介護支援専門員実務研修受講試験
受験要項配布場所（令和４年度）

№

市町村

担当課

住所

電話

1 岡山市

介護保険課（岡山市保健福祉会館７階）

〒700-8546 岡山市北区鹿田町１丁目１番１号 086-803-1240

2 岡山市

岡山市北区中央福祉事務所（岡山市保健福祉会館１階）

〒700-0914 岡山市北区鹿田町１丁目１番１号 086-803-1209

3 岡山市

岡山市北区北福祉事務所 介護保険担当課（北ふれあいセンター内）

〒700-0071 岡山市北区谷万成2-6-33

086-251-6532

4 岡山市

岡山市中区福祉事務所 介護保険担当課

〒703-8566 岡山市中区赤坂本町11-47

086-901-1231

5 岡山市

岡山市東区福祉事務所 介護保険担当課（西大寺ふれあいセンター内）

〒704-8116 岡山市東区西大寺中2-16-33

086-944-1822

6 岡山市

岡山市南区西福祉事務所 介護保険担当課（西ふれあいセンター内）

〒701-0205 岡山市南区妹尾880-1

086-281-9620

7 岡山市

岡山市南区南福祉事務所 介護保険担当課（南ふれあいセンター内）

〒702-8021 岡山市南区福田690-1

086-230-0321

8 岡山市

岡山ふれあいセンター

〒702-8002 岡山市中区桑野715-2

086-274-5151

9 岡山市

岡山市南区役所灘崎支所 総務民生課

〒709-1215 岡山市南区片岡207

086-363-5201

10 岡山市

岡山市北区御津支所 総務民生課

〒709-2198 岡山市北区御津金川1020

086-724-1111

11 岡山市

岡山市北区建部支所 総務民生課

〒709-3198 岡山市北区建部町福渡489

086-722-1112

12 岡山市

岡山市東区瀬戸支所 総務民生課

〒709-0897 岡山市東区瀬戸町瀬戸45

086-952-1112

13 玉野市役所

長寿介護課

〒706-8510 玉野市宇野1-27-1

0863-32-5534

14 瀬戸内市役所

いきいき長寿課

〒701-4293 瀬戸内市長船町土師291

0869-26-5926

15 備前市役所

介護福祉課

〒705-8602 備前市東片上126

0869-64-1828

16 赤磐市役所

介護保険課

〒709-0898 赤磐市下市344

086-955-1116

17 和気町役場本庁舎
介護保険課

〒709-0495 和気郡和気町尺所555

0869-93-1139

18 吉備中央町

福祉課

〒716-1192 加賀郡吉備中央町豊野1-2

0866-54-1317

19 倉敷市役所

介護保険課

〒710-8565 倉敷市西中新田640

086-426-3343

20 倉敷市

児島保健福祉センター 国保介護課

〒711-8565 倉敷市児島小川町3681-3

086-473-1114

21 倉敷市

玉島保健福祉センター 国保介護課

〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1-1-1

086-522-8185

22 倉敷市

水島保健福祉センター 国保介護課

〒712-8565 倉敷市水島北幸町1-1

086-446-1123

23 笠岡市役所

長寿支援課

〒714-8601 笠岡市中央町1-1

0865-69-2139

24 井原市役所

介護保険課

〒715-8601 井原市井原町311-1

0866-62-9519

25 総社市役所

長寿介護課

〒719-1192 総社市中央1丁目1番1号

0866-92-8369

26 高梁市役所

介護医療連携課

〒716-8501 高梁市松原通2043

0866-21-0299

27 新見市役所

介護保険課

〒718-8501 新見市新見310-3

0867-72-3148

28 浅口市役所

高齢者支援課

〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244-26

0865-44-7113

29 早島町

健康福祉課介護保険係

〒701-0303 都窪郡早島町前潟360-1

086-482-2483

30 里庄町役場

健康福祉課介護保険係

〒719-0398 浅口郡里庄町里見1107-2

0865-64-7211

31 矢掛町役場

福祉介護課介護保険係

〒714-1297 小田郡矢掛町矢掛3018

0866-82-1013

32 津山市役所

高齢介護課

〒708-8501 津山市山北520

0868-32-2070

33 真庭市役所

高齢者支援課

〒719-3292 真庭市久世2927-2

0867-42-1074

34 美作市役所

保健福祉部健康政策課

〒707-0014 美作市北山390-2

0868-75-3912

35 鏡野町

保健福祉課

〒708-0392 苫田郡鏡野町竹田660

0868-54-2986

36 勝央町

健康福祉部(介護保険班)

〒709-4334 勝田郡勝央町平242-1

0868-38-7102

37 美咲町

保険年金課

〒709-3717 久米郡美咲町原田1735

0868-66-1115

38 久米南町役場

保健福祉課

〒709-3614 久米郡久米南町下弓削502-1

086-728-4411

39 新庄村役場

住民福祉課

〒717-0201 真庭郡新庄村2008-1

0867-56-2646

40 奈義町役場

こども・長寿課

〒708-1323 勝田郡奈義町豊沢327-1

0868-36-6700

41 西粟倉村役場

保健福祉課介護保険係

〒707-0503 英田郡西粟倉村影石95-3

0868-79-7100

42 備前県民局

健康福祉課長寿社会班

〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17

086-272-3931

43 備前県民局

地域政策部総務課

〒700-8604 岡山市北区弓之町６－１

086-233-9800

44 備中県民局

健康福祉課長寿社会班

〒710-8530 倉敷市羽島1083

086-434-7022

45 美作県民局

健康福祉課長寿社会班

〒708-0051 津山市椿高下114

0868-23-0112

46 東備地域事務所 備前保健所東備支所

〒709-0492 和気郡和気町和気487-2

0869-92-5180

47 井笠地域事務所 備中保健所井笠支所

〒714-8502 笠岡市六番町2-5

0865-69-1675

48 高梁地域事務所 備北保健所

〒716-8585 高梁市落合町近似286-1

0866-21-2836

49 新見地域事務所 備北保健所新見支所

〒718-8550 新見市高尾2400

0867-72-5691

50 真庭地域事務所 真庭保健所

〒717-8501 真庭市勝山591

0867-44-2990

51 勝英地域事務所 美作保健所勝英支所地域保健課

〒707-8585 美作市入田291-2

0868-73-4054

