自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

新潟県

新潟県 高齢福祉保健課

025-280-5192

新潟県新潟市

新潟市 地域包括ケア推進課

025-226-1281

新潟県長岡市

長岡市 長寿はつらつ課

0258-39-2268

新潟県三条市

三条市 福祉保健部 高齢介護課

0256-34-5511

新潟県柏崎市

柏崎市 福祉保健部 介護高齢課

0257-21-2228

新潟県新発田市

新発田市 高齢福祉課 介護指導係

0254-22-3101

新潟県小千谷市

小千谷市 保健福祉課

0258-83-4060

新潟県加茂市

加茂市 介護・看護支援センター

0256-41-4032

新潟県十日町市

十日町市 医療介護課

025-757-9758

新潟県見附市

見附市 健康福祉課 高齢福祉係

0258-61-1350

新潟県村上市

村上市 介護高齢課

0254-53-2111

新潟県燕市

燕市 健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係

0256-77-8177

新潟県糸魚川市

糸魚川市 市民部 福祉事務所 高齢係

025-552-1511

新潟県妙高市

妙高市 福祉介護課

0255-74-0017

新潟県五泉市

五泉市 高齢福祉課

0250-43-3911

新潟県上越市

上越市 高齢者支援課

025-526-5111

新潟県阿賀野市

――

新潟県佐渡市

佐渡市 高齢福祉課

0259-63-3790

新潟県魚沼市

魚沼市地域包括支援センター

025-792-9760

新潟県南魚沼市

南魚沼市 福祉保健部 介護保険課

025-773-6675

新潟県胎内市

胎内市 福祉介護課 地域包括支援センター係

0254-44-8691

新潟県聖籠町

聖籠町 保健福祉課（聖籠町地域包括支援センター）

0254-27-6521

新潟県弥彦村

弥彦村 住民福祉課

0256-94-3133

新潟県田上町

田上町 保健福祉課

0256-57-6220

新潟県阿賀町

阿賀町 健康福祉課 地域包括支援センター

0254-92-3986

新潟県出雲崎町

出雲崎町 保健福祉課

0258-78-2293

新潟県湯沢町

湯沢町 健康福祉部 健康増進課

025-784-3000

新潟県津南町

津南町 福祉保健課

025-765-3114

新潟県刈羽村

刈羽村 福祉保健課

0257-45-3916

新潟県関川村

関川村 住民福祉課 地域包括支援センター

0254-64-1473

新潟県粟島浦村

粟島浦村 総務課

0254-55-2111

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

富山県

――

富山県富山市

――

富山県高岡市

高岡市 高齢介護課

0766-20-1165

富山県魚津市

魚津市地域包括支援センター

0765-23-1093

富山県氷見市

氷見市 市民部 地域包括支援センター

0766-74-8067

富山県滑川市

滑川市 福祉介護課 地域包括支援センター

076-476-9400

富山県黒部市

黒部市 市民生活部 福祉課

0765-54-2111

富山県砺波市

砺波市地域包括支援センター

0763-33-1111

富山県小矢部市

小矢部市 健康福祉課

0766-67-8605

富山県南砺市

南砺市地域包括支援センター

0763-23-2034

富山県射水市

射水市 福祉保健部 長寿介護課 地域ケア推進係

0766-82-1952

富山県舟橋村

舟橋村地域包括支援センター

076-464-1847

富山県上市町

上市町地域包括支援センター

076-473-2811

富山県立山町

立山町 健康福祉課 介護予防係

076-462-9958

富山県入善町

入善町 健康福祉課

0765-72-1100

富山県朝日町

朝日町 健康課

0765-83-1100

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

石川県

石川県 健康福祉部 長寿社会課（地域包括ケア推進グループ）

076-225-1498

石川県金沢市

金沢市 長寿福祉課

076-220-2288

石川県七尾市

七尾市 健康福祉部 福祉課

0767-53-8463

石川県小松市

小松市 長寿介護課

0761-24-8168

石川県輪島市

輪島市地域包括支援センター

0768-23-1174

石川県珠洲市

珠洲市 福祉課

0768-82-7746

石川県加賀市

