自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

鳥取県

鳥取県 福祉保健部 長寿社会課

0857-26-7177

鳥取県鳥取市

鳥取市 高齢社会課 地域包括ケア推進室 地域支援係

0857-20-3453

鳥取県米子市

米子市 長寿社会課

0859-23-5155

鳥取県倉吉市

倉吉市 長寿社会課

0858-22-7851

鳥取県境港市

境港市 長寿社会課

0859-47-1039

鳥取県岩美町

岩美町 福祉課

0857-73-1333

鳥取県若桜町

若桜町包括支援センター

0858-82-2209

鳥取県智頭町

智頭町地域包括支援センター

0858-75-6007

鳥取県八頭町

八頭町地域包括支援センター

0858-72-3574

鳥取県三朝町

三朝町地域包括支援センター

0858-43-3519

鳥取県湯梨浜町

湯梨浜町 長寿福祉課

0858-35-5378

鳥取県琴浦町

琴浦町 福祉課 地域包括支援センター

0858-52-1525

鳥取県北栄町

北栄町地域包括支援センター

0858-37-5850

鳥取県日吉津村

南部箕蚊屋広域連合（日吉津地域包括支援センター）

0859-27-5952

鳥取県大山町

大山町 福祉介護課

0859-54-5207

鳥取県南部町

南部箕蚊屋広域連合（南部地域包括支援センター）

0859-66-5524

鳥取県伯耆町

南部箕蚊屋広域連合（伯耆地域包括支援センター）

0859-68-4632

鳥取県日南町

日南町地域包括支援センター

0859-82-0374

鳥取県日野町

――

鳥取県江府町

江府町地域包括支援センター

0859-75-6111

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

島根県

――

島根県松江市

松江市 介護保険課

0852-55-5568

島根県浜田市

浜田市 健康長寿課

0855-25-9321

島根県出雲市

出雲市 健康福祉部 医療介護連携課

0853-21-6106

島根県益田市

益田市 高齢者福祉課 地域包括支援センター

0856-31-0245

島根県大田市

大田市 高齢者福祉課（大田市地域包括支援センター）

0854-83-7766

島根県安来市

安来市 健康福祉部 介護保険課

0854-23-3226

島根県江津市

江津市 健康医療対策課

0855-52-7488

島根県雲南市

雲南市地域包括支援センター

0854-40-1043

島根県奥出雲町

奥出雲町地域包括支援センター

0854-54-2512

島根県飯南町

飯南町 保健福祉課

0854-72-1770

島根県川本町

川本町 健康福祉課

0855-72-0633

島根県美郷町

美郷町 健康福祉課 美郷町地域包括支援センター

0855-75-1231

島根県邑南町

邑南町 福祉課（地域包括支援センター）

0855-95-1115

島根県津和野町

津和野町地域包括支援センター

0856-72-0683

島根県吉賀町

吉賀町 保健福祉課

0856-77-1165

島根県海士町

海士町 健康福祉課

08514-2-1822

島根県西ノ島町

西ノ島町 健康福祉課

08514-6-1182

島根県知夫村

――

島根県隠岐の島町

――

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

岡山県

岡山県 保健福祉部 長寿社会課

086-226-7324

岡山県岡山市

岡山市 高齢者福祉課

086-803-1230

岡山県倉敷市

倉敷市 健康長寿課 地域包括ケア推進室

086-426-3417

岡山県津山市

津山市地域包括支援センター

0868-23-1004

岡山県玉野市

玉野市 長寿介護課

0863-32-5537

岡山県笠岡市

笠岡市 長寿支援課

0865-69-2139

岡山県井原市

井原市 介護保険課 地域包括支援センター

0866-62-9552

岡山県総社市

総社市 保健福祉部 長寿介護課

0866-92-8373

岡山県高梁市

高梁市 健康福祉部 保険課

0866-21-0300

岡山県新見市

新見市 介護保険課 地域包括支援センター

0867-72-6209

岡山県備前市

備前市 介護福祉課 地域包括支援センター

0869-64-1844

岡山県瀬戸内市

瀬戸内市 保健福祉部 いきいき長寿課

0869-26-5948

岡山県赤磐市

赤磐市 介護保険課 地域包括支援センター

086-955-1470

岡山県真庭市

真庭市地域包括支援センター

