支援事業所 津山市高野本郷1571-7
26-7343

090-7895-0573

らいふケアプランセンター津山 津山市押入503-1 20-1112

居宅介護支援事業所　蘭花 津山市河辺1155-6 35-0555

緑山荘居宅介護支援センター 津山市加茂町小中原115 42-3383

わがんせ
津山市一方102-1
サザンパレス201号 .35-3318

介護支援センターふくだ 美作市真加部1385-1
0868

77-0334

居宅介護支援事業所ケアプランよしの
苫田郡鏡野町吉原312
芳野病院内

0868
54-5110

さとう記念病院老人保健施設居宅介護支援事業所 勝田郡勝央町黒土45
0868

38-6688

ケアプランセンター勝央苑 勝田郡勝央町平242-1
0868

38-1880

南光荘居宅介護支援事業所 勝田郡勝央町美野1877
0868

38-2171

虹の郷 勝田郡勝央町黒坂449
0868-38-5094

090-7502-6648

居宅介護支援事業所 なごみ 勝田郡勝央町植月東159-2
0868

38-5565

白寿荘中央居宅介護支援事業所 久米郡美咲町錦織2357-1
0868

66-2443

●　介護予防支援（要支援１，２の方の介護予防ケアプランを作成）

名称 住所 電話番号

津山市地域包括支援センター 津山市山北520 23-1004

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業者です。実際のサービス提供地域については、
各事業者へお問い合わせください。

市
内

市
外
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市外局番（0868）

名称 住所 電話番号 乗降

アースサポート津山（※休止中） 津山市東一宮22-3 27-3511

アーバ 津山市林田1691-5 24-1088

津山市社会福祉協議会
阿波介護サービスセンター

津山市阿波1198 46-2016

アルネ健康クラブ
訪問介護サービスセンター

津山市元魚町60-1 31-2050

生き活き館津山
ホームヘルパーステーション

津山市皿628-7 28-8880

ヘルパーステーション一会 津山市日本原229 36-5507

鶯園ホームヘルパーステーション 津山市瓜生原331 26-7414

訪問介護事業所オリーブ 津山市一方140 23-3600

かもヘルパーステーション 津山市加茂町中原61 42-3341

訪問介護ステーションくるみ
津山市小原144-4
鶴山マンション1階東室

32-0120

グリーンライフ津山元魚町
訪問介護

津山市元魚町69 22-1213

ケア・サービス津山 津山市河原町28-1 23-5511

訪問介護センター敬愛 津山市沼456-1 31-2772

さくら・介護ステーションコスモス 津山市上河原510-1 31-9630 ○

サンキ・ウエルビィ
介護センター津山

津山市小原7-1 31-8751

サンキ・ウエルビィ
介護センター大崎

津山市中原37-1 20-1212

訪問介護事業所そよ風 津山市市場2151 36-4992

津山市社会福祉協議会
津山介護サービスセンター

津山市山北520 23-5130

●　訪問介護

次頁へ続く

市
内
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市外局番(0868)

名称 住所 電話番号 乗降

ニチイケアセンター津山
津山市堺町12
タツヤビル2Ｆ

31-2451

ヘルパーステーションのどか 津山市神戸262-1 28-7210

土居の里介護サービス 津山市下高倉西2366-1 29-1801

ホームヘルパーステイション
日本原荘

津山市新野東1788-12 36-7806

津山医療生協
ヘルパーステーションまごころ

津山市平福546-1 28-0877

マヤ薬局小田中店 津山市小田中1310-11 25-2277

津山ヘルパーセンター
両備サンオークス

津山市紫保井1463-1 20-1187

テクノエイドヘルパーステーショ
ン

津山市横山字縣上り409-7 22-8980

ヘルパーステーション愛さんさん 津山市高野山西2151-3 20-1633

なでしこ津山 津山市津山口211-1 31-3535

このはなヘルパーステーション 津山市下高倉西2311-5
090

8246-7031

ヘルパーステーション
ハンズケア津山

津山市二宮656-1 35-2287

しえんヘルパーセンター
久米郡久米南町
山ノ城399-14

0867
28-9115

指定訪問介護事業所
「たんぽぽ」

勝田郡勝央町平242-1
0868

38-7213

ヘルパーステーションふくだ 美作市真加部1385-1
0868

77-0334

訪問介護ステーション
ヘルパー２４

苫田郡鏡野町吉原306
ケアウェブ1階

0868
54-4324

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業者です。実際のサービス提供地域について
は、
各事業者へお問い合わせください。

