困ったときの相談先・・・（１．

・支援機関）
H28.5.1現在

相談できる内容等
障がい全般
発育相談
こどもの
サービスの申請

育相談・支援
障がいのある方の
相談・支援
知的障がいの相談
・支援（こども）
知的障がいの相談
・支援（おとな）
発達障がいの
相談・支援
発達障がいの
相談・支援
精神障がいの
相談
精神障がいの
相談

所在地

総社市役所 福祉課 障がい福祉係

係

児童発達支援センター 総社はばたき園
総社市障がい者基幹相談支援センター
岡山県 倉敷児童相談所
岡山県 知的障害者 生相談所 倉敷支所

おかやま発達障害者支援センター

総社市中央一丁目１番１号

（0866）92-8265

障害

（0866）92-8358

の相談・手続

総社市中央一丁目１番１号

（0866）92-8257

育相談，児童発達支援，保育所等訪問支援
総社市小寺３６５

（0866）92-2384

障がいのある方の日常生活・福祉サービスに関する相談

総社市中央一丁目１番３号
18歳

（0866）92-8578

の方の 育手 の匯定，知的障がいに関する相談

倉敷市美和１－１４－３１

（086）421-0991

18歳以上の方の 育手 の匯定，知的障がいに関する相談，心 匯定，職能匯定

倉敷市美和１－１４－３１

（086）421-0991

発達障がいに関する相談支援
岡山市勾区 園８６６

（086）275-9277

総社市中央一丁目１番３号

岡山県 備中保健所
岡山県 精神保健福祉センター

倉敷障がい者就業・生活支援センター

就職相談

岡山障害者職業センター

勱 後 制

児童発達支援・放課後等デイサービスの申請・相談など

（総社市発達障がい支援コーディネーター）

就職相談

勻匏 護・

（0866）92-8261

発達障がい支援コーディネーターによる相談支援

ハローワーク総社 就労支援ルーム

相談・

の申請など

総社市障がい者基幹相談支援センター

就職相談

居場所の提供

手当・児童福祉

総社市中央一丁目１番１号

障がい者千人雇用センター

居場所の提供

（0866）92-8269

就学に関する相談，スクールカウンセラーの派遣など

学校教育課

就職相談

相談・

総社市中央一丁目１番１号
総社市中央一丁目１番１号

総社市教育委員会 こども夢づくり課

総社市役所 健康医 課 保叁

電話番号

障害者手 ，障害児福祉手当，自 支援医 ，福祉サービスの申請など

保健師による 育・育児相談，特別児童

総社市役所 こども課

学校に関する相談 総社市教育委員会
障害

おもな取扱業務

名称

（0866）92-8578

精神科専門医による心の健康相談（月3回，予約制）
倉敷市羽島１０８３

（086）425-1941

精神障がいに関する相談（来所相談・電話相談）
岡山市中区古京町1-1-10-101

（086）272-8839

就職に向けた準備支援，就職活動の支援，職場定着に向けた支援

総社市中央一丁目１番３号

（0866）92-8379

障がいのある方の職業相談，助言指導，就労あっせん
総社市中央３－１５－１１１

（0866）92-6001

障がいのある方の就労とそれに伴う生活の相談・支援
倉敷市笹沖１８０

（086）434-9886

職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援など
岡山市勾区中山下1-8-45 N

クレド岡山ビル17階

（086）235-0830

地域活動支援センター

相談支援，（18歳以上の障がいのある方の）日中活動の場の提供

「ゆうゆう」

総社市清音軽部１１３５

総社ふれあいセンター
勻匏 護センター
「しえん」

（0866）92-2566

心の保健室（精神障がいのある方の居場所の提供）
総社市中央６丁目６番１０２

（0866）93-4980

厙や勱 後 制 匏用の相談・支援
総社市中央一丁目１番３号

（0866）92-8374

困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）
H28.5.1現在
おもな取扱業務

名称

福祉サービスの種類

（児）相談支援・ 児童発達相談センター

所在地

総社はばたき園

電話番号

相談支援専門員による福祉サービス匏用の匧厐・相談

サービス匏用匧厐 「らぽーる」

総社市小寺３６５

（児・者）相談支援・

相談支援専門員による福祉サービス匏用の匧厐・相談

サービス匏用匧厐
（児・者）相談支援・
サービス匏用匧厐

相談支援事業所「あみーたⅡ」

ター

総社市中央一丁目１番３号

児童発達支援

かしゅかしゅ（総社はばたき園内）

放課後等デイサービ
ス・
児童発達支援・
放課後等デイサービス
児童発達支援・
放課後等デイサービス
児童発達支援・
放課後等デイサービス
児童発達支援・
日中一時支援
児童発達支援・
保育所等訪問支援