加賀市地域包括支援センター

0761-72-8186

石川県羽咋市

羽咋市地域包括支援センター

0767-22-0202

石川県かほく市

かほく市 長寿介護課

076-283-7150

石川県白山市

白山市 健康福祉部 白山市高齢者支援センター

076-276-6200

石川県能美市

能美市 高齢者かがやき支援室

0761-58-2234

石川県野々市市

野々市市地域包括支援センター

076-227-6067

石川県川北町

――

石川県津幡町

津幡町地域包括支援センター

076-288-7952

石川県内灘町

内灘町地域包括支援センター

076-286-6750

石川県志賀町

志賀町地域包括支援センター

0767-32-9132

石川県宝達志水町

宝達志水町 健康福祉課

0767-28-8110

石川県中能登町

中能登町 高齢者支援センター

0767-72-2697

石川県穴水町

穴水町地域包括支援センター

0768-52-3320

石川県能登町

能登町地域包括支援センター

0768-72-2513

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

福井県

福井県 健康福祉部 長寿福祉課 在宅ケア推進グループ

0776-20-0332

福井県福井市

福井市 地域包括ケア推進課

0776-20-5400

福井県敦賀市

敦賀市 介護保険課

0770-22-8181

福井県小浜市

小浜市地域包括支援センター

0770-64-6015

福井県大野市

大野市 民生環境部 健康長寿課

0779-65-5046

福井県勝山市

勝山市 健康福祉部 健康長寿課

0779-87-0900

福井県鯖江市

鯖江市地域包括支援センター

0778-53-2265

福井県あわら市

あわら市 市民福祉部 健康長寿課

0776-73-8022

福井県越前市

越前市地域包括支援センター

0778-22-3784

福井県坂井市

坂井市 福祉保健部 高齢福祉課

0776-50-3040

福井県永平寺町

永平寺町 福祉保健課

0776-61-3920

福井県池田町

池田町 保健福祉課

0778-44-8000

福井県南越前町

南越前町地域包括支援センター

0778-47-8009

福井県越前町

越前町地域包括支援センター

0778-34-8729

福井県美浜町

美浜町 福祉課 高齢者支援センター

0770-32-6704

福井県高浜町

高浜町地域包括支援センター（高浜町保健福祉センター内）

0770-72-6120

福井県おおい町

おおい町 介護福祉課 おおい町地域包括支援センター

0770-77-2770

福井県若狭町

若狭町地域包括支援センター

0770-62-2703

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

山梨県

山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課

055-223-1450

山梨県甲府市

甲府市 福祉保健部 健康長寿室 健康政策課

055-237-5484

山梨県富士吉田市

富士吉田市 健康長寿課 地域包括支援センター

0555-22-1111

山梨県都留市

都留市 長寿介護課 地域包括支援センター

0554-46-5114

山梨県山梨市

山梨市地域包括支援センター

0553-23-0294

山梨県大月市

大月市 保健介護課 地域包括支援センター

0554-23-8034

山梨県韮崎市

韮崎市 長寿介護課 地域包括支援センター

0551-23-4313

山梨県南アルプス市

南アルプス市 保健福祉部 介護福祉課 介護予防担当

055-282-7339

山梨県北杜市

北杜市 介護支援課 地域包括支援センター

0551-42-1336

山梨県甲斐市

甲斐市 長寿推進課 介護予防推進係

055-278-1693

山梨県笛吹市

笛吹市 保健福祉部 長寿介護課 地域包括担当

055-261-1907

山梨県上野原市

上野原市 福祉保健部 長寿介護課

0554-62-3128

山梨県甲州市

甲州市 介護支援課 地域包括支援センター

0553-32-5600

山梨県中央市

中央市 長寿推進課 中央市地域包括支援センター

055-274-8558

山梨県市川三郷町

市川三郷町 福祉支援課 包括支援係

055-272-1106

山梨県早川町

――

山梨県身延町

身延町地域包括支援センター

0556-20-4611

山梨県南部町

南部町 福祉保健課 地域包括支援センター

0556-64-4836