※　運営体制等は変更されている場合がありますので、詳しくは各事業者へお問い合わせください。

予防：介護予防事業者としての登録あり

乗降：通院等乗降介助のサービス体制あり（要支援の方はご利用できません）

市
外
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市外局番（0868）

名称 住所 電話番号

津山クリニック 津山市東一宮2-8 35-2346

老人保健施設のぞみ苑 津山市川崎554-5 26-8877

介護老人保健施設おとなの学校　岡山校 津山市日本原352 36-3390

市
外 老人保健施設　虹 苫田郡鏡野町古川1406

0868
54-3250

名称 住所 電話番号

アースサポート津山 津山市東一宮22-3 27-3511

アーバ 津山市林田1691-5 24-1088

津山市社会福祉協議会
津山訪問入浴サービスセンター

津山市山北520 23-5130

市
外 訪問入浴あおぞら（※休止中）

苫田郡鏡野町吉原306
ケアウェブ1階

0868
54-4084

名称 住所 電話番号

アーバ訪問看護ステーション 津山市津山口75-1 22-0051

訪問看護ステーションあゆみ 津山市日本原352 36-6366

かも訪問看護ステーション 津山市加茂町中原61 42-2220

訪問看護ステーションこだま 津山市川崎554-5 26-0082

そよかぜ訪問看護ステーション 津山市中原385-1 35-3122

津山クリニック 津山市東一宮2-8 35-2346

津山第一病院訪問看護ステーション 津山市中島438 28-5650

津山中央訪問看護ステーション 津山市元魚町12 31-3122

訪問看護ステーションなかしま 津山市田町119-20 35-3115

訪問看護ステーションひこうきぐも 津山市押入791-1 26-0771

訪問看護ステーションひまわり 津山市平福546-1 28-7570

訪問看護ステーションレモン 津山市一方140 25-0800

訪問看護ステーションあおぞら 苫田郡鏡野町吉原306
0868

54-4084

さとう記念病院
訪問看護ステーション

勝田郡勝央町黒土45
0868

38-6688

みどり訪問看護ステーション 真庭市西原63
0867

52-1516

●　訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）

●　訪問入浴（介護予防訪問入浴）

●　訪問看護（介護予防訪問看護）

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業者の一覧です。
　詳しくは，各事業者へお問い合わせください。

★　各種医療機関では、訪問看護および訪問リハビリテーション事業者としてのみなし
　指定を受けている場合がございます。
　詳しくは、各医療機関へお問い合わせください。

市
内

市
内

市
外

市
内
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                市外局番（0868）

