
※持ち物

①エプロン

②上履き

③飲み物

④その他

※食事

①各自で用意

②施設で用意（希望者の

み）

③施設で用意（全員）

【岡山市】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

1 高齢 社会福祉法人　岡山中央福祉会 特別養護老人ホーム　中野けんせいえん 704-8191 岡山市東区西大寺中野677-1 086-943-1701 ①②③

①②1食のみ０円で提

供（施設の食事を知っ

て頂くため検食として

1食分のみ施設で用意

する。それ以外は各自

で用意）

JR赤穂線　西大寺駅よ

り徒歩30分

中野けんせいえんは、2016年4月に新築移転をした新しい施設です。完全個室でユニットケアを行っ

ています。穏やかな生活の流れの中、ご入居者様を大切にする個別ケアと生きがいや楽しみ作りに力

を入れています。

2 高齢 社会福祉法人　天摂会 特別養護老人ホーム　多聞荘 709-0873 岡山市東区瀬戸町坂根792-14 086-953-0011 ② ②　432円
JR山陽本線　瀬戸駅よ

り徒歩60分

3 高齢 社会福祉法人　まこと会 ★特別養護老人ホーム　きび庭瀬 701-0153 岡山市北区庭瀬1054-3 086-236-6770
①②③④(筆記用具、メモ

用紙)
①②　620円

JR山陽本線　庭瀬駅よ

り徒歩7分

きび庭瀬は少人数の入居者様のお手伝いをするユニット型施設です。介護の仕事はもちろん、送迎の

付き添いや行事への参加などを通じて入居者、利用者と関わっていただきます。介護以外の看護・相

談業務・栄養士の仕事も経験し、少しでも福祉の仕事に興味を持ってください。

4 高齢 社会福祉法人　天成会 特別養護老人ホーム　ぬくもりの里あおえ 700-0941 岡山市北区青江3丁目10-28 086-222-8341
①②③④(体操着、ポロ

シャツ等)
②　無料

大元駅よりバス15分・

又は大元駅より徒歩30

分

ぬくもりの里あおえでは、介護老人福祉施設、デイサービス、ショートステイ3つの事業をしていま

す。介護、看護、ケアマネージャー、PT、OT等、様々な職種のスタッフが働いています。学生の希

望に沿った体験も可能です。

5 高齢 社会福祉法人　三慶会 特別養護老人ホーム　喜福園 701-0145 岡山市北区今保870-1 086-805-2532 ①②③ ②　300円

JR伯備線・山陽本線

北長瀬駅よりバス(10分)

健康づくり財団病院前

下車徒歩5分

お年寄りと接するまたとない機会だと思います。老いて生きることの大変さや生きる力のすばらしさ

に是非出会い、これからの糧にして下さい。

6 高齢 社会福祉法人　ことぶき会 特別養護老人ホーム　宇甘川荘 709-2136 岡山市北区御津紙工1410 086-726-0331
②④(タオル、動きやすい

服装)
①②　560円

最寄り駅：JR津山線

　　　　　金川駅

送迎可能

男女を問わず若い職員が増え、活気のある施設になっています。利用者と一緒に過ごす生活を通し

て、高齢者・若者の共生の意義を一緒に考えてみませんか。何事もチャレンジの気持ちで探検をお待

ちしています。

7 障害 社会福祉法人　美土里会 デイハウス　かりん 701-0221 岡山市南区藤田1543 086-296-5050 ②③ ②　660円
障がいを持たれている方と一緒に、いろいろな活動に参加していただけたらと思います。

8 高齢 社会福祉法人　清桜会 特別養護老人ホーム　あさひ園 700-0865 岡山市北区旭本町6-20 086-225-1171 ①②④(動きやすい服装) ②　500円
JR岡山駅よりバス(20分)

岡南小学校前下車

開設して30年を今年迎える施設です。開設当初から家族のような関係性を大切にしています。職員も

お互い協力し合い楽しく仕事をしています。楽しく介護の仕事を体験出来ると思います。

土曜はデイサービス、日曜は特別養護老人ホームでの受入になります。（日曜はデイサービス休館の

ため）

9 障害 社会福祉法人　美土里会 ハローファクトリー 701-0221 岡山市南区藤田1829-5 086-296-0370 ②③ ②　660円

障がいを持たれている方と一緒に、仕事(作業)などを中心に活動に参加していただけたらと思いま

す。

10 高齢 社会福祉法人　白樺会 特別養護老人ホーム　白樺 703-8202 岡山市中区湯迫19-1 086-206-3300

②③④(短パン、Tシャツ

(入浴体験の場合)ジャー

ジOK)

