自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

茨城県

保健福祉部 長寿福祉課

029-301-3332

茨城県水戸市

水戸市 高齢福祉課 地域支援センター

029-241-4820

茨城県日立市

日立市 高齢福祉課

0294-22-3111

茨城県土浦市

土浦市 高齢福祉課

029-826-1111

茨城県古河市

古河市 高齢福祉課 地域包括支援センター

0280-92-5920

茨城県石岡市

石岡市 保健福祉部 高齢福祉課 石岡市地域包括支援センター

0299-35-1127

茨城県結城市

結城市 保健福祉部 介護福祉課 地域包括支援センター

0296-34-0324

茨城県龍ケ崎市

龍ケ崎市 高齢福祉課

0297-62-8686

茨城県下妻市

下妻市 介護保険課

0296-43-8264

茨城県常総市

常総市 保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター

0297-23-2930

茨城県常陸太田市

常陸太田市社会福祉協議会

0294-73-1717

茨城県高萩市

高萩市 健康福祉部 高齢福祉課

0293-22-0080

茨城県北茨城市

北茨城市 市民福祉部 高齢福祉課（地域包括支援センター）

0293-43-1113

茨城県笠間市

笠間市地域包括支援センター

0296-78-5871

茨城県取手市

取手市 高齢福祉課

0297-74-2141

茨城県牛久市

牛久市社会福祉協議会

029-878-5050

茨城県つくば市

つくば市 地域包括支援課

029-883-1134

茨城県ひたちなか市

ひたちなか市 高齢福祉課

029-273-0111

茨城県鹿嶋市

鹿嶋市 介護長寿課

0299-82-2911

茨城県潮来市

潮来市地域包括支援センター

0299-63-1288

茨城県守谷市

守谷市 保健福祉部 介護福祉課 地域包括支援センター

0297-45-1744

茨城県常陸大宮市

常陸大宮市 保健福祉部 介護高齢課

0295-52-1111

茨城県那珂市

那珂市 保健福祉部 介護長寿課

029-298-1111

茨城県筑西市

筑西市 高齢福祉課

0296-24-2111

茨城県坂東市

坂東市地域包括支援センター

0280-82-1284

茨城県稲敷市

稲敷市 保健福祉部 高齢福祉課 稲敷市地域包括支援センター

029-834-5353

茨城県かすみがうら市

かすみがうら市 保健福祉部 健康長寿課

0299-59-2111

茨城県桜川市

桜川市 高齢福祉課

0296-73-4511

茨城県神栖市

神栖市 健康福祉部 地域包括支援課

0299-91-1701

茨城県行方市

行方市 介護福祉課 地域包括支援センター

0299-55-0114

茨城県鉾田市

鉾田市 健康福祉部 介護保険課

0291-33-2111

茨城県つくばみらい市

つくばみらい市 介護福祉課

0297-58-2111

茨城県小美玉市

小美玉市 福祉部 介護福祉課

0299-48-1111

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

茨城県茨城町

茨城町 保健福祉部 社会福祉課

029-291-8407

茨城県大洗町

大洗町 福祉課 介護保険係

029-267-5111

茨城県城里町

城里町 保険課

029-288-3111

茨城県東海村

東海村地域包括支援センター

029-287-2525

茨城県大子町

大子町地域包括支援センター

0295-72-1175

茨城県美浦村

美浦村 保健福祉部 福祉介護課

029-885-0340

茨城県阿見町

阿見町社会福祉協議会 阿見町地域包括支援センター

029-887-8124

茨城県河内町

河内町 福祉課（地域包括支援センター）

0297-60-4071

茨城県八千代町

八千代町地域包括支援センター

0296-30-2400

茨城県五霞町

――

茨城県境町

境町地域包括支援センターファミール境

0280-87-7111

茨城県利根町

利根町地域包括支援センター（利根町・福祉課）