名称 住所 電話番号 入浴 延長 栄養 口腔 個別 若認

デイサービスセンター愛さんさん 津山市高野山西2151-3 20-1633 ○

デイサービスセンターほのぼの 津山市平福546-1 28-7760 ○

鶯園デイサービスセンター 津山市瓜生原331 26-7414 ○ ○

おおうみクリニックデイサービスセンター 津山市河辺935-1 21-0600 ○ ○ ○

アーバデイサービスセンター雲母 津山市津山口75-1 31-0802 ○ ○

高寿園デイサービスセンター 津山市下高倉西1581-1 29-0115 ○

グリーンライフ津山元魚町デイサービス 津山市元魚町69 22-1215 ○

コロバン道場　院庄 津山市院庄960-1 35-0568 ○ ○

デイサービス勝福 津山市中村201-7 29-1504 ○ ○

デイサービス勝福日上 津山市日上字沖ヶ原1675-5 26-3815 ○

デイサービスセンター椿寿荘 津山市総社602 24-3530 ○

デイサービスセンターつやま健康クラブ 津山市元魚町60-1 25-1030 ○

デイサービスセンターつやま西健康クラブ 津山市戸島634-13 28-7331 ○

デイサービスセンター日本原荘 津山市新野東1788-12 36-7806 ○ ○

昼の家リュックサック 津山市沼457-1 23-0080 ○ ○

デイサービス　円 津山市二宮2200-82 28-5617 ○ ○

デイサービスミ・カサ 津山市北町44-1 23-3111 ○ ○ ○ ○

サンライフみのりデイサービスセンター 津山市二宮999 28-1007 ○

もも　デイサービスセンター 津山市高野本郷1257-9 35-2263 ○ ○

愛和荘やすらぎの丘デイサービスセンター 津山市桑下1228-6 57-8760 ○

加茂介護支援センター緑山荘 津山市加茂町小中原115 42-3383 ○ ○

ワンステップ 津山市北町8-1 20-1488

デイサービスセンターピュアライフ城西 津山市上紺屋町31-2 24-1024 ○ ○

アーバデイサービスセンター鏡野 苫田郡鏡野町瀬戸316-2-2
0868

54-1917 ○ ○

医療法人豊医会通所介護こまち 美作市豊国原1057-2
0868

72-8100 ○ ○ ○ ○ ○ ○

南光荘デイサービスセンター 勝田郡勝央町美野1877
0868

38-2171 ○ ○

デイサービスセンターふくだ 美作市真加部1385-15
0868

77-0334 ○ ○ ○ ○

デイサービスセンター湯郷 美作市中山1483-1
0868

72-9011 ○

●　通所介護

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業者です。実際のサービス提供地域について
     は、各事業者へお問い合わせください。