山梨県富士川町

富士川町地域包括支援センター

0556-22-4615

山梨県昭和町

昭和町 いきいき健康課 地域包括支援センター

055-275-4815

山梨県道志村

道志村 住民健康課

0554-52-2113

山梨県西桂町

西桂町 福祉保健課

0555-25-4000

山梨県忍野村

忍野村地域包括支援センター

0555-20-5211

山梨県山中湖村

山中湖村 福祉健康課 地域包括支援センター

0555-62-9976

山梨県鳴沢村

鳴沢村 福祉保健課

0555-85-3081

山梨県富士河口湖町

富士河口湖町 健康増進課

0555-72-6037

山梨県小菅村

小菅村 住民課

0428-87-0111

山梨県丹波山村

丹波山村 住民生活課

0428-88-0211

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

長野県

――

長野県長野市

――

長野県松本市

松本市 中央地域包括支援センター

0263-34-3237

長野県上田市

上田市 福祉部 高齢者介護課

0268-23-5140

長野県岡谷市

岡谷市 介護福祉課

0266-23-4811

長野県飯田市

飯田市 健康福祉部 長寿支援課

0265-22-4511

長野県諏訪市

諏訪市社会福祉協議会

0266-52-2508

長野県須坂市

須坂市地域包括支援センター

026-245-4566

長野県小諸市

小諸市 高齢福祉課 包括支援係

0267-22-1700

長野県伊那市

伊那市 高齢者福祉課

0265-78-4111

長野県駒ヶ根市

駒ケ根市地域包括支援センター

0265-83-2443

長野県中野市

中野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護予防包括支援係

0269-22-2111

長野県大町市

大町市 福祉課 地域包括支援センター

0261-22-0420

長野県飯山市

飯山市地域包括支援センター

0269-62-3111

長野県茅野市

茅野市 地域福祉推進課

0266-72-2101

長野県塩尻市

塩尻市 長寿課 高齢支援係

0263-54-3333

長野県佐久市

佐久市 高齢者福祉課

0267-62-3157

長野県千曲市

千曲市 更埴地域包括支援センター

026-273-1111

長野県東御市

東御市 健康福祉部 福祉課 地域包括支援係

0268-64-5000

長野県安曇野市

安曇野市 介護保険課

0263-71-2474

長野県小海町

小海町 町民課 地域包括支援センター

0267-91-2200

長野県川上村

川上村地域包括支援センター

0267-97-3614

長野県南牧村

南牧村地域包括支援センター

0267-96-1177

長野県南相木村

南相木村 住民課

0267-78-2121

長野県北相木村

――

長野県佐久穂町

佐久穂町 健康福祉課 高齢者係

0267-86-2528

長野県軽井沢町

軽井沢町 保健福祉課

0267-45-3269

長野県御代田町

御代田町 保健福祉課 介護高齢係

0267-31-2512

長野県立科町

――

長野県青木村

――

長野県長和町

長和町 町民福祉課

0268-68-3111

長野県下諏訪町

下諏訪町社会福祉協議会 地域福祉推進係

0266-27-7396

長野県富士見町

――

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

長野県原村

原村 保健福祉課 健康づくり係

0266-79-7703

長野県辰野町

辰野町地域包括支援センター

0266-41-1111

長野県箕輪町

箕輪町 福祉課 高齢者福祉係

0265-70-6622

長野県飯島町

飯島町 健康福祉課 高齢者福祉係

0265-86-3111

長野県南箕輪村

南箕輪村 住民福祉課

0265-72-2105

長野県中川村

中川村 保健福祉課 高齢者福祉係 中川村地域包括支援センター

0265-88-6177

長野県宮田村

宮田村 福祉課 福祉係

0265-85-4128

長野県松川町

松川町 保健福祉課内（松川町地域包括支援センター）

0265-36-6800

長野県高森町

高森町 健康福祉課 地域包括支援センター

0265-35-9412

長野県阿南町

阿南町 民生課 地域包括支援センター

0260-22-4051

長野県阿智村

阿智村 民生課

0265-43-2220

長野県平谷村

――

長野県根羽村

――

長野県下條村

下條村地域包括支援センター