居 介護・
重 訪問介護
居 介護・重 訪問介護
・同 援護・移動支援
居 介護・重 訪問介護
・同 援護

総社市小寺３６５
総社市小寺３６５

言 ・厤覚・社会勯等の 機能の発達を します

「はるかぜ きっず」

総社市久代4598-1

アイデイ
学習支援くらぶ くらら
コロンコロン
てぃんくる
サポートセンターかがやき
発達支援事業ハロウ
介護ステーション やまびこの会

総社市門田507
総社市総社1224-3
子ども一人ひとりの発達を

・同 援護
居 介護・重 訪問介護
・同 援護

（0866）95-2038
め， 育を います

総社市駅前2-15-18

（0866）95-2724

お子さん一人ひとりの勱 する ， く 勯を大卲に支援を います

総社市中央６丁目８-１０６

（0866）95-2154

言 ・厤覚・社会勯等の 機能の発達を します
総社市小寺958番地

（0866）94-3500

一人ひとりの子どもの発達に応じ、日常生活や自 に向けて支援します

井手366-4

（0866）92-0086

居 介護・重 訪問介護
総社市三須1321

（0866）94-8800

総社市社会福祉協議会

居 介護・重 訪問介護・同 援護・移動支援

指定居 介護事業所

総社市中央1-1-3

サンキ・ウェルビィ介護センター総社

ヘルパーステーションいずみ
ヘルパーステーション『ビタミンⅡ』
ニチイケアセンター総社
ヘルパーステーション総社

（0866）92-8560

居 介護・重 訪問介護・同 援護
総社市駅前2-7-108幸運ビル1Ｆ （0866）90-2501
総社市地頭片山150

居 介護・重 訪問介護

（0866）93-3311

児童一人ひとりが子どもとして尊重されるよう支援します

居 介護・重 訪問介護

・移動支援

（0866）96-2992

日常生活上の基本的な動作の指導，集団生活への適応訓練など

障害福祉サービス事業所

・同 援護・ 動援護

（0866）92-2384

サポートセンターはるかぜ

重 訪問介護

居 介護・重 訪問介護

（0866）92-2384

児童発達支援（時間支援）

総社市山手福祉センター

・移動支援

（0866）92-8559

児童発達支援（全日支援）

居 介護・

居 介護・重 訪問介護

（0866）90-0907

相談支援専門員による福祉サービス匏用の匧厐・相談

児童発達支援センター 総社はばたき園

児童発達支援・

総社市下 1287-1

総社市社会福祉協議会 相談支援セン

児童発達支援

児童発達支援

（0866）92-2384

（0866）90-0200

居 介護・重 訪問介護・移動支援
総社市小寺986-1

（0866）90-2100

居 介護・重 訪問介護・同 援護・ 動援護・移動支援

総社市下 1287-1

（0866）90-0907

居 介護・重 訪問介護・同 援護
総社市駅前2-10-16ベルメゾン101号室

（0866）90-3401

居 介護・重 訪問介護・同 援護
総社市井尻野333-3

（0866）93-9950

困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）
H28.5.1現在

施設入所支援・
短期入所・生活介護
・日中一時支援

短期入所・
日中一時支援
短期入所

のぞみ

就労継続支援（Ａ型）

グリーンファーム

就労継続支援（Ａ型）

アグリ・エカロー・星

就労継続支援（Ａ型）

アグリ・エカロー・月

就労継続支援（Ａ型）

めぐみ

就労継続支援（Ａ型）

ジョブサポート クローバー

就労継続支援（Ａ型）

ＵＭＥＣドリーム

日中一時支援

総社市小寺1553-1
総社市久代5127

）

わくわくハンド・ベル

就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターそうじゃ

就労継続支援（Ｂ型）

サポートセンターはるかぜ

就労継続支援（Ｂ型）

住倉総社作業所（サン ーデン 備 ）

就労継続支援（Ｂ型）

ファインピープル あゆみ

就労継続支援（Ｂ型）

やさい畑 クムレ

就労継続支援（Ｂ型）
・生活介護

（0866）92-6580

短期入所・日中一時支援

特別 護 人ホーム さくばらホーム

就労継続支援（Ａ型）

電話番号

施設入所支援・短期入所・生活介護・日中一時支援

セレーノ総社

多機能型事業所 土田の 総社（

就労継続支援（Ｂ型）・

所在地

備 学園

就労継続支援（Ａ型）

就労移 支援・

おもな取扱業務

名称

福祉サービスの種類

多機能型事業所 みぞくち

生活介護

住倉総社作業所（山手販売所）

生活介護

多機能型事業所 土田の 総社（ 音）

（0866）96-0700

短期入所
総社市日羽454

（0866）99-2111

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社1-9-2

（0866）31-7736