※　運営体制等は変更されている場合がありますので、詳しくは各事業者へお問い合わせください。

栄養：栄養マネジメント体制あり　　　　入浴：入浴介助サービスあり　　　　延長：時間延長サービス対応可

若認：若年性認知症ケアサービスあり　　口腔：口腔機能向上サービスあり　　個別：個別機能訓練サービスあり

市
外

市
内
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名称 住所 入浴 延長 栄養 口腔 若認

介護老人保健施設　ケアガーデン津山 津山市河辺332-1 ○

介護療養型老人保健施設　かもの郷 津山市加茂町中原61 ○

江原積善会積善病院 津山市一方140 ○ ○ ○ ○ ○

多胡クリニック 津山市草加部955-1 ○ ○ ○

総合病院　津山第一病院 津山市中島438

介護老人保健施設　津山ナーシングホーム 津山市野介代1656-1 ○ ○ ○

社会医療法人清風会　日本原病院 津山市日本原352 ○ ○

老人保健施設　のぞみ苑 津山市川崎554-5 ○ ○ ○

介護老人保健施設　おとなの学校　岡山校 津山市日本原352 ○ ○ ○ ○

介護老人保健施設　弥生ヶ丘 津山市沼683-1 ○

津山クリニック 津山市東一宮2-8 ○

内田整形外科医院　　 津山市山北550 ○

さとう記念病院　介護老人保健施設 勝田郡勝央町黒土45 ○ ○ ○ ○

老人保健施設　勝央苑 勝田郡勝央町平242-1 ○ ○

財団法人共愛会老人保健施設　虹 苫田郡鏡野町古川1406 ○ ○ ○ ○ ○

●　通所リハビリテーション           市外局番（0868）

電話番号

21-7711

42-3133

22-3166

29-7112

28-5658

31-7111

36－3311

26-8877

36-3390

24-5555

35-2346

24-6102

0868
38-6688

0868
38-1880

0868
54-3250

入浴：入浴介助サービスあり　延長：時間延長サービス対応可　栄養：栄養マネジメント体制あり

口腔：口腔機能向上サービスあり　若認：若年性認知症ケアサービスあり

★　各種医療機関では、リハビリ施設としてのみなし指定を受けている場合がございます。
　　詳しくは、各医療機関へお問い合わせください。

市
外

市
内
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名称 栄改 口腔 運動

介護老人保健施設　ケアガーデン津山 津山市河辺332-1 ○

介護療養型老人保健施設　かもの郷 津山市加茂町中原61 ○

江原積善会積善病院 津山市一方140 ○ ○ ○

多胡クリニック 津山市草加部955-1 ○

総合病院　津山第一病院 津山市中島438 ○

介護老人保健施設　津山ナーシングホーム 津山市野介代1656-1 ○ ○

社会医療法人清風会　日本原病院 津山市日本原352 ○ ○ ○

老人保健施設　のぞみ苑 津山市川崎554-5 ○ ○ ○

介護老人保健施設　おとなの学校　岡山校 津山市日本原352 ○ ○ ○

介護老人保健施設　弥生ヶ丘 津山市沼683-1 ○

内田整形外科医院　　 津山市山北550 ○

津山クリニック 津山市東一宮2-8

社会医療法人清風会
津山ファミリークリニック

津山市高野本郷1279-
28

老人保健施設　勝央苑 勝田郡勝央町平242-1 ○ ○

財団法人共愛会老人保健施設　虹 苫田郡鏡野町古川1406 ○ ○ ○

●　介護予防通所リハビリテーション 市外局番（0868）

住所 電話番号

21-7711

42-3133

22-3166

29-7112

28-5658

31-7111

36－3311

26-8877

36-3390

24-5555

24-6102

35-2346

26-2221

0868
38-1880

0868
54-3250

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業者の一覧です。詳しくは，各事業者へお問い合わせください。

栄改：栄養改善サービスあり　　　　口腔：口腔機能向上サービスあり　　　　運動：運動器機能向上サービスあり

★　各種医療機関では、リハビリ施設としてのみなし指定を受けている場合がございます。
　　詳しくは、各医療機関へお問い合わせください。

市
外

市
内
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名称 住所 電話番号 貸与 販売

株式会社アシスト津山 津山市坪井町２４番地 35-0300 ○ ○

介護ショップ津山 津山市西吉田8-28 21-8655 ○ ○

介護用品の店　四つ葉 津山市二宮1940 28-7150 ○ ○

株式会社セレクト岡山支店 津山市山方59-4 27-2257 ○ ○

株式会社津山医研 津山市山北636-2 23-0569 ○ ○

株式会社フラット 津山市一宮3-1 24-5123 ○ ○

株式会社メディックス
福祉用具レンタル事業部

津山市皿525-3 28-7550 ○ ○

ライフエイド 津山市野介代975-7 25-2828 ○ ○

株式会社エム・エス経営企画　津山営業所 津山市二宮80-1　ウエスタンビル1階 32-8123 ○ ○

株式会社ライフケア　津山支店 津山市押入503-1 20-1300 ○ ○

株式会社エム・エス経営企画 岡山市南区築港新町1-7-30
086

262-5123
○ ○

ニチイケアセンター大供 岡山市北区西古松14
086

801-0058
○ ○

有限会社ケアサポートふくしま 真庭市開田474
0867

52-0276
○ ○

有限会社コスモクリエイト 鏡野町古川154-3
0868

54-0346
○ ○

有限会社　聖一級設計施工
介護福祉事業所

真庭市下市瀬1117-2
0867

52-3773
○ ○

有限会社サポートワン 美作市田原422-2
0868

75-2442
○ ○

●　福祉用具貸与・特定福祉用具販売
　　（介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売） 市外局番（0868）

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業者の一覧です。詳しくは，各事業者へお問い合わせください。