長野県売木村

――

長野県天龍村

天龍村 住民課

長野県泰阜村

――

長野県喬木村

喬木村社会福祉協議会

0265-33-4567

長野県豊丘村

豊丘村 健康福祉課 介護保険係 地域包括支援センター

0265-35-9064

長野県大鹿村

大鹿村 保健福祉課

0265-39-2001

長野県上松町

上松町地域包括支援センター

0264-52-5550

長野県南木曽町

南木曽町 住民課 福祉係 地域包括支援センター

0264-57-2001

長野県木祖村

木祖村 住民福祉課

0264-36-2001

長野県王滝村

王滝村 福祉健康課 福祉係

0264-48-3155

長野県大桑村

大桑村地域包括支援センター

0264-55-4022

長野県木曽町

――

長野県麻績村

――

長野県生坂村

生坂村 健康福祉課

0263-69-3500

長野県山形村

山形村 保健福祉課 地域包括支援センター係

0263-97-2100

長野県朝日村

朝日村 住民福祉課 地域包括支援センター

0263-99-2251

長野県筑北村

筑北村 住民福祉課

0263-66-2111

長野県池田町

池田町 福祉課 地域包括支援センター

0261-61-5000

長野県松川村

松川村 福祉課 福祉係

0261-62-3290

0260-27-1231

0260-32-2001

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

長野県白馬村

白馬村地域包括支援センター

0261-72-6667

長野県小谷村

小谷村地域包括支援センター

0261-82-3135

長野県坂城町

坂城町地域包括支援センター

0268-82-3111

長野県小布施町

小布施町地域包括支援センター

026-242-6680

長野県高山村

――

長野県山ノ内町

山ノ内町社会福祉協議会 地域福祉係

0269-33-2810

長野県木島平村

木島平村 民生課 健康福祉係

0269-82-3111

長野県野沢温泉村

――

長野県信濃町

信濃町 住民福祉課

長野県小川村

――

長野県飯綱町

飯綱町 保健福祉課

長野県栄村

――

026-255-4214

026-253-4764

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

岐阜県

岐阜県 健康福祉部 高齢福祉課

058-272-8296

岐阜県岐阜市

岐阜市 福祉部 高齢福祉課

058-214-2090

岐阜県大垣市

大垣市 高齢介護課

0584-47-7415

岐阜県高山市

高山市 福祉部 高年介護課

0577-35-3178

岐阜県多治見市

多治見市 福祉部 高齢福祉課 高齢者支援グループ

0572-23-5821

岐阜県関市

関市 高齢福祉課

0575-23-8127

岐阜県中津川市

中津川市 高齢支援課

0573-66-1111

岐阜県美濃市

美濃市 健康福祉課

0575-33-1122

岐阜県瑞浪市

瑞浪市地域包括支援センター

0572-68-2117

岐阜県羽島市

羽島市 高齢福祉課

058-392-1111

岐阜県恵那市

恵那市地域包括支援センター

0573-26-2111

岐阜県美濃加茂市

美濃加茂市 高齢福祉課

0574-25-2111

岐阜県土岐市

土岐市 高齢介護課 土岐市地域包括支援センター

0572-54-1111

岐阜県各務原市

各務原市 健康福祉部 介護保険課

058-383-2124

岐阜県可児市

可児市 高齢福祉課

0574-62-1111

岐阜県山県市

山県市 健康介護課

0581-22-6838

岐阜県瑞穂市

――

岐阜県飛騨市

飛騨市 健康生きがい課 地域包括支援センター係

0577-73-6233

岐阜県本巣市

本巣市 福祉敬愛課

058-323-7754

岐阜県郡上市

郡上市 高齢福祉課 郡上市地域包括支援センター

0575-67-0008

岐阜県下呂市

下呂市 高齢福祉課

0576-53-2100

岐阜県海津市

海津市 健康福祉部 高齢介護課

0584-53-1145

岐阜県岐南町

岐南町 保険年金課

058-247-1311

岐阜県笠松町

笠松町 福祉健康課

058-388-7171

岐阜県養老町

養老町地域包括支援センター

0584-33-0270

岐阜県垂井町

垂井町 健康福祉課 地域包括支援センター

0584-22-1151

岐阜県関ケ原町

関ケ原町地域包括支援センター

0584-43-3201

岐阜県神戸町

神戸町 健康福祉課

0584-27-3111