0867-42-1079

岡山県美作市

美作市 保健福祉部 高齢者福祉課

0868-75-3912

岡山県浅口市

浅口市 健康福祉部 高齢者支援課 浅口市地域包括支援センター

0865-44-7388

岡山県和気町

和気町 介護保険課

0869-92-9778

岡山県早島町

早島町地域包括支援センター

086-482-2432

岡山県里庄町

――

岡山県矢掛町

矢掛町地域包括支援センター

岡山県新庄村

――

岡山県鏡野町

鏡野町地域包括支援センター

0868-54-2984

岡山県勝央町

勝央町地域包括支援センター

0868-38-3028

岡山県奈義町

奈義町 健康福祉課

0868-36-6700

岡山県西粟倉村

西粟倉村地域包括支援センター

0868-79-7100

岡山県久米南町

久米南町 保健福祉課

086-728-2047

岡山県美咲町

美咲町地域包括支援センター

0868-66-1119

岡山県吉備中央町

――

0866-82-1013

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

広島県

広島県 地域包括ケア・高齢者支援課

082-513-3201

広島県広島市

広島市 健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課

082-504-2648

広島県呉市

呉市 介護保険課 介護予防グループ

0823-25-3104

広島県竹原市

竹原市 福祉課

0846-22-7743

広島県三原市

三原市 高齢者福祉課 地域福祉係

0848-67-6055

広島県尾道市

尾道市社会福祉協議会

0848-22-8385

広島県福山市

福山市 健康推進課

084-928-3421

広島県府中市

府中市 健康福祉部 長寿支援課

0847-40-0223

広島県三次市

三次市 高齢者福祉課

0824-62-6145

広島県庄原市

庄原市 高齢者福祉課 高齢者福祉係

0824-73-1165

広島県大竹市

医療法人社団知仁会 メープルヒル病院

0827-57-7451

広島県東広島市

東広島市 福祉部 高齢者支援課

082-420-0984

広島県廿日市市

廿日市社会福祉協議会 地域福祉課

0829-20-0294

広島県安芸高田市

安芸高田市 福祉保健部 高齢者福祉課

0826-47-1281

広島県江田島市

江田島市地域包括支援センター

0823-40-3571

広島県府中町

府中町 福祉保健部 高齢介護課 高齢者福祉係

082-286-3256

広島県海田町

海田町 長寿保険課

082-823-9609

広島県熊野町

熊野町 高齢者支援課

082-820-5605

広島県坂町

坂町 民生部 保険健康課

082-820-1504

広島県安芸太田町

安芸太田町地域包括支援センター

0826-22-2031

広島県北広島町

北広島町 保健課 地域介護係

050-5812-1853

広島県大崎上島町

大崎上島町 福祉課

0846-62-0301

広島県世羅町

世羅町 福祉課

0847-25-0072

広島県神石高原町

神石高原町 保健課 地域包括係

0847-89-3377

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

山口県

山口県 健康福祉部 長寿社会課 地域包括ケア推進班

083-933-2788

山口県下関市

下関市 保健部 成人保健課

083-231-1935

山口県宇部市

宇部市 高齢者総合支援課

0836-34-8303

山口県山口市

山口市 高齢・障がい福祉課

083-934-2758

山口県萩市

萩市 西地域包括支援センター

0838-25-3521

山口県防府市

防府市 高齢福祉課 防府市地域包括支援センター

0835-25-2964

山口県下松市

下松市 長寿社会課 長寿支援係

0833-45-1837

山口県岩国市

岩国市地域包括支援センター

0827-29-2566

山口県光市

光市 福祉保健部 高齢者支援課 地域包括支援センター

0833-74-3002

山口県長門市

長門市地域包括支援センター

0837-23-1244

山口県柳井市

柳井市 市民福祉部 保険年金課

0820-22-2111

山口県美祢市

美祢市 市民福祉部 高齢福祉課 美祢市地域包括支援センター

0837-54-0138

山口県周南市

周南市 高齢者支援課

0834-22-8462

山口県山陽小野田市

山陽小野田市 健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター

0836-82-1149

山口県周防大島町

周防大島町 介護保険課 地域包括支援センター

0820-73-5506

山口県和木町

和木町 保健福祉課

0827-52-2196

山口県上関町

上関町 保健福祉課 健康増進係

0820-65-5113

山口県田布施町

田布施町保健センター

0820-52-4999

山口県平生町

平生町保健センター

0820-56-7141

山口県阿武町

阿武町総合相談センター

08388-2-3313

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

徳島県

徳島県 長寿いきがい課 地域包括ケア推進担当

088-621-2213

徳島県徳島市

徳島市 介護・ながいき課

088-621-5176

徳島県鳴門市

鳴門市 長寿介護課

088-684-1175

徳島県小松島市

小松島市地域包括支援センター

0885-33-4040

徳島県阿南市

阿南市 保健福祉部 介護・ながいき課

0884-22-1793

徳島県吉野川市

吉野川市 介護保険課（地域包括支援センター）

0883-22-2265

徳島県阿波市

阿波市地域包括支援センター

0883-36-6543

徳島県美馬市

美馬市 長寿・障がい福祉課

0883-52-5605

徳島県三好市

三好市 環境福祉部 長寿・障害福祉課

0883-72-7612

徳島県勝浦町

勝浦町 福祉課

0885-42-1502

徳島県上勝町

――

徳島県佐那河内村

佐那河内村 健康福祉課

088-679-2971

徳島県石井町

石井町 長寿社会課

088-674-6111

徳島県神山町

神山町地域包括支援センター

088-676-1185

徳島県那賀町

那賀町地域包括支援センター

0884-62-3892

徳島県牟岐町

牟岐町 健康生活課

0884-72-3417

徳島県美波町

美波町地域包括支援センター

0884-77-1171

徳島県海陽町

海陽町 地域包括ケア推進課

0884-73-4312

徳島県松茂町

松茂町地域包括支援センター

088-683-4566

徳島県北島町

北島町地域包括支援センター

088-698-8951

徳島県藍住町

藍住町地域包括支援センター

088-637-3175

徳島県板野町

板野町地域包括支援センター

088-672-1026

徳島県上板町

上板町 福祉保健課

088-694-6810

徳島県つるぎ町

つるぎ町 保険課 地域包括支援センター

0883-62-3113

徳島県東みよし町

東みよし町 福祉課

0883-82-6306

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

香川県

香川県 健康福祉部 長寿社会対策課

087-832-3271

香川県高松市

高松市地域包括支援センター

087-839-2811

香川県丸亀市

丸亀市 健康福祉部 高齢者支援課 地域包括支援センター

0877-24-8933

香川県坂出市

坂出市 かいご課 地域包括支援センター

0877-44-5091

香川県善通寺市

善通寺市地域包括支援センター

0877-63-6364

香川県観音寺市

観音寺市社会福祉協議会 地域包括支援センター

0875-25-7791

香川県さぬき市

さぬき市地域包括支援センター

0879-52-0410

香川県東かがわ市

東かがわ市地域包括支援センター

0879-26-1261

香川県三豊市

三豊市 介護保険課内 三豊市地域包括支援センター

0875-73-3017

香川県土庄町

土庄町 土庄町健康増進課 地域包括支援センター

0879-62-1234

香川県小豆島町

小豆島町 高齢者福祉課 小豆島町地域包括支援センター

0879-82-7006

香川県三木町

三木町地域包括支援センター

087-891-3321

香川県直島町

直島町 住民福祉課

087-892-3400

香川県宇多津町

宇多津町地域包括支援センター

0877-49-8740

香川県綾川町

綾川町地域包括支援センター

087-876-1002

香川県琴平町

琴平町地域包括支援センター

0877-75-6880

香川県多度津町

多度津町 福祉保健課

0877-33-4488

香川県まんのう町

まんのう町 福祉保険課 地域包括支援センター

0877-73-0125

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

愛媛県

――

愛媛県松山市

松山市 保健福祉部 介護保険課 地域支援担当