市
外

市
内
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名称 住所 電話番号 定員

特別養護老人ホーム愛和荘 津山市桑下1272-3 57-9800 ８0名

特別養護老人ホーム鶯園 津山市瓜生原337-1 26-0888 110名

特別養護老人ホーム高寿園 津山市下高倉西1581-1 29-0115 80名

特別養護老人ホーム第３日本原荘 津山市新野東1797 36-3838 50名

特別養護老人ホーム日本原荘 津山市新野東1797 36-3838 118名

特別養護老人ホームサンライフみのり 津山市二宮999 28-1007 ９0名

特別養護老人ホームのどか 津山市神戸262-2 28-8511 60名

特別養護老人ホームミ・カサ 津山市北町44-1 23-3111 ６０名

特別養護老人ホーム緑山荘 津山市加茂町小中原115 42-3662 60名

特別養護老人ホームあかり 勝田郡勝央町小矢田653-1
0868

38-1288
50名

特別養護老人ホームいずみ山荘 苫田郡鏡野町公保田73-2
0868

54-1212
50名

特別養護老人ホーム檜山荘 真庭市上市瀬384-2
0867

52-1313
60名

特別養護老人ホーム神庭荘 真庭市組370-1
0867

44-3555
100名

特別養護老人ホーム奥津広済園 苫田郡鏡野町杉750-4
0868

52-9011
36名

特別養護老人ホーム作東寮 美作市川北1089
0868

75-0041
40名

施設サービス事業者一覧

●　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 市外局番（0868）

市
周
辺

市
内
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名称 住所 電話番号 定員

特別養護老人ホーム十字園 真庭市下河内2275
0867

55-2921
80名

特別養護老人ホーム千寿荘 真庭市蒜山上長田28-1
0867

66-3800
50名

特別養護老人ホームなぎみ苑 勝田郡奈義町広岡30
0868

36-5711
80名

特別養護老人ホーム南光荘 勝田郡勝央町美野1877
0868

38-2171
80名

特別養護老人ホーム白寿荘 久米郡美咲町錦織2357-1
0868

66-2443
60名

特別養護老人ホームイーエスサウスヒルズ 久米郡久米南町下弓削647
0867

28-3111
55名

特別養護老人ホーム川柳の里三清荘 久米郡久米南町羽出木753-11
0867

28-3700
50名

特別養護老人ホーム花岡荘 真庭市上中津井字花岡1071-1
0866

52-2100
80名

みまさか園 美作市北山404-1
0868

73-6100
50名

美作特別養護老人ホーム　やすらぎ荘 美作市古町1707-3
0868

78-2829
50名

特別養護老人ホーム吉井川荘 久米郡美咲町吉ケ原838
0868

62-1277
70名

特別養護老人ホーム緑風荘 真庭市美甘326 
0867

56-2377
30名

特別養護老人ホームロマンシティあいだ 美作市井口41-2
0868

74-2888
60名

市外局番（0868）

市
周
辺
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名称 住所 電話番号 定員

介護老人保健施設
ケアガーデン津山

津山市河辺332-1 21-7711 50名

介護老人保健施設
サンホームつやま

津山市田町27 22-5104 29名

介護老人保健施設
津山ナーシングホーム

津山市野介代1656-1 31-7111 92名

老人保健施設のぞみ苑 津山市川崎554-5 26-8877 50名

介護老人保健施設
おとなの学校　岡山校

津山市日本原352 36-3390 35名

介護療養型老人保健施設
かもの郷

津山市加茂町中原61 42-3133 50名

介護老人保健施設
弥生ヶ丘

津山市沼683-1 24-5555 97名

介護老人保健施設
エリシウム柵原

久米郡美咲町吉ケ原981-1
0868

62-7565
60名

美作市立
作東老人保健施設

美作市江見280
0868

75-2772
50名

さとう記念病院
介護老人保健施設

勝田郡勝央町黒土45
0868

38-6688
50名

老人保健施設勝央苑 勝田郡勝央町平242-1
0868

38-1880
50名

老人保健施設白梅の丘 真庭市上市瀬368
0867

52-5088
50名

老人保健施設信愛苑 真庭市下河内314-2
0867

55-2121
30名

老人保健施設虹 苫田郡鏡野町古川1406
0868

54-3250
50名

老人保健施設
美作リハビリテーションホーム

美作市豊国原1057-1
0868

72-8330
59名

老人保健施設ゆうあい 真庭市勝山1070
0867

44-7500
50名

●　介護老人保健施設 市外局番（0868）

市
内

市
周
辺
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名称 住所 電話番号 事業者番号

勝山病院 真庭市本郷1819
0867

44-3161

田尻病院 美作市明見550-1
0868

72-0380

中山病院 真庭市久世2508
0867

42-0371

美作中央病院 美作市明見357-1
0868

72-0461

●　特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)

