
※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）

【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　ふれあい福祉会 ハモニカ　デイサービスセンター 709-0605 岡山市東区浅川５２０番地の９ 086-297-6656
② ③ ④(ハンカチ、マス

ク、携帯用手指消毒)
①

JR山陽本線　上道駅よ

り、宇野バス15分、山

の端で下車、徒歩７分

ハモニカホームページを参照の上、ご参加ください。

2 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
① ③ ④(動きやすい服

装。)

① ②500円

※どちらでも可能

JR岡山駅より、バス10

分、岡南小学校前で下

車、徒歩２分

〇土曜日：デイサービス　日曜日：特養入所部　２部署の職場体験ができます。(入所者：５２名、

ショートステイ：５名、デイサービス：３５名　定員/１日 )　 〇市街地(町中)にある、アットホーム

な施設です。    〇デイサービスのみ送迎車に乗っていただく事があります。(事前同意書あり)

※食事注意：アレルギー等食べ物に制限がある方は事前に連絡下さい

3 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 ② ③ ④(体操着) ②0円

JR岡山駅より、バス20

分、日赤病院入口で下

車

または岡山駅より徒歩

50分

ぬくもりの里あおえでは、介護, 看護職以外にも、栄養士・歯科衛生士・社会福祉士等、多くの職種

スタッフが働いています。福祉施設の体験だけでなく、希望の職種等に合わせた体験もできます。

4 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 ① ④(タオル、マスク) ②560円

最寄り駅：JR津山線

　　　　　金川駅

(送迎可能)

若い職員が多く活気ある職場です。　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

義を考えてみませんか？

何事もチャレンジの精神　大歓迎です。

※電車移動の場合、施設の最寄り駅(JR津山線 金川駅)までの送迎可能

5 高齢 社会福祉法人　鷲山会 ★特別養護老人ホーム　岡山シルバーセンター 701-1345 岡山市北区新庄上５４５－１ 086-287-5111 ① ② ③ ①
JR吉備線　備中高松駅

より徒歩30分

特別養護老人ホームの仕事は大変なイメージがありますが、苦しいことばかりではありません。 利用

者さんとの関わりを通して、達成感や やりがいを感じられる事も多いですし、人間的にも成長できる

仕事だと思います。 実際に仕事の流れやどのような高齢者が生活をされているのか、見学してもらう

ことで、介護のやりがいを肌で感じてもらいたいと思います。

6 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９６６ 090-7507-4216 ② ③ ④(筆記用具) ②0円

JR赤穂線　西大寺駅よ

り、徒歩10分

(西大寺駅より送迎しま

す)

高齢者福祉の仕事を、SDGSの視点でご説明します。 介護がなぜ持続可能な社会の一助になるのか、

職員の働きがいとは？　楽しみながら高齢者福祉が学べる2日間です！

7 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
① ② ③ ④(筆記用具、メ

モ用紙)
① ②620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。

8 高齢 社会福祉法人　翔洋会 特別養護老人ホーム　富山荘 703-8261 岡山市中区海吉２３０６－１ 086-200-1050 ②350円

JR 岡山駅より、バス30

分(両備バス西大寺行

き)、 海吉で下車、徒歩

10分

特別養護老人ホーム富山荘は開設して15年が過ぎておりますが、入居者50名の生活の支援をしており

ます。 気づきのチームケアを重視して楽しい職場を目指しております。  一緒に参加してみてくださ

い。

9 障害 社会福祉法人　弘徳学園 デイサービスセンター　すまいる 703-8283 岡山市中区赤坂南新町７－９ 086-270-6755 ② ① ②635円　 どちらでも可