0297-68-8941

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

栃木県

栃木県 保健福祉部 高齢対策課

028-623-3148

栃木県宇都宮市

宇都宮市 保健福祉部 高齢福祉課

028-632-2332

栃木県足利市

足利市 いきいき長寿課

0284-20-2135

栃木県栃木市

栃木市 地域包括ケア推進課

0282-21-2245

栃木県佐野市

佐野市 健康医療部 いきいき高齢課

0283-20-3021

栃木県鹿沼市

鹿沼市 保健福祉部 高齢福祉課

0289-63-2175

栃木県日光市

日光市 健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター

0288-21-2137

栃木県小山市

小山市 高齢生きがい課

0285-22-9648

栃木県真岡市

真岡市 福祉課

0285-83-8132

栃木県大田原市

大田原市 高齢者幸福課

0287-23-8917

栃木県矢板市

矢板市 高齢対策課 高齢福祉担当

0287-43-3896

栃木県那須塩原市

那須塩原市 保健福祉部 高齢福祉課 地域支援係

0287-62-7327

栃木県さくら市

さくら市 保険高齢課

028-681-1116

栃木県那須烏山市

那須烏山市地域包括支援センター

0287-88-7115

栃木県下野市

下野市 健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センターみなみかわち（基幹型）

0285-44-3002

栃木県上三川町

上三川町地域包括支援センター

0285-56-5513

栃木県益子町

益子町 高齢者支援課 地域包括支援センター

0285-70-2550

栃木県茂木町

茂木町地域包括支援センター（茂木町 保健福祉課 介護係）

0285-63-5651

栃木県市貝町

市貝町 健康福祉課 高齢介護係

0285-68-1113

栃木県芳賀町

芳賀町 高齢者支援課 地域包括支援センター係

028-677-6080

栃木県壬生町

壬生町 民生部 健康福祉課

0282-81-1876

栃木県野木町

野木町 町民生活部 健康福祉課 高齢対策係

0280-57-4173

栃木県塩谷町

塩谷町地域包括支援センター

0287-45-1119

栃木県高根沢町

――

栃木県那須町

那須町 保健福祉課

0287-72-6910

栃木県那珂川町

那珂川町地域包括支援センター

0287-96-2161

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

群馬県

――

群馬県前橋市

前橋市 介護高齢課 介護予防係

027-898-6133

群馬県高崎市

高崎市 福祉部 長寿社会課

027-321-1319

群馬県桐生市

桐生市 長寿支援課

0277-46-1111

群馬県伊勢崎市

伊勢崎市地域包括支援センター

0270-27-2745

群馬県太田市

太田市 長寿あんしん課

0276-47-1111

群馬県沼田市

沼田市地域包括支援センター

0278-22-1112

群馬県館林市

館林市 保健福祉部 介護高齢課

0276-72-4111

群馬県渋川市

渋川市地域包括支援センター

0279-22-2179

群馬県藤岡市

藤岡市 健康福祉部 介護高齢課 地域包括支援センター

0274-22-1211

群馬県富岡市

富岡市 健康推進課

0274-64-1901

群馬県安中市

安中市 保健福祉部 介護高齢課 地域包括支援センター

027-382-1111

群馬県みどり市

みどり市 保健福祉部 介護高齢課

0277-76-2111

群馬県榛東村

榛東村 健康保険課

0279-54-2211

群馬県吉岡町

吉岡町社会福祉協議会 吉岡町地域包括支援センター

0279-54-4323

群馬県上野村

上野村地域包括支援センター

0274-59-2309

群馬県神流町

神流町 保健福祉課

0274-58-2111

群馬県下仁田町

下仁田町 健康課 高齢者支援係

0274-64-8804