名称 住所 電話番号

ケアハウス上河原 津山市上河原344-1 32-1150

軽費老人ホーム　イーエスガーデン 津山市津山口307 25-2000

ケアハウスオークパーク 津山市一方216-3 23-0989

軽費老人ホーム　サンシティーうぐいす 津山市国分寺988-1 26-8100

ケアハウスかつた 美作市大町1727
0868

77-7111

軽費老人ホームケアハウス百壽（もず） 久米郡美咲町書副192-3
0868

64-7751

ケアハウスライラック久世 真庭市久世540-3
0867

42-7550

名称 住所 電話番号

サン・オークス津山 津山市紫保井1463-1 20-1515

有料老人ホーム白梅寮 津山市瓜生原535-2 26-0888

ユウユウハウス下横野 津山市下横野2604-2 27-7500

ユウユウハウス中島 津山市中島179-1 28-7100

名称 住所 電話番号

塩手荘 津山市市場2151 36-4992

ときわ園 津山市井口100-1 22-4973

美作養護老人ホーム作東寮 美作市川北1089
0868

75-0041

静香園 久米郡美咲町打穴下1766
0868

66-0012

●　介護療養型医療施設 市外局番（0868）

【軽費老人ホーム（ケアハウス）】

【有料老人ホーム】

【養護老人ホーム】
※入所をご希望の方は津山市高齢介護課(32-2070)までお問い合わせください。

市
周
辺

市
内

市
周
辺

市
内

市
内

市
周
辺
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市外局番（0868）

名称 住所 電話番号 定員

グループホーム愛 津山市桑下1227-2 57-8002 18

グループホーム生き活き館津山 津山市大谷611-2 32-3101 18

グループホームうぐいす 津山市瓜生原331 21-8500 18

グループホーム久米 津山市久米川南2551-1 57-7088 18

グループホーム敬愛 津山市東一宮22-10 27-7761 18

グループホーム国府の里 津山市総社34-1 23-6650 18

グループホーム作楽 津山市神戸571-1 28-7110 18

グループホームさくらんぼ 津山市日上1468-1 26-8666 18

グループホーム淳厚苑 津山市加茂町塔中105 42-3033 9

グループホーム
じーちゃん・ばーちゃんのお家

津山市大谷295-1 22-6588 18

グループホーム杉宮 津山市杉宮820-1 29-7811 18

グループホーム総社 津山市総社309 22-2888 18

た
行 グループホーム津山 津山市小田中１３８－１ 22-3988 18

グループホームねむの樹 津山市高野本郷1691-3 26-3453 18

グループホームのどか 津山市神戸262-1 28-7555 9

グループホームのどか 津山市下高倉西544-1 29-7787 18

グループホーム日だまりハウス 津山市桑下1312-1 57-3020 9

グループホーム日だまりハウス　別館 津山市桑下1316-1 57-3020 9

グループホームほほえみ 津山市下高倉西549-43 29-0078 18

ま
行 グループホームみすず 津山市瓜生原326-1 26-7370 18

※　１ユニットでは9人が最大定員

地域密着型サービス事業者一覧

●　認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）

あ
行

か
行

さ
行

な
行

は
行
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名称 住所 電話番号 入浴 延長 栄養 口腔 個別 若認

津山市社会福祉協議会
阿波デイサービスセンター

津山市阿波1198 46-2016 ○

生き活き館津山
デイサービスセンター

津山市皿628-7 28-8880 ○

おおうみクリニック
デイサービスセンターひだまり

津山市高野本郷2041-2 26-5558 ○ 〇 ○

おばら健康クラブ 津山市小原79-5 31-3005 ○

さくらデイサービスコスモス 津山市上河原510-1 31-9630 ○ 〇

デイサービスセンター紫竹川荘 津山市上田邑7-12 28-7728 ○

デイサービス大智 津山市大篠613-1 29-6670 ○ ○

デイサービスのどか 津山市下高倉西544-1 29-7705 〇

デイサービスハーツ 津山市沼47-4 35-3955 〇 〇 〇

デイサービス晴れる家 津山市西吉田435-2 35-3537 〇

昼の家セカンドライフ 津山市上河原234-3 20-1383 〇 ○

整骨院ふじわら
デイサービスセンター

津山市院庄907-6 28-6100 ○

有限会社　いちばん舘
ゆうゆうデイサービス

津山市野村315-6 29-2323 ○

デイサービスセンターゆとり 津山市横山377-6 24-5055 ○

デイサービスみかん 津山市野介代1496-3 21-3155 ○ ○

デイサービス燕子花 津山市坪井下21-1 35-0111 ○

デイサービス雅 津山市宮尾1386-1 35-2737 ○

JAINEデイサービスセンター 津山市瓜生原645-1 26-7810

●　地域密着型通所介護 市外局番（0868）

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業者です。実際のサービス提供地域について
     は、各事業者へお問い合わせください。