JR岡山駅より、バス20

分、網浜中で下車、徒

歩5分

当事業所は、重度の障害がある方が通所されている施設です。 重度の方ばかりなので、介助者なしで

は自立が難しい方ばかりですが、裏を返せば介助者がいれば自立が可能な方ということになります。

ここで言う「自立」は「自分らしく生きる」ことを意味します。 当事業所は障害がある方に様々な活

動を提供させていただく中で、自分らしく生きることを見つけていただきたい、 また、今日もここに

来て良かったと感じていただきたいと考えております。彼らを支えるサポートを一人でも多く増やし

たいので、ぜひ遊びに来て下さい。

10 高齢 社会福祉法人　淳風福祉会 特別養護老人ホーム　旭ヶ丘 700-0072 岡山市北区万成東町２－２８ 086-252-5050 ① ② ③ ①

最寄り駅：JR吉備線

　(桃太郎線)　備前三門

駅

またはJR岡山駅より、

バス15分、岩井で下車

淳風ライフケアサポートは、建物の中に特別養護老人ホームをはじめ、ショートステイ・デイサービ

スなどを含めた様々な施設が集まっています。介護の仕事は、たくさんの業務があり、ご利用者の話

し相手になったり、食事を提供したり、シーツ交換をしたり、何か困った事がないか気を配ったり、

など相手の気持ちに寄り添い援助を行います。現場では、ありがとうが飛び交います。人と接する事

が好きな方、人の役に立ちたい方、是非一度、当施設へお越しください。心よりお待ちしておりま

す。

11 高齢 社会福祉法人　愛隣会 特別養護老人ホーム　旭水荘 709-3111 岡山市北区建部町福渡１００５－１ 086-722-2511
② ③ ④(動きやすい服

装、(体操服など))
①

JR津山線　福渡駅よ

り、　徒歩10分

旭水荘は、常に介護が必要な方が生活をされている特別養護老人ホームです。 旭水荘では、介護を必

要とする誰もが家庭的なうるおいと、安らぎ、さらに生きがいのある生活を送る事ができるよう、愛

情・誠意・協働により支援します。「旭水荘に来てよかった」「元気になった、笑顔が増えた」「お

いしい食事が楽しみ」そういった意味を頂けるよう、職員一同日々頑張っています。

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。



12 障害 社会福祉法人　ももぞの学園 障害児入所施設　ももぞの学園 701-1461 岡山市北区粟井２７８９番地 086-299-0622 ② ③ ④(タオル) ① ②0円　 　(本人負担はありません)

JR桃太郎線　足守駅よ

り、タクシーで15～20

分

( 足守駅までの送迎は園

の方で対応しますの

で、ご安心ください。)

障害のあるこどもたちと一緒に楽しいひと時を過ごしてみませんか。  室内や室外で遊んだり、体を

動かしたり、一緒に話しをしたり、ご飯を食べたりしながら、家庭的な雰囲気の中でこどもたちと楽

しく過ごしましょう。 是非お気軽にお越し下さい。 こどもたちが笑顔で待っています！

※当施設ならびに法人内等で感染者（新型コロナウイルス含む）があった場合には、受け入れを中止

させて頂くことがあります。 受入れ２週間前からの検温を含む体調管理・把握の徹底をお願いしま

す。

13 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2778-4 086-299-0630
② ③ ④(ハンカチ (タオ

ル))
②0円　 　(本人負担はありません)

JR桃太郎線　足守駅よ

り、タクシーで15～20

分

( 足守駅までの送迎可能

です。)

当園は、成人の方が暮らす入所施設です。 日中は生活介護、B型作業等を利用し「働く施設」として

存在しております。 利用者さん達の汗を流す姿等を見ていただければ幸いです。 職員同士のコミュ

ニケーションもしっかりとれており、働く職場としても魅力的だと思います。

※コロナウイルス等 感染予防のため、状況により受け入れできない場合もございます。受け入れにあ

たり２週間前からの検温等、体調管理及び行動把握もお願いいたします。

【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

14 高齢 社会福祉法人　岡山千鳥福祉会 特別養護老人ホーム　長船荘 701-4276 瀬戸内市長船町服部１１４１ 0869-26-5068 ②③ ②260円
最寄り駅： JR赤穂線

長船駅

田畑に囲まれ、古墳群の一角に位置する、のどかな環境に建った施設です。 ご利用者様も職員も、満

足度の高い施設をモットーに日々取り組んでいます。 介護職を目指す学生の皆さんに、少しでもお役

に立てると嬉しいです。

15 高齢 社会福祉法人　岡山千鳥福祉会 長船荘　デイサービスセンター 701-4276 瀬戸内市長船町服部１１４１ 0869-26-5068 ② ③ ②260円
最寄り駅： JR赤穂線