群馬県南牧村

南牧村 住民生活部 保健福祉課 介護係（地域包括支援センター）

0274-87-2011

群馬県甘楽町

甘楽町 健康課 地域包括支援センター

0274-74-3131

群馬県中之条町

中之条町 住民福祉課（地域包括支援センター）

0279-75-8835

群馬県長野原町

長野原町 町民生活課 福祉係

0279-82-2246

群馬県嬬恋村

嬬恋村 住民福祉課

0279-96-0515

群馬県草津町

草津町 健康推進課（草津町地域包括支援センター）

0279-88-0294

群馬県高山村

高山村保健福祉センター（住民課）

0279-63-1311

群馬県東吾妻町

東吾妻町地域包括支援センター

0279-68-0200

群馬県片品村

――

群馬県川場村

川場村地域包括支援センター

0278-50-1425

群馬県昭和村

昭和村地域包括支援センター

0278-24-5111

群馬県みなかみ町

みなかみ町地域包括支援センター

0278-62-0540

群馬県玉村町

玉村町 健康福祉課 高齢政策係

0270-64-7721

群馬県板倉町

――

群馬県明和町

明和町 健康づくり課

0276-84-3111

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

群馬県千代田町

――

群馬県大泉町

大泉町地域包括支援センター

0276-63-2294

群馬県邑楽町

邑楽町 健康福祉課 介護保険係

0276-47-5021

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

埼玉県

埼玉県 福祉部 地域包括ケア課

048-830-3251

埼玉県さいたま市

さいたま市 保健福祉局 福祉部 いきいき長寿推進課

048-829-1286

埼玉県川越市

川越市 高齢者いきがい課

049-224-5809

埼玉県熊谷市

熊谷市 福祉部 長寿いきがい課

048-524-1111

埼玉県川口市

川口市 長寿支援課

048-258-1118

埼玉県行田市

行田市 高齢者福祉課 地域支援担当

048-556-1111

埼玉県秩父市

秩父地域包括支援センター

0494-22-2582

埼玉県所沢市

所沢市 福祉部 高齢者支援課

04-2998-9120

埼玉県飯能市

飯能市 福祉部 介護福祉課

042-973-2111

埼玉県加須市

加須市 福祉部 高齢者福祉課

0480-62-1111

埼玉県本庄市

本庄市 介護いきがい課

0495-25-1127

埼玉県東松山市

東松山市 健康福祉部 高齢介護課

0493-22-7733

埼玉県春日部市

春日部市 介護保険課

048-736-1111

埼玉県狭山市

狭山市 長寿健康部 介護保険課

04-2953-1111

埼玉県羽生市

羽生市 高齢介護課（羽生市地域包括支援センター）

048-561-1121

埼玉県鴻巣市

鴻巣市 健康づくり部 長寿いきがい課

048-541-1321

埼玉県深谷市

深谷市 長寿福祉課

048-574-8544

埼玉県上尾市

上尾市 健康福祉部 高齢介護課

048-775-5124

埼玉県草加市

草加市 健康福祉部 長寿・介護福祉課 相談支援係

048-922-1281

埼玉県越谷市

越谷市 地域包括ケア推進課 地域包括総合支援センター

048-963-9163

埼玉県蕨市

蕨市 健康福祉部 介護保険室

048-433-7756

埼玉県戸田市

戸田市 福祉部 長寿介護課

048-441-1800

埼玉県入間市

入間市 高齢者福祉課

04-2964-1111

埼玉県朝霞市

――

埼玉県志木市

志木市 長寿応援課

048-473-1111

埼玉県和光市

和光市 長寿あんしん課

048-424-9125

埼玉県新座市

新座市 健康増進部 長寿支援課

048-424-5186

埼玉県桶川市

桶川市 高齢介護課

048-786-3211

埼玉県久喜市

久喜市 福祉部 介護福祉課 地域包括支援係

0480-22-1111

埼玉県北本市

北本市 保健福祉部 高齢介護課

048-594-5539

埼玉県八潮市