就労継続支援（Ａ型）
総社市井手1004-2

（0866）31-7158

就労継続支援（Ａ型）
総社市秦2386

（0866）95-8224

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社2-17-22

（0866）95-2170

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社3-6-5

（0866）95-2207

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社3-4-30

（0866）92-5056

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社2-22-34

（0866）31-7860

就労継続支援（Ａ型）
総社市中央6-3-105

（0866）31-7246

就労移 支援・就労継続支援（Ｂ型）・日中一時支援
総社市真壁399

（0866）94-9091

就労継続支援（Ｂ型）
総社市門田713-1

（0866）92-3493

就労継続支援（Ｂ型）
総社市久代4598-1

（0866）96-2992

就労継続支援（Ｂ型）
総社市三須1127-1

（0866）94-4700

就労継続支援（Ｂ型）
総社市中央4-16-102

（0866）94-0212

就労継続支援（Ｂ型）
総社市岡谷175

（0866）95-2266

就労継続支援（Ｂ型）・生活介護
総社市溝口119

（0866）94-3131

生活介護
総社市三須1127-1

（0866）94-4700

生活介護
総社市中央6-3-106

（086）95-2885

困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）
H28.5.1現在

生活介護・
日中一時支援

生活介護事業所えん

共同生活援助

グループホーム井手Ⅰ

共同生活援助

グループホーム井手Ⅱ

共同生活援助

グループホーム井手Ⅲ

共同生活援助

グループホーム井手Ⅳ

共同生活援助

グループホーム中央Ⅰ

共同生活援助

グループホーム中央Ⅱ

共同生活援助

「 の 」

共同生活援助

仮屋ホーム

共同生活援助

仮屋ホームⅡ

共同生活援助

プリっといこう家

共同生活援助

グループホーム今日も元気１号棟

共同生活援助

グループホーム今日も元気２号棟

移動支援

おもな取扱業務

名称

福祉サービスの種類

おでかけアイちゃん

日中一時支援

デイサービスほほえみ

日中一時支援

デイサービスセンター さくばらランド

日中一時支援

ペパーミントネットワーク 砂川遊園

日中一時支援

土田の 総社（厤 ）

日中一時支援

のんびり笑家

日中一時支援

にこにこハウスであい

所在地

電話番号

生活介護・日中一時支援
総社市門田294-4

（0866）95-2270

共同生活援助
総社市井手1044-7

（0866）92-5300

共同生活援助
総社市井手895-5

（0866）92-6900

共同生活援助
総社市井手1014-1 103号室

（0866）95-2855

共同生活援助
総社市井手1014-1 105号室

（0866）95-2081

共同生活援助
総社市中央3-5-8

（0866）92-6580

共同生活援助
総社市中央3-5-107

（0866）92-6580

共同生活援助
総社市東阿曽354

（0866）99-9712

共同生活援助
総社市井手574-1

（086）295-0632

共同生活援助
総社市井手574-1

（080）8234-9284

共同生活援助
総社市4-18-112

（090）9066-2448

共同生活援助
総社市中央3-11-106

（0866）31-7232

共同生活援助
総社市中央3-11-106

（0866）31-7332

移動支援
総社市門田507

（0866）93-3311

日中一時支援
総社市小寺986-1

（0866）90-2100

日中一時支援
総社市日羽456-1

（0866）99-1155

日中一時支援
総社市 尾738

（0866）94-1980

日中一時支援
総社市中央6-3-106

（086）95-2885

日中一時支援
総社市井尻野1620-1

（0866）93-4165

日中一時支援
総社市上 107

（0866）93-2288

困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）
H28.5.1現在
名称

福祉サービスの種類

地域活動支援

総社市社会福祉協議会

センター（Ⅰ型） 地域活動支援センターゆうゆう
地域活動支援

備自 支援センター

センター（Ⅱ型） 地域活動支援センター「アラジンⅡ」
地域活動支援
センター（Ⅲ型）
地域活動支援
センター（Ⅲ型）

総社福祉作業所
あゆみの会作業所

おもな取扱業務