長船駅

田畑に囲まれ、古墳群の一角に位置する、のどかな環境に建った施設です。ご利用者様も職員も、満

足度の高い施設をモットーに日々取り組んでいます。介護職を目指す学生の皆さんに、少しでもお役

に立てると嬉しいです。

16 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
② ③ ④(メモ用紙・筆記

用具)
①

JR赤穂線　邑久駅よ

り、バス20分、津行で

下車

平成28年度に特別養護老人ホームあじさいのおか牛窓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

SCAN、ナースコールが連動し、利用者の皆様の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。

17 高齢 社会福祉法人　藤花会 ★特別養護老人ホーム　せとうち 701-4244 瀬戸内市邑久町福中1180 090-7507-4216 ② ③ ④(筆記用具) ②0円
JR赤穂線　西大寺駅

送迎します

高齢者福祉の仕事を、SDGSの視点でご説明します。 介護がなぜ持続可能な社会の一助になるのか、

職員の働きがいとは？　楽しみながら高齢者福祉が学べる2日間です！

【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

18 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(体操服。)

① ②410円　 

JR山陽本線　瀬戸駅よ

り、バス10分、下市上

で下車、徒歩５分

経験豊富な介護スタッフや、介護の知識を学んで入社した新人スタッフが、インターンシップ体験の

サポートをさせて頂きます。 ご利用の方とコミュニケーションをとって頂いたり、食事の配膳、下

膳、入浴等の就業体験をして頂きます。 介護や福祉にご興味をお持ちの方、是非ご参加下さい。

※感染症の流行している時期には受入できない場合もあります。

　職場に入られる際には、検温・マスクの着用をお願い致します。

19 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 ① ② ③ ①

JR山陽本線　瀬戸駅よ

り、バス20分、桜が丘

運動公園入り口で下車

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。 福祉に興味があ

る方、ぜ参加してみてください！

20 高齢 社会福祉法人　優風会 デイサービスセンター　さくら木 709-0821 赤磐市河本４８８－１ 086-955-4180 ② ③ ①

JR山陽本線　瀬戸駅よ

り、バス、新道河本で

下車

定員１０名の少人数のデイサービスです。 少人数ならではのきめ細やかな目の届きやすいサービスと

家庭的な雰囲気を大切にしています。

【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

21 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番地 0869-93-1255 ② ③ ①
JR山陽本線　和気駅よ

り、徒歩25分

和気広虫荘は、県南東部に位置し、豊かな自然に囲まれた中にあります。「笑顔・喜び・支え合い」

を基本理念に、満足のいただけるサービス提供に心がけています。

【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

22 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 ②580円       (昼食分)

JR伯備線　備中高梁駅

よりバス55分、リハビ

リセンター前で下車、

徒歩5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。　是非一度、覗いてみてくだ

さい。

23 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 ① ② ③ ②550円
バス10分、下加茂で下

車

学生さんの気になること、やってみたいことを出来る限り挑戦してもらいたいと思います。 また、年

齢層も若く話をしやすい所ですので、ご気軽にお申し込み下さい。



24 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 ① ② ③ ②500円

JR伯備線　備中高梁駅

より バス30分 (備北バ

ス吉川行き)、天神下で

下車、徒歩2分

施設が出来て41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。

25 障害
特定非営利活動法人

発達支援ネットワーク　つむぎ
つむぎ吉備中央 716-1554 加賀郡吉備中央町西３６２－１ 0866-55-5700 ① ② ③ ④(筆記用具) ①

JR伯備線　高梁駅よ

り、バス20～25分、大

和郵便局で下車、徒歩5

分

つむぎは児童通所施設で、主には発達障害があるお子様（１歳半～高校生）の支援をしています。 い

つも子ども達の元気な声と笑顔が溢れ、スタッフ一同、子ども達からパワーをもらっています。 ま

た、スタッフもとても丁寧に関わる人ばかりです。 福祉関係に興味のある方、また、子どもが大好き

な方、大歓迎です。 子どもたちもきっと年齢の近い皆さんとなら「遊びたい」って思うはず！！

ぜひ参加してみて下さい。