①②　300円

JR山陽本線　高島駅よ

り宇野バス(10分)浄土寺

前下車

または高島駅より徒歩

30分

究極の看取りを実践しています。寄り添うとは、命に触れるとはどういうことかを学んで欲しい。白

樺は「命と身体で教えていただいたことを、次に出会った利用者様に返していく。」そんな施設で

す。

11 高齢
社会福祉法人恩賜財団　済生会

支部岡山県済生会
★特別養護老人ホーム　宇垣荘 709-2121 岡山市北区御津宇垣2069-10 086-724-0707 ①②③ ①

JR津山線　金川駅より

タクシー5分

有意義な活動にするためには、事前に高齢者とのふれあう方法を学習し、目的をもち参加又、振り返

ることが大切です。

12 高齢 社会福祉法人　報恩積善会 養護老人ホーム　報恩積善会 700-0088 岡山市北区笹が瀬9-8 086-252-0471 ② ①②　300円

JR岡山駅よりバス(30分)

岡山商科大学前下車

徒歩5分

法人理念の「和」を大切に、人生の最終コーナーを廻っている人たちのよき伴走者として入所者と接

することを心がけています。また、地域に開かれた施設を目指し、配食、会食サービス、ショートス

テイ、認知症カフェ等の事業展開をしています。施設の様々な行事への参加や入所者との交流を図っ

て頂きたいと思います。

13 高齢 社会福祉法人　藤花会 特別養護老人ホーム　せとうちの郷 704-8111 岡山市東区西大寺北966 086-942-1220 ②③ ①
JR赤穂線　西大寺駅よ

り徒歩9分

介護の仕事に興味を持っている方、高齢者の方と接するのが好きな方、お待ちしています。お気軽に

ご参加下さい。

14 高齢 社会福祉法人　正和会 特別養護老人ホーム　けしごの里 704-8176 岡山市東区中川町211-3 086-944-1756 ②③④(上下服) ①②　330円

JR赤穂線　大多羅駅よ

りバス(19分)益野下車

徒歩17分

岡山市初のユニット型特別養護老人ホームとして高齢者お一人おひとりに寄り添ったケアを心掛けて

います。高齢者分野に興味のある方、また将来を見据えて高齢者分野に就職を考えている方も、是非

これを機会にご参加下さい。職員も一緒に活動しますので安心して下さい。

15 障害 社会福祉法人　ももぞの学園 障害者支援施設　ももぞの福祉園 701-1461 岡山市北区粟井2778-4 086-299-0622
②③④(筆記用具、活動等

での動き易い服装等)

②　400円

※ご自身で食事を準備

していただいても構い

ません。

JR桃太郎線　足守駅よ

りタクシー15～20分程

度

※ただし、インターン

シップ受入れの際に、

最寄り駅(足守駅)まで送

迎を行いますのでご安

心ください。

主に知的に障がいのある方を対象にした施設です。「暮らしの場」と「活動する場」でスタッフと一

緒に利用者の方も元気に楽しく過ごされています。障がいのある方とコミュニケーションを取り、そ

の想いに寄り添いながらスタッフも楽しく働いています。活動では、散策、創作活動などゆったり過

ごすグループや、花の育苗、パン菓子加工、清掃、農業などの作業を行っているグループもありま

す。障がいのある方と一緒に、活動や作業を通して楽しいひと時を過ごしてみませんか。

受入２週間前から体調管理の徹底をお願いします。

インターンシップ受入施設（備前地域）

★マークがついている施設は『おかやま☆フクシ・カイゴ職場 すまいる宣言制度』に登録している事業所です。

　すまいる宣言事業所では、自ら人材育成や就業環境の改善など、働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んで