※　運営体制等は変更されている場合がありますので、詳しくは各事業者へお問い合わせください。

栄養：栄養マネジメント体制あり　　　　入浴：入浴介助サービスあり　　　　延長：時間延長サービス対応可

若認：若年性認知症ケアサービスあり　　口腔：口腔機能向上サービスあり　　個別：個別機能訓練サービスあり
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市外局番（0868）

名称 住所 電話番号 備考

デイサービスセンターのどか宅老所 津山市神戸262-1 28-7555

デイサービスじーちゃん・ばーちゃんのお家 津山市大谷295-1 22-6588

デイサービスセンターよりあい 津山市小田中1984 31-9611

市外局番（0868）

名称 住所 電話番号 備考

デイサービスセンターのどか宅老所 津山市神戸262-1 28-7555

デイサービスじーちゃん・ばーちゃんのお家 津山市大谷295-1 22-6588

名称 住所 電話番号 定員

多機能型介護ホーム　コスモス 津山市上河原513-1 35-0355 25

ケアポート生き活き館津山 津山市大谷611-2 31-3113 18

日向の家 津山市桑下1324-1 57-7307 25

小規模ホーム　のどか 津山市神戸262-1 28-7555 29

ナイスデイ二階町 津山市二階町23-3 35-2001 25

サンキ・ウェルビィ小規模多機能センター大崎 津山市中原37-1 20-1211 29

あかるい農村つやま 津山市日本原353-1 36-3566 29

名称 住所 電話番号 定員

サンホームおおだ 津山市大田83-5 32-9150 24

特定施設　のどか 津山市神戸262-1 28-7555 29

アーバンライフ二階町 津山市二階町23-3 35-2000 29

特定施設　蓉厚苑 津山市加茂町塔中105 42-2125 29

●　認知症対応型通所介護

●　介護予防認知症対応型通所介護

●　小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）

●　地域密着型特定施設入居者生活介護
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●　介護予防・日常生活支援総合事業（訪問介護）訪問型サービス 市外局番（0868）

名称 住所 電話番号

アーバ 津山市林田1691-5 24-1088

津山市社会福祉協議会
阿波介護サービスセンター

津山市阿波1198 46-2016

アルネ健康クラブ
訪問介護サービスセンター

津山市元魚町60-1 31-2050

生き活き館津山
ホームヘルパーステーション

津山市皿628-7 28-8880

鶯園ホームヘルパーステーション 津山市瓜生原331 26-7414

訪問介護事業所オリーブ 津山市一方140 23-3600

かもヘルパーステーション 津山市加茂町中原61 42-3341

訪問介護ステーションくるみ
津山市小原144-4
鶴山マンション1階東室

32-0120

グリーンライフ津山元魚町
訪問介護

津山市元魚町69 22-1213

ケア・サービス津山 津山市河原町28-1 23-5511

訪問介護センター敬愛 津山市沼456-1 31-2772

さくら・介護ステーションコスモス 津山市上河原510-1 31-9630

サンキ・ウエルビィ
介護センター津山

津山市小原7-1 31-8751

サンキ・ウエルビィ
介護センター大崎

津山市中原37-1 20-1212

訪問介護事業所そよ風 津山市市場2151 36-4992

次頁へ続く

介護予防・日常生活支援総合事業　事業所一覧

市
内
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市外局番(0868)

名称 住所 電話番号

津山市社会福祉協議会
津山介護サービスセンター

津山市山北520 23-5130

ホームヘルパーステイション
日本原荘

津山市新野東1788-12 36-7806

津山医療生協
ヘルパーステーションまごころ

津山市平福546-1 28-0877

津山ヘルパーセンター
両備サンオークス

津山市紫保井1463-1 20-1187

テクノエイドヘルパーステーショ
ン

津山市横山字縣上り409-7 22-8980

ヘルパーステーション愛さんさん 津山市高野山西2151-3 20-1633

指定訪問介護事業所
「たんぽぽ」

勝田郡勝央町平242-1
0868

38-7213

介護ステーションなな
美作市入田391-1
尾岡コーポ103号室

0868
73-6011

ふくろうヘルプ 勝田郡勝央町平865
0868

32-8531

訪問介護ステーション
ヘルパー２４

苫田郡鏡野町吉原306
ケアウェブ1階

0868
54-4324

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業所です。実際のサービス提供地域につい
ては、各事業所へお問い合わせください。