八潮市 ふれあい福祉部 長寿介護課

048-995-3381

埼玉県富士見市

富士見市 高齢者福祉課

049-251-2711

埼玉県三郷市

三郷市 福祉部 ふくし総合支援課

048-953-1111

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

埼玉県蓮田市

蓮田市 健康福祉部 在宅医療介護課

048-768-3111

埼玉県坂戸市

坂戸市 福祉部 高齢者福祉課

049-283-1331

埼玉県幸手市

幸手市 介護福祉課

0480-42-8438

埼玉県鶴ヶ島市

鶴ケ島市 高齢者福祉課 地域包括ケア推進担当

049-271-1111

埼玉県日高市

日高市 健康福祉部 介護福祉課

042-989-2111

埼玉県吉川市

吉川市 健康福祉部 いきいき推進課

048-982-5118

埼玉県ふじみ野市

ふじみ野市 高齢福祉課 介護支援係

049-262-9038

埼玉県白岡市

白岡市 健康福祉部 高齢介護課 地域支援担当

0480-92-1111

埼玉県伊奈町

伊奈町 福祉課 総合福祉係

048-721-2111

埼玉県三芳町

三芳町 健康増進課

049-258-0019

埼玉県毛呂山町

毛呂山町 高齢者支援課 高齢者福祉係

049-295-2112

埼玉県越生町

越生町 健康福祉課 包括支援担当

049-292-5505

埼玉県滑川町

滑川町地域包括支援センター

0493-56-2132

埼玉県嵐山町

嵐山町 長寿生きがい課

0493-62-0718

埼玉県小川町

小川町 健康増進課

0493-74-2323

埼玉県川島町

川島町地域包括支援センター

049-297-8689

埼玉県吉見町

吉見町 健康推進課 包括支援センター係

0493-53-0370

埼玉県鳩山町

鳩山町 高齢者支援課 介護保険担当 地域包括支援センター

049-296-7700

埼玉県ときがわ町

ときがわ町地域包括支援センター

0493-65-1010

埼玉県横瀬町

横瀬町 健康づくり課

0494-25-0116

埼玉県皆野町

皆野町地域包括支援センター

0494-62-1233

埼玉県長瀞町

長瀞町 健康福祉課

0494-66-3115

埼玉県小鹿野町

小鹿野町 保健課 小鹿野町地域包括支援センター

0494-75-0135

埼玉県東秩父村

東秩父村地域包括支援センター

0493-82-1116

埼玉県美里町

美里町地域包括支援センター

0495-76-1325

埼玉県神川町

――

埼玉県上里町

上里町 高齢者いきいき課

0495-35-1243

埼玉県寄居町

寄居町 健康福祉課

048-581-2121

埼玉県宮代町

宮代町 健康介護課 高齢者支援担当

0480-34-1111

埼玉県杉戸町

杉戸町 高齢介護課

0480-33-6479

埼玉県松伏町

松伏町 住民ほけん課

048-991-1884

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

千葉県

千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課

043-223-2237

千葉県千葉市

千葉市 地域包括ケア推進課

043-245-5267

千葉県銚子市

――

千葉県市川市

市川市 地域支えあい課

047-334-1183

千葉県船橋市

船橋市 健康福祉局 健康・高齢部 包括支援課

047-436-2882

千葉県館山市

館山市 健康福祉部 高齢者福祉課

0470-29-5386

千葉県木更津市

木更津市 福祉部 高齢者福祉課

0438-23-2630

千葉県松戸市

松戸市 高齢者支援課

047-366-7343

千葉県野田市

野田市 介護保険課

04-7125-1111

千葉県茂原市

茂原市 高齢者支援課 地域包括支援センター

0475-20-1583

千葉県成田市

成田市 高齢者福祉課

0476-20-1537

千葉県佐倉市

佐倉市 福祉部 高齢者福祉課

043-484-6243

千葉県東金市

東金市 市民福祉部 高齢者支援課

0475-50-1165