　います。



16 高齢 社会福祉法人　福寿会 特別養護老人ホーム　さわらび苑 701-0151 岡山市北区平野1005-9 086-293-7733
②③④（筆記用具、マス

ク）
①②　400円

JR山陽本線　庭瀬駅よ

り徒歩10分

高校卒業後、当施設に就職し活躍しているスタッフが多数おります。先輩職員と一緒に考え、行動

し、笑顔で入居者様の生活を支えるお仕事です。入居する人と、その家族、地域、職員を大切にして

いる法人です。まずは、体験してみませんか？新しい自分を発見し、可能性を広げてみませんか？

17 高齢 社会福祉法人　昭友会 特別養護老人ホーム　いこいの里 703-8207 岡山市中区祇園541-1 086-275-7280 ②③ ①

JR山陽本線　高島駅よ

りバス(10分)脇田入口下

車・または高島駅より

徒歩25分

特別養護老人ホームいこいの里は、病院が母体の組織です。「医療と介護の連携調和」を理念に地域

と共生しています。福祉の職種に興味がある方は、是非ご相談ください。

【玉野市】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

18 高齢 社会福祉法人　翔洋会 特別養護老人ホーム　玉野山田荘 706-0314 玉野市山田3275 0863-41-3993
②③④(動きやすい服装：

体操服)
①

JR宇野線　宇野駅又は

田井駅よりバス(20分)白

石入口下車

「我が家でホッとできる」を施設理念として職員一同取り組んでいます。有意義な時間を職員、入居

者と共に過ごしましょう。ご参加をお待ちしています。

【備前市】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

19 高齢 社会福祉法人　天摂会 特別養護老人ホーム　備前多聞荘 705-0025 備前市鶴海2401 0869-65-8975 ②③④(筆記用具) ②　350円

JR赤穂線　長船駅より

バス(30分)鶴山小学校前

下車徒歩5分

若い職員が多く、活気があります。明るく笑顔溢れる職場です。施設入所者と、どのように関わる

か、思いやりを学ぶことが出来ます。視覚障害の方も過ごされている為、目が不自由な方と関わるこ

とができ、不自由な部分をどう支えて援助していくか考える場でもあります。人の役に立ちたい。誰

かの助けになりたい。と思っている人には福祉の仕事は向いている。と思います。ぜひ、気軽に参加

下さい。

感染症対策のため、施設で定めている「新型コロナウイルス対応指針」に沿って、検温や手指消毒等

を行って頂きます。

20
高齢

障害
社会福祉法人　天摂会 盲養護老人ホーム　備前多聞荘 705-0025 備前市鶴海2401 0869-65-8975 ②③④(筆記用具) ②　350円

JR赤穂線　長船駅より

バス(30分)鶴山小学校前

下車徒歩5分

岡山県内で唯一の盲養護老人ホームです。養護施設はどのような所なのか知ってもらうとともに、視

覚障害を持っている高齢者がどのような生活をしているのか、職員はどう関わっているのか、設備は

どうなっているのか。他施設ではできない勉強ができると思います。

感染症対策のため消毒、検温をお願いします。その他、施設の規定に沿った対応を取らせていただき

ます。

【瀬戸内市】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

21 高齢 社会福祉法人　誠和 特別養護老人ホーム　あじさいのおか牛窓 701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜1745-1 0869-34-6366
②③④(メモ用紙・筆記用

具)
①

JR赤穂線　邑久駅より

バス15分津行下車

平成28年度に特別養護老人ホームで電子カルテ導入後、平成30年度には全事業所が電子カルテ化。特

別養護老人ホームにおいては、中四国初のIoT化として電子カルテ、眠りスキャン、ナースコールが

連動。利用者の皆様のより安心した介護と介護職員等の負担軽減など生産性の向上にいち早く取り組

んでいます。

22 高齢 社会福祉法人　藤花会
特別養護老人ホーム　せとうち

小規模多機能ホーム　せとうち
701-4244 瀬戸内市邑久町福中1180

0869-22-2006

(せとうち)

0869-22-2626

(小規模せとうち)

①②③ ②　510円
JR赤穂線　大富駅より

車で5分

【赤磐市】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

23 高齢 社会福祉法人　旭水会 特別養護老人ホーム　桃香の里 709-0833 赤磐市熊崎276-1 086-955-9775

②、③(いられる方はご持

参下さい。)

④(動きやすい服装上下。

施設に来られる時の服装

と体験の服装は、区別し

て頂くようお願い致しま

す。)