※　運営体制等は変更されている場合がありますので、詳しくは各事業所へお問い合わせください。

市
内

市
外
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名称 住所 電話番号 現行
基準
緩和

短期
集中

デイサービスセンター愛さんさん 津山市高野山西2151-3 20-1633 ○

津山市社会福祉協議会
阿波デイサービスセンター

津山市阿波1198 46-2016 ○

生き活き館津山
デイサービスセンター

津山市皿628-7 28-8880 ○ ○

デイサービスセンターほのぼの 津山市平福546-1 28-7760 ○

おおうみクリニック
デイサービスセンター

津山市河辺935-1 21-0600 ○ ○

おおうみクリニック
デイサービスセンターひだまり

津山市高野本郷2041-2 26-5558 ○ ○

おばら健康クラブ 津山市小原79-5 31-3005 ○

アーバデイサービスセンター雲母 津山市津山口75-1 31-0802 ○

グリーンライフ津山元魚町
デイサービス

津山市元魚町69 22-1215 ○

コロバン道場　院庄 津山市院庄960-1 35-0568 ○

高寿園デイサービスセンター 津山市下高倉西1581-1 29-0115 ○

ももデイサービスセンター 津山市高野本郷1257-9 35-2263 ○

さくらデイサービスコスモス 津山市上河原510-1 31-9630 ○

デイサービスセンター紫竹川荘 津山市上田邑7-12 28-7728 ○

デイサービス勝福 津山市中村201-6 29-1504 ○

デイサービス勝福日上 津山市日上字沖ヶ原1675-5 26-3815 ○

デイサービスセンター
つやま健康クラブ

津山市元魚町60-1 25-1030 ○

デイサービスセンター
つやま西健康クラブ

津山市戸島634-13 28-7331 ○

●　通所型サービス 市外局番（0868）

次頁へ続く

市
内
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名称 住所 電話番号 現行
基準
緩和

短期
集中

デイサービスセンター日本原荘 津山市新野東1788-12 36-3838 ○ ○ ○

昼の家セカンドライフ 津山市上河原234-3 20-1383 ○

昼の家リュックサック 津山市沼457-1 23-0080 ○

デイサービスセンター
ピュアライフ城西

津山市上紺屋町31-2 24-1024 ○

整骨院ふじわら
デイサービスセンター

津山市院庄907-6 28-6100 ○ ○

デイサービス　円 津山市二宮2200-82 28-5617 ○

デイサービスミ・カサ 津山市北町44-1 23-3111 ○

サンライフみのり
デイサービスセンター

津山市二宮999 28-1007 ○

デイサービス雅 津山市宮尾1386-1 35-2737 ○

愛和荘やすらぎの丘
デイサービスセンター

津山市桑下1228-6 57-8760 ○

有限会社　いちばん舘
ゆうゆうデイサービス

津山市野村315-6 29-2323 ○

デイサービスセンターゆとり 津山市横山377-6 24-5055 ○

加茂介護支援センター緑山荘 津山市加茂町小中原115 42-3662 ○

ワンステップ 津山市北町8-1 20-1488 ○

JAINEデイサービスセンター 津山市瓜生原645-1 26-7810 ○

老人保健施設　のぞみ苑 津山市川崎554-5 26-8877 ○

アーバデイサービスセンター鏡野 苫田郡鏡野町瀬戸316-2-2
0868

54-1917 ○

医療法人豊医会通所介護はぁな 美作市豊国原349-1
0868

72-8100 ○

南光荘デイサービスセンター 勝田郡勝央町美野1877
0868

38-2171 ○

デイサービスみもこころ 苫田郡鏡野町吉原325 54-0101 ○

デイサービスはくせん 勝田郡勝央町岡457-1 38-1033 ○

デイサービス出雲乢 勝田郡勝央町植月中1540-10 38-7177 ○

現行：介護予防通所サービス

基準緩和：ふれあい交流通所サービス

市外局番（0868）

※　入浴及び送迎については、各事業所へお問い合わせください。

※　津山市を一部でもサービス提供範囲としている事業所です。実際のサービス提供地域について
は、各事業所へお問い合わせください。

短期集中：元気いきいき通所サービス

市
外

市
内
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