岐阜県輪之内町

輪之内町地域包括支援センター

0584-68-2766

岐阜県安八町

安八町 福祉課

0584-64-3111

岐阜県揖斐川町

揖斐川町 地域包括支援センター

0585-23-1341

岐阜県大野町

大野町地域包括支援センター

0585-34-1111

岐阜県池田町

――

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

岐阜県北方町

北方町地域包括支援センター

058-323-5540

岐阜県坂祝町

坂祝町 福祉課 地域包括支援センター

0574-25-7575

岐阜県富加町

富加町 福祉保健課（地域包括支援センター）

0574-54-2184

岐阜県川辺町

川辺町 住民課

0574-53-2511

岐阜県七宗町

七宗町地域包括支援センター

0574-48-2046

岐阜県八百津町

八百津町地域包括支援センター

0574-43-3267

岐阜県白川町

白川町社会福祉協議会

0574-72-2327

岐阜県東白川村

東白川村地域包括支援センター

0574-78-2100

岐阜県御嵩町

御嵩町地域包括支援センター

0574-67-2111

岐阜県白川村

白川村 村民課

05769-6-1311

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

静岡県

静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 長寿政策課

054-221-2442

静岡県静岡市

静岡市 保健福祉局 福祉部 高齢者福祉課

054-221-1203

静岡県浜松市

浜松市 健康福祉部 高齢者福祉課

053-457-2361

静岡県沼津市

沼津市 長寿福祉課

055-934-4835

静岡県熱海市

熱海市 長寿介護課

0557-86-6282

静岡県三島市

三島市 長寿介護課

055-983-2689

静岡県富士宮市

富士宮市 福祉総合相談課

0544-22-1591

静岡県伊東市

伊東市 高齢者福祉課

0557-32-1561

静岡県島田市

島田市 長寿介護課

0547-34-3288

静岡県富士市

富士市 保健部 介護保険課

0545-55-2767

静岡県磐田市

磐田市 健康福祉部 福祉課

0538-37-4831

静岡県焼津市

焼津市 健康福祉部 長寿福祉課

054-626-1219

静岡県掛川市

掛川市 高齢者支援課 予防支援係

0537-21-1142

静岡県藤枝市

藤枝市 地域包括ケア推進室

054-643-3225

静岡県御殿場市

御殿場市 介護福祉課

0550-83-1463

静岡県袋井市

袋井市総合健康センター 地域包括ケア推進課 介護ケア相談係

0538-84-7534

静岡県下田市

下田市 市民保健課

0558-36-4146

静岡県裾野市

裾野市 健康福祉部 介護保険課

055-995-1821

静岡県湖西市

湖西市 長寿介護課

053-576-1220

静岡県伊豆市

伊豆市 健康福祉部 健康支援課

0558-72-9860

静岡県御前崎市

御前崎市 高齢者支援課 包括支援係

0537-85-1167

静岡県菊川市

菊川市 健康福祉部 長寿介護課

0537-37-1254

静岡県伊豆の国市

伊豆の国市 福祉事務所 保健福祉・こども・子育て相談センター

0558-76-8010

静岡県牧之原市

牧之原市 高齢者福祉課

0548-23-0074

静岡県東伊豆町

東伊豆町 健康づくり課（地域包括支援センター）

0557-95-1106

静岡県河津町

河津町 保健福祉課

0558-34-1937

静岡県南伊豆町

南伊豆町 健康福祉課

0558-62-6233

静岡県松崎町

松崎町 健康福祉課

0558-42-3966

静岡県西伊豆町

西伊豆町 地域包括支援センターにしいず

0558-52-3030

静岡県函南町

函南町 福祉課

055-979-8126

静岡県清水町

清水町 長寿介護課

055-981-8207

静岡県長泉町

長泉町 長寿介護課

055-989-5519

静岡県小山町

小山町 住民福祉課 介護保険高齢者班

0550-76-6669

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

静岡県吉田町

吉田町 高齢者支援課

0548-33-2105

静岡県川根本町

川根本町 福祉課

0547-56-2224

静岡県森町

森町地域包括支援センター

0538-85-6341