089-948-6949

愛媛県今治市

今治市 高齢介護課

0898-36-1528

愛媛県宇和島市

宇和島市 高齢者福祉課

0895-24-1111

愛媛県八幡浜市

八幡浜市保健センター

0894-24-3918

愛媛県新居浜市

新居浜市地域包括支援センター

0897-65-1245

愛媛県西条市

西条市 高齢介護課

0897-56-5151

愛媛県大洲市

大洲市地域包括支援センター（大洲市高齢福祉課内）

0893-24-2111

愛媛県伊予市

伊予市 長寿介護課

089-982-1111

愛媛県四国中央市

四国中央市 高齢介護課 地域包括支援センター

0896-28-6147

愛媛県西予市

西予市福祉事務所 高齢福祉課

0894-62-6406

愛媛県東温市

東温市 市民福祉部 長寿介護課

089-964-4408

愛媛県上島町

上島町 健康推進課

0897-76-2261

愛媛県久万高原町

久万高原町 保健福祉課 長寿介護班 地域包括支援センター

0892-50-0230

愛媛県松前町

松前町 保健福祉部 健康課 地域包括支援センタ係

089-985-4205

愛媛県砥部町

砥部町 介護福祉課

089-962-6118

愛媛県内子町

内子町地域包括支援センター

0893-44-2111

愛媛県伊方町

伊方町地域包括支援センター

0894-38-2652

愛媛県松野町

――

愛媛県鬼北町

鬼北町地域包括支援センター

0895-45-1111

愛媛県愛南町

愛南町地域包括支援センター

0895-72-7325

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

高知県

高知県 地域福祉部 高齢者福祉課

088-823-9627

高知県高知市

高知市 健康増進課

088-803-8005

高知県室戸市

室戸市地域包括支援センター

0887-22-5158

高知県安芸市

安芸市地域包括支援センター

0887-32-0555

高知県南国市

南国市地域包括支援センター

088-804-6010

高知県土佐市

土佐市 長寿政策課 介護保険班 地域包括支援センター係

088-852-1517

高知県須崎市

須崎市地域包括支援センター

0889-42-1206

高知県宿毛市

宿毛市 保健介護課 予防係

0880-63-1113

高知県土佐清水市

土佐清水市地域包括支援センター

0880-83-0233

高知県四万十市

四万十市 保健介護課

0880-34-0170

高知県香南市

香南市 高齢者介護課

0887-57-8511

高知県香美市

香美市地域包括支援センター

0887-53-3127

高知県東洋町

東洋町地域包括支援センター

088-729-3186

高知県奈半利町

中芸広域連合地域包括支援センター

0887-32-1244

高知県田野町

中芸広域連合地域包括支援センター

0887-32-1244

高知県安田町

中芸広域連合地域包括支援センター

0887-32-1244

高知県北川村

中芸広域連合地域包括支援センター

0887-32-1244

高知県馬路村

中芸広域連合地域包括支援センター

0887-32-1244

高知県芸西村

――

高知県本山町

本山町 健康福祉課 本山町地域包括支援センター

0887-70-1060

高知県大豊町

大豊町 住民課 地域包括支援センター

0887-72-0450

高知県土佐町

土佐町 健康福祉課

0887-82-0442

高知県大川村

――

高知県いの町

――

高知県仁淀川町

仁淀川町地域包括支援センター

0889-35-0880

高知県中土佐町

中土佐町社会福祉協議会

0889-52-2058

高知県佐川町

佐川町 健康福祉課

0889-22-7137

高知県越知町

越知町 住民課（越知町地域包括支援センター）

0889-26-1187

高知県梼原町

檮原町地域包括支援センター

0889-65-1170

高知県日高村

日高村 健康福祉課

0889-24-5197

高知県津野町

津野町 西庁住民福祉課 地域包括支援センター

0889-62-2317

高知県四万十町

四万十町地域包括支援センター（しまんと町社会福祉協議会）

0880-22-3385

高知県大月町

大月町地域包括支援センター

0880-73-1700

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

高知県三原村

三原村 住民課

0880-46-2111

高知県黒潮町

黒潮町地域包括支援センター

0880-43-2240