千葉県旭市

旭市 高齢者福祉課

0479-62-5433

千葉県習志野市

習志野市 保健福祉部 高齢者支援課

047-451-1151

千葉県柏市

柏市 保健福祉部 福祉活動推進課

04-7167-2318

千葉県勝浦市

勝浦市 介護健康課 高齢者支援係（勝浦市地域包括支援センター）

0470-73-6615

千葉県市原市

市原市 地域包括ケア推進課

0436-23-9814

千葉県流山市

流山市 介護支援課

04-7150-6531

千葉県八千代市

八千代市 長寿支援課

047-483-1151

千葉県我孫子市

我孫子市 健康福祉部 高齢者支援課

04-7185-1111

千葉県鴨川市

鴨川市 福祉総合相談センター

04-7093-1200

千葉県鎌ケ谷市

鎌ケ谷市 高齢者支援課

047-445-1141

千葉県君津市

君津市 保健福祉部 高齢者支援課 地域包括支援室

0439-56-1732

千葉県富津市

富津市 健康福祉部 介護福祉課

0439-80-1300

千葉県浦安市

浦安市 健康福祉部 介護保険課 猫実地域包括支援センター

047-381-9037

千葉県四街道市

四街道市社会福祉協議会 四街道市地域包括支援センター

043-420-6070

千葉県袖ケ浦市

袖ケ浦市 福祉部 高齢者支援課 地域包括支援センター

0438-62-3225

千葉県八街市

八街市 市民部 高齢者福祉課（地域包括支援センター）

043-443-1207

千葉県印西市

印西市 高齢者福祉課 印西地域包括支援センター

0476-42-5111

千葉県白井市

白井市地域包括支援センター

047-497-3474

千葉県富里市

富里市 健康福祉部 高齢者福祉課

0476-93-4981

千葉県南房総市

南房総市 保健福祉部 健康支援課

0470-36-1152

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

千葉県匝瑳市

匝瑳市地域包括支援センター

0479-73-0033

千葉県香取市

香取市 高齢者福祉課 介護予防支援班

0478-50-1208

千葉県山武市

山武市 高齢者福祉課

0475-80-2643

千葉県いすみ市

いすみ市 健康高齢者支援課 高齢者支援班

0470-62-1162

千葉県大網白里市

大網白里市 高齢者支援課 地域包括支援センター

0475-70-0439

千葉県酒々井町

――

千葉県栄町

栄町 福祉課

0476-33-7709

千葉県神崎町

神崎町地域包括支援センター

0478-72-1607

千葉県多古町

多古町地域包括支援センター

0479-70-6111

千葉県東庄町

東庄町 健康福祉課

0478-80-3300

千葉県九十九里町

九十九里町 健康福祉課 高齢者福祉係

0475-70-3184

千葉県芝山町

芝山町 福祉保健課

0479-77-3914

千葉県横芝光町

横芝光町 福祉課 介護班

0479-84-1257

千葉県一宮町

一宮町 福康課 一宮町地域包括支援センター

0475-40-1055

千葉県睦沢町

睦沢町 健康福祉課

0475-44-2504

千葉県長生村

長生村地域包括支援センター

0475-32-6865

千葉県白子町

白子町社会福祉協議会

0475-33-5746

千葉県長柄町

長柄町地域包括支援センター

0475-30-6000

千葉県長南町

長南町包括支援センター

0475-40-5901

千葉県大多喜町

大多喜町 健康福祉課

0470-82-2168

千葉県御宿町

――

千葉県鋸南町

――

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

東京都

東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課

03-5320-4276

東京都千代田区

千代田区 在宅支援課 介護予防係

03-6265-6485

東京都中央区

中央区 福祉保健部 介護保険課 地域支援係

03-3546-5695

東京都港区

港区 保健福祉支援部 高齢者支援課 高齢者相談支援係