所在地

電話番号

日中活動の場の提供や相談支援事業を っています
総社市清音軽部1135

（0866）92-2566

機能訓練・社会適応訓練等のサービスを提供しています

総社市下 1287-1

（0866）90-0907

地域の障害者団体等が通所により援護事業をしています

総社市門田713-1

（0866）92-3493

地域の障害者団体等が通所により援護事業をしています

総社市中央6-6-102

（0866）31-7660

困ったときの相談先・・・（３．学校など）
H28.5.1現在
相談できる内容等
保育所（園）

おもな取扱業務

名称

所在地

総社市教育委員会 こども夢づくり課

電話番号

市内保育園における障がいのある児童の受け入れの相談

総社市中央一丁目１番１号

（0866）92-8265

知的，自閉症・情緒障がい，聴覚障がい特別支援学級，就学相談，ふれあ

就学相談
勘 校児の支援
ことばの相談
ことばの相談

総社市教育委員会 学校教育課

総社市 総社小学校・総社
総社市 総社勽小学校・久代

県 岡山 学校

・知的障がい教育
・訪問教育

体勘自厩教育

総社市中央一丁目１番１号（総合文化センター2階）

園
園

県 早島支援学校
県 倉敷まきび支援学校
県 岡山支援学校

知的障がい教育

岡山県健康の森学園支援学校

知的障がい教育

岡山大学教育学部附属特別支援学校

（0866）92-8577

話し言 や話し方・ き方に問匑のあるお子さんとその保護者のための教室

総社市総社3-13-1

ことばの教室

聴覚障がい教育

（0866）92-8358

勘 校の相談・支援， に応じた学習や遊び，居場所の提供など

ことばの教室

県 岡山 学校

体勘自厩教育

総社市中央一丁目１番１号

ふれあい教室

視覚障がい教育

病弱教育

い教室，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーのご相談

（0866）92-0040

話し言 や話し方・ き方に問匑のあるお子さんとその保護者のための教室

総社市久代4386-2

（0866）96-0314

視覚障がい教育＜全県対象＞
岡山市中区原尾島4-16-53

（086）272-3165

聴覚障がい教育＜全県対象＞
岡山市中区土田51

（086）279-2127

病弱教育＜全県対象＞
都窪郡早島町早島4063

（086）482-2131

体勘自厩教育・知的障がい教育・訪問教育
倉敷市真備町箭田4682-1

（086）697-1233

体勘自厩教育＜全県対象＞
岡山市勾区 園866

（086）275-1010

知的障がい教育＜全県対象＞
市 多町大野2034-5

（0867）96-2995

知的障がい教育＜募集要項に基づき選考＞
岡山市中区平井3-914

（086）277-7431

困ったときの相談先・・・（４．医 機関）
H28.5.1現在
相談できる内容等
医 機関
（小児科）
医 機関
（小児科）
医 機関
（小児科）
医 機関
（小児科・発達検査）

高杉こどもクリニック
三 内科小児科医院

）
自 支援医 機関
（精神通院）
自 支援医 機関

医 法人杉の会 杉本クリニック
会

田医院

（精神通院）
自 支援医 機関
（精神通院）
自 支援医 機関
（精神通院）
自 支援医 機関
（精神通院）

薬師寺慈恵病院
あさのクリニック
ここ の医

総社市井手585-1

（0866）94-8839

内科・小児科
総社市井手919

（0866）93-7773
（0866）93-3033

総社市清音三因606-1

）
自 支援医 機関
（育勱・ 生医

小児科・小児循環器内科

内科・小児科・循環器内科・アレルギー科

清音クリニック

医 法人

電話番号

総社市三 618

）
自 支援医 機関
（育勱・ 生医

所在地

内科・胃腸内科・小児科・外科

やまもと医院

自 支援医 機関
（育勱・ 生医

おもな取扱業務

名称

クリニック総社

藤井クリニック
（医）仁徳会 森下病院
（医）やまてクリニック

（0866）94-4111

内科・血液透析
総社市駅前２－１８－２１

（0866）92-1000

内科・胃腸内科・小児科・循環器内科・呼吸器内科・放射線科・リハビリ科・透析

総社市中央３－３－１１３

（0866）93-1288

胃腸外科・胃腸内科・外科・内科・肛門外科・脳神経外科・麻酔
科

総社市総社１－１７－２５
内科・

（0866）92-0146

精神科

総社市中央2-3-5

（0866）93-8008

精神科・神経科・心 内科
総社市駅前2-2-10

（0866）94-1900

リハビリテーション科・内科・
総社市総社2-13-25
内科・外科・胃腸科・循環器科・

総社市駅前1-6-1

外科（訪問

）

（0866）31-7616
・

科・肛門科・

器科

（0866）92-0591

内科・神経内科・リハビリテーション科
総社市岡谷121-6

（0866）92-9200