①②　410円

JR山陽本線　瀬戸駅よ

り

バス(10分)下市上下車

徒歩5分

岡山市中心部からアクセスの良い地域にあり、最新の設備とゆきとどいた介護で職員一丸となって高

齢者の方の生きがい作り、日常生活を温かく支援させて頂いています。是非、一緒に福祉の仕事を体

験してみませんか。お待ちしています。

職場に入られる際には、検温をお願い致します。マスクの着用をお願い致します。

24 高齢 社会福祉法人　山陽国分寺福祉会 特別養護老人ホーム　山陽寿荘 709-0802 赤磐市桜が丘西9-1-1 086-955-6655 ①②③ ①

JR山陽本線　瀬戸駅よ

り

バス(20分)桜が丘運動公

園入り口下車

岡山県赤磐市にある大規模住宅団地(ネオポリス)内を拠点として、ご利用の皆さまが家庭での生活に

近い形で安心して暮らすことができ、充実した日々が過ごせるよう勤めています！福祉の現場を見て

みたい方、参加してみてください。

【和気町】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

25 高齢 社会福祉法人　広虫荘 特別養護老人ホーム　和気広虫荘 709-0451 和気郡和気町和気108 0869-93-1255 ①②③ ①
ＪＲ山陽本線　和気駅

より徒歩25分

法人全体で特別養護老人ホーム2施設、ケアハウス1施設、グループホーム(２ユニット)、デイサービ

スを持つ事業所です。「笑顔・喜び・支え合い」を基本理念に利用者様に満足のいただけるサービス

提供を心がけています。

実施日程により社会の状況に応じての体調等（生活面も含めて）についての確認（聞き取り）をさせ

ていただく場合があります。



【久米南町】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

26 高齢 社会福祉法人　江原恵明会 特別養護老人ホーム　イーエスサウスヒルズ 709-3614 久米郡久米南町下弓削647 086-728-3111 ② ①
最寄り駅：JR津山線

弓削駅

毎週、ボランティアの方や愛育委員さんに来ていただいてお手伝いをしていただいたり、歌を歌った

り、塗り絵や習字などのレクにも参加していただいて、交流を図っています。

【吉備中央町】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

27 高齢 社会福祉法人　吉備健生会 特別養護老人ホーム　吉備高原賀陽荘 716-1131 加賀郡吉備中央町上竹753 0866-54-1290 ①②③ ②　500円

JR伯備線　備中高梁駅

より備北バス吉川行き

(30分)

天神下車　徒歩2分

施設が出来て40年になる歴史のある福祉施設です。福利厚生、労働条件、労働環境には定評がありま

す。職員の平均年齢は48.2歳、平均在職年数は11.4年となっています。勤務時間は交代制勤務なので

残業はほとんどありません。年間の勤務時間は月平均5回の夜勤で1,860時間です。一般的には1日8時

間、245日(年間)勤務した場合1,960時間です。勤務時間はそれよりも短いので安心して働ける職場で

す。マイナビのサイトからも確認できます。

28 高齢 社会福祉法人　まこと会 ★特別養護老人ホーム　かもがわ荘 709-2341 加賀郡吉備中央町上加茂517-3 0867-34-0034
①②③④(メモ帳、筆記用

具)
① バス(10分)下加茂下車

かもがわ荘は職員の年齢層が若く、離職者の少ない職場です。職員は笑顔で働き、いつもワイワイ盛

り上がっています。交通の便が悪いのが問題ですが、インターンシップ生として是非、かもがわ荘に

来て下さい。きっと素敵な思い出や素敵な体験ができると思います。

29 障害 社会福祉法人　ももたろう会 障害者支援施設　さくら苑 716-1241 加賀郡吉備中央町吉川7531 0866-56-9711 ② ②　580円

JR山陽本線　岡山駅よ

り中鉄バス(70分)上野口

下車

徒歩3分

福祉施設と言えば、高齢者向けのイメージがあるかもしれませんが、「障害者支援施設」には、障害

をお持ちの様々な年代の方が、様々なスタイルで生活をされています。ぜひ一度、覗いてみてくださ

い！

30 高齢 社会福祉法人　アミカル 特別養護老人ホーム　きびハイツ 709-2344 加賀郡吉備中央町上野1883-5 0866-56-6677 ①②③ ②　250円

JR伯備線　高梁駅より

バス(60分)きびプラザ下

車

徒歩15分

高齢者福祉に興味のある方、日常生活の支援(介護)だけでなく、機能訓練やレクリエーション等も体

験していただけたらと思います。