03-3578-2409

東京都新宿区

新宿区 高齢者福祉課 高齢者支援係

03-5273-4594

東京都文京区

文京区 高齢福祉課 認知症・地域包括ケア係

03-5803-1821

東京都台東区

台東区 福祉部 介護予防・地域支援課

03-5246-1225

東京都墨田区

墨田区 福祉保健部 高齢者福祉課

03-5608-6502

東京都江東区

江東区 福祉部 高齢者支援課 認知症支援担当

03-3647-4398

東京都品川区

品川区 福祉部 高齢者福祉課 保健医療・認知症対策係

03-5742-6802

東京都目黒区

目黒区 健康福祉部 地域ケア推進課 地域ケア推進係

03-5722-9385

東京都大田区

大田区 福祉部 高齢福祉課 高齢者支援担当

03-5744-1250

東京都世田谷区

世田谷区 高齢福祉部 介護予防・地域支援課

03-6432-6191

東京都渋谷区

渋谷区 福祉部 高齢者サービス課 高齢者相談支援係

03-3463-1890

東京都中野区

中野区 福祉推進分野

03-3228-8951

東京都杉並区

杉並区 保健福祉部 高齢者在宅支援課 地域包括ケア推進係

03-3312-2111

東京都豊島区

豊島区 高齢者福祉課 介護予防Ｇ

03-4566-2434

東京都北区

北区 健康福祉部 高齢福祉課

03-3908-9083

東京都荒川区

荒川区 福祉部 高齢者福祉課 介護予防事業係

03-3802-3111

東京都板橋区

板橋区 健康生きがい部 おとしより保健福祉センター 認知症施策推進係

03-5970-1121

東京都練馬区

練馬区 高齢施策担当部 高齢者支援課 在宅療養係

03-5984-4597

東京都足立区

足立区 福祉部 高齢サービス課

03-3880-5885

東京都葛飾区

葛飾区 高齢者支援課 地域ケア推進係

03-5654-8597

東京都江戸川区

江戸川区 福祉部 介護保険課 事業者調整係

03-5662-0032

東京都八王子市

八王子市 福祉部 高齢者福祉課

042-620-7244

東京都立川市

立川市 高齢福祉課

042-523-2111

東京都武蔵野市

武蔵野市 健康福祉部 高齢者支援課

0422-60-1846

東京都三鷹市

三鷹市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者相談係

0422-45-1151

東京都青梅市

――

東京都府中市

府中市 福祉保健部 高齢者支援課

042-335-4537

東京都昭島市

昭島市 保健福祉部 介護福祉課

042-544-5111

東京都調布市

調布市 福祉健康部 高齢者支援室 高齢福祉担当

042-481-7150

東京都町田市

町田市 いきいき生活部 高齢者福祉課 地域支援係

042-724-2140

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

東京都小金井市

小金井市 桜町高齢者在宅サービスセンター

042-381-0006

東京都小平市

小平市 健康福祉部 高齢者支援課 地域支援担当

042-346-9539

東京都日野市

日野市 高齢福祉課 在宅サービス係

042-585-1111

東京都東村山市

東村山市 健康福祉部 健康増進課

042-393-5111

東京都国分寺市

国分寺市 福祉保健部 高齢者相談室

042-321-1301

東京都国立市

国立市 健康福祉部 高齢者支援課 地域包括支援センター

042-576-2111

東京都福生市

福生市 福祉保健部 介護福祉課 地域包括支援センター係

042-551-1537

東京都狛江市

狛江市 福祉保健部 福祉相談課

03-3430-1111

東京都東大和市

東大和市 福祉部 高齢介護課

042-563-2111

東京都清瀬市

清瀬市 健康福祉部 地域包括ケア推進課 地域包括支援センター

042-497-2082

東京都東久留米市

東久留米市 福祉保健部 介護福祉課

042-470-7777

東京都武蔵村山市

武蔵村山市 高齢福祉課

042-590-1233

東京都多摩市

多摩市 健康福祉部 高齢支援課