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

愛知県

愛知県 健康福祉部 高齢福祉課 介護予防・認知症グループ

052-954-6310

愛知県名古屋市

名古屋市社会福祉協議会 名古屋市認知症相談支援センター

052-919-6622

愛知県豊橋市

豊橋市 長寿介護課

0532-51-2338

愛知県岡崎市

岡崎市 長寿課 予防班

0564-23-6837

愛知県一宮市

一宮市 福祉こども部 高年福祉課

0586-28-9151

愛知県瀬戸市

瀬戸市 健康福祉部 高齢者福祉課

0561-88-2626

愛知県半田市

半田市 福祉部 高齢介護課

0569-84-0644

愛知県春日井市

春日井市 健康福祉部 介護保険課

0568-85-6187

愛知県豊川市

豊川市 健康福祉部 介護高齢課

0533-89-2105

愛知県津島市

津島市 健康福祉部 高齢介護課

0567-24-1111

愛知県碧南市

碧南市 高齢介護課

0566-41-3311

愛知県刈谷市

刈谷市 長寿課

0566-62-1063

愛知県豊田市

豊田市 地域福祉課

0565-34-6984

愛知県安城市

安城市 高齢福祉課 地域支援係

0566-71-2223

愛知県西尾市

西尾市 健康福祉部 長寿課

0563-65-2120

愛知県蒲郡市

蒲郡市 長寿課

0533-66-1105

愛知県犬山市

犬山市 健康福祉部 長寿社会課

0568-44-0325

愛知県常滑市

常滑市地域包括支援センター

0569-34-7128

愛知県江南市

江南市 健康福祉部 高齢者生きがい課

0587-54-1111

愛知県小牧市

小牧市 地域福祉課

0568-76-1193

愛知県稲沢市

稲沢市 福祉保健部 高齢介護課

0587-32-1111

愛知県新城市

新城市 健康医療部 介護保険

0536-23-7688

愛知県東海市

東海市 高齢者支援課

052-689-1600

愛知県大府市

大府市 福祉課 高齢者支援室

0562-45-6289

愛知県知多市

知多市 健康福祉部 福祉課

0562-33-3151

愛知県知立市

知立市 保険健康部 長寿介護課

0566-95-0150

愛知県尾張旭市

尾張旭市社会福祉協議会 尾張旭市地域包括支援センター

0561-55-0654

愛知県高浜市

高浜市 保健福祉グループ

0566-52-9871

愛知県岩倉市

岩倉市 長寿介護課

0587-38-5811

愛知県豊明市

豊明市 高齢者福祉課

0562-92-1261

愛知県日進市

日進市 健康福祉部 地域福祉課

0561-73-1484

愛知県田原市

田原市 健康福祉部 高齢福祉課

0531-23-4654

愛知県愛西市

――

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

愛知県清須市

清須市 健康福祉部 高齢福祉課

052-400-2911

愛知県北名古屋市

北名古屋市 高齢福祉課

0568-22-1111

愛知県弥富市

弥富市 民生部 介護高齢課 高齢福祉グループ

0567-65-1111

愛知県みよし市

みよし市 健康福祉部 高齢福祉課

0561-32-8009

愛知県あま市

あま市 高齢福祉課 地域包括支援センター

052-444-3159

愛知県長久手市

長久手市 福祉部 長寿課

0561-56-0631

愛知県東郷町

東郷町 福祉部 長寿介護課

0561-38-3111

愛知県豊山町

豊山町地域包括支援センター

0568-28-0932

愛知県大口町

――

愛知県扶桑町

扶桑町 介護健康課

0587-93-1111

愛知県大治町

大治町 福祉部 民生課

052-444-2711

愛知県蟹江町

蟹江町 民生部 高齢介護課

0567-95-1111

愛知県飛島村

飛島村 民生部 保健福祉課

0567-52-1001

愛知県阿久比町

阿久比町 民生部 健康介護課 阿久比町地域包括支援センター

0569-48-1111

愛知県東浦町

――

愛知県南知多町

南知多町 保健介護課

0569-65-0711

愛知県美浜町

美浜町 厚生部 健康推進課

0569-82-1111

愛知県武豊町

武豊町地域包括支援センター

0569-74-3305

愛知県幸田町

幸田町 健康福祉部 福祉課 介護保険グループ

0564-62-1111

愛知県設楽町

設楽町 町民課

0536-62-0519

愛知県東栄町

東栄町 福祉課 介護保険係

0536-76-1815

愛知県豊根村

豊根村 住民課

0536-85-1311