042-338-6846

東京都稲城市

稲城市 福祉部 高齢福祉課

042-378-2111

東京都羽村市

羽村市 福祉健康部 高齢福祉介護課 地域包括支援センター係

042-555-1111

東京都あきる野市

あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課

042-558-1111

東京都西東京市

西東京市 健康福祉部 高齢者支援課 地域支援係

042-438-4029

東京都瑞穂町

瑞穂町 福祉部 高齢課 高齢係

042-557-7623

東京都日の出町

日の出町 いきいき健康課 高齢支援係

042-597-0511

東京都檜原村

檜原村 福祉けんこう課 福祉係

042-598-3121

東京都奥多摩町

奥多摩町 福祉保健課

0428-83-2777

東京都大島町

大島町 住民課 介護保険係

04992-2-1462

東京都利島村

――

東京都新島村

――

東京都神津島村

――

東京都三宅村

――

東京都御蔵島村

――

東京都八丈町

八丈町 福祉健康課 高齢福祉係

東京都青ヶ島村

――

東京都小笠原村

小笠原村 村民課 福祉係

04996-2-5570

04998-2-3939

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

神奈川県

神奈川県 高齢福祉課

045-210-1111

神奈川県横浜市

横浜市 健康福祉局 高齢在宅支援課

045-671-4129

神奈川県川崎市

川崎市 健康福祉局 地域包括ケア推進室

044-200-2470

神奈川県相模原市

相模原市 地域包括ケア推進課

042-769-9249

神奈川県横須賀市

横須賀市 高齢福祉課

046-822-8135

神奈川県平塚市

平塚市 高齢福祉課

0463-21-9621

神奈川県鎌倉市

鎌倉市 市民健康課

0467-61-3977

神奈川県藤沢市

藤沢市 高齢者支援課

0466-50-3571

神奈川県小田原市

小田原市 高齢介護課

0465-33-1864

神奈川県茅ヶ崎市

茅ヶ崎市 高齢福祉介護課

0467-82-1111

神奈川県逗子市

逗子市 福祉部 介護保険課

046-873-1111

神奈川県三浦市

三浦市 保健福祉部 高齢介護課

046-882-1111

神奈川県秦野市

秦野市 福祉部 高齢介護課

0463-82-7394

神奈川県厚木市

厚木市 福祉部 健康長寿課

046-225-2388

神奈川県大和市

大和市 健康福祉部 高齢福祉課

046-260-5613

神奈川県伊勢原市

伊勢原市 介護高齢福祉課

0463-94-4711

神奈川県海老名市

海老名市 保健福祉部 高齢介護課

046-231-2111

神奈川県座間市

座間市 健康部 介護保険課 地域支援係

046-252-7084

神奈川県南足柄市

南足柄市地域包括支援センター

0465-74-3196

神奈川県綾瀬市

綾瀬市 福祉部 高齢介護課

0467-70-5633

神奈川県葉山町

葉山町 福祉部 福祉課

046-876-1111

神奈川県寒川町

寒川町 高齢介護課

0467-74-1111

神奈川県大磯町

大磯町 福祉課

0463-61-4100

神奈川県二宮町

二宮町 健康福祉部 健康長寿課

0463-71-3311

神奈川県中井町

中井町 健康課

0465-81-5546

神奈川県大井町

大井町 介護福祉課

0465-83-8011

神奈川県松田町

松田町 福祉課 高齢介護係

0465-83-1226

神奈川県山北町

山北町 保険健康課

0465-75-3642

神奈川県開成町

開成町 保険健康課

0465-84-0320

神奈川県箱根町

箱根町 福祉部 健康福祉課

0460-85-7790

神奈川県真鶴町

――

神奈川県湯河原町

湯河原町 介護課

0465-63-2111

神奈川県愛川町

愛川町 高齢介護課

046-285-2111

自治体名
神奈川県清川村

連 絡 先 部 署 名
清川村 保健福祉課 介護保険係

電話番号
046-288-3861

