自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

三重県

三重県 健康福祉部 長寿介護課 介護・福祉班

059-224-3327

三重県津市

――

三重県四日市市

四日市市 健康福祉部 介護・高齢福祉課

059-354-8170

三重県伊勢市

伊勢市 地域包括ケア推進課

0596-21-5583

三重県松阪市

松阪市 健康福祉部 高齢者支援課

0598-53-4099

三重県桑名市

桑名市 介護予防支援室

0594-24-5104

三重県鈴鹿市

――

三重県名張市

名張市地域包括支援センター

0595-63-7833

三重県尾鷲市

尾鷲市地域包括支援センター

0597-22-3003

三重県亀山市

亀山市 健康福祉部 高齢障がい支援室

0595-83-3575

三重県鳥羽市

鳥羽市地域包括支援センター

0599-25-1182

三重県熊野市

熊野市 健康長寿課

0597-89-3113

三重県いなべ市

いなべ市 長寿福祉課

0594-78-3520

三重県志摩市

志摩市 ふくし総合支援室

0599-44-0280

三重県伊賀市

伊賀市 介護高齢福祉課

0595-22-9634

三重県木曽岬町

木曽岬町 福祉健康課

0567-68-6104

三重県東員町

東員町 長寿福祉課

0594-86-2823

三重県菰野町

菰野町社会福祉協議会 菰野町地域包括支援センター

059-391-2220

三重県朝日町

――

三重県川越町

川越町地域包括支援センター

059-365-9999

三重県多気町

多気町 町民福祉課

0598-38-1113

三重県明和町

明和町 長寿健康課 地域包括支援センター

0596-52-7127

三重県大台町

大台町 健康ほけん課

0598-82-3785

三重県玉城町

――

三重県度会町

度会町地域包括支援センター

0596-62-1118

三重県大紀町

大紀町 健康福祉課

0598-86-2216

三重県南伊勢町

南伊勢町 医療保険課

0599-66-1709

三重県紀北町

紀北町地域包括支援センター

0597-47-0517

三重県御浜町

御浜町 健康福祉課

05979-3-0514

三重県紀宝町

紀宝町 福祉課 地域包括支援センター

0735-33-0175

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

滋賀県

――

滋賀県大津市

大津市 長寿政策課

077-528-2741

滋賀県彦根市

彦根市 医療福祉推進課

0749-24-0828

滋賀県長浜市

長浜市 地域包括支援課

0749-65-7841

滋賀県近江八幡市

近江八幡市 地域包括支援課

0748-31-3737

滋賀県草津市

草津市 長寿いきがい課

077-561-2362

滋賀県守山市

守山市地域包括支援センター

077-581-0330

滋賀県栗東市

栗東市 長寿福祉課 地域包括支援センター

077-551-0285

滋賀県甲賀市

甲賀市社会福祉協議会 在宅生活支援部

0748-62-8137

滋賀県野洲市

野洲市地域包括支援センター

077-588-2337

滋賀県湖南市

湖南市 高齢福祉課

0748-71-4652

滋賀県高島市

高島市 地域包括支援課

0740-25-8150

滋賀県東近江市

東近江市 福祉総合支援課

0748-24-5641

滋賀県米原市

米原市社会福祉協議会

0749-55-3933

滋賀県日野町

日野町 介護支援課

0748-52-6001

滋賀県竜王町

――

滋賀県愛荘町

――

滋賀県豊郷町

豊郷町 医療保険課（地域包括支援センター）

0749-35-8057

滋賀県甲良町

甲良町 保健福祉課 地域包括支援センター

0749-38-5161

滋賀県多賀町

多賀町 福祉保健課

0749-48-8115

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

京都府

――

京都府京都市

京都市 長寿すこやかセンター

075-354-8741

京都府福知山市

福知山市 福祉保健部 高齢者福祉課

0773-24-7073

京都府舞鶴市

舞鶴市 高齢者支援課

0773-66-1018

京都府綾部市

綾部市 高齢者介護課

0773-42-4262

京都府宇治市

（一財）宇治市福祉サービス公社 中宇治地域包括支援センター
認知症コーディネーター専用ダイヤル

0774-28-3686

京都府宮津市

宮津市 健康福祉室 介護予防係

0772-45-1620

京都府亀岡市

亀岡市 健康福祉部 高齢福祉課

0771-25-5127

京都府城陽市

城陽市 福祉保健部 高齢介護課

0774-56-4031

京都府向日市

向日市社会福祉協議会

075-932-1990

京都府長岡京市

長岡京市東地域包括支援センター

075-963-5508

京都府八幡市

八幡市 健康部 高齢介護課

075-983-1111

京都府京田辺市

京田辺市 高齢介護課

0774-63-1268

京都府京丹後市

京丹後市 健康長寿福祉部 長寿福祉課（京丹後市地域包括支援センター）

0772-69-0330

京都府南丹市

南丹市 市民福祉部 高齢福祉課

0771-68-0006

京都府木津川市

木津川市 高齢介護課

0774-75-1213

京都府大山崎町

――

京都府久御山町

――

京都府井手町

――

京都府宇治田原町

宇治田原町 健康長寿課

0774-88-3719

京都府笠置町

笠置町地域包括支援センター

0743-95-2890

京都府和束町

和束町 福祉課

0774-78-3001

京都府精華町

精華町キャラバンメイト連絡会

0774-94-5677

京都府南山城村

南山城村社会福祉協議会

0743-93-1201

京都府京丹波町

京丹波町 保健福祉課

0771-86-1800

京都府伊根町

伊根町 保健福祉課 地域包括支援係

0772-32-3041

京都府与謝野町

与謝野町 福祉課

0772-43-1513

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

大阪府

大阪府 福祉部 高齢介護室 介護支援課

06-6944-7098

大阪府大阪市

大阪市社会福祉協議会 地域福祉課

06-6765-7273

大阪府堺市

堺市社会福祉協議会 包括支援センター統括課

072-238-3636

大阪府岸和田市

岸和田市 福祉政策課

072-423-9467

大阪府豊中市

豊中市 健康福祉部 高齢者支援課

06-6858-2866

大阪府池田市

池田市 福祉部 介護保険課

072-754-6288

大阪府吹田市

吹田市 高齢支援課

06-6384-1360

大阪府泉大津市

泉大津市社会福祉協議会 地域包括支援センター

0725-21-0294

大阪府高槻市

高槻市 健康福祉部 長寿生きがい課

072-674-7166

大阪府貝塚市

貝塚市 健康福祉部 高齢介護課

072-433-7010

大阪府守口市

守口市 健康福祉部 高齢介護課（くすのき広域連合 守口支所）

06-6992-2180

大阪府枚方市

枚方市 高齢社会室

072-841-1460

大阪府茨木市

茨木市 健康福祉部 相談支援課

072-655-2758

大阪府八尾市

八尾市 高齢福祉課 地域包括支援センター係

072-924-3973

大阪府泉佐野市

泉佐野市 高齢介護課

072-463-1212

大阪府富田林市

富田林市 健康推進部 高齢介護課

0721-25-1000

大阪府寝屋川市

寝屋川市 保健福祉部 高齢介護室

072-838-0372

大阪府河内長野市

河内長野市 健康長寿部 いきいき高齢課

0721-53-1111

大阪府松原市

松原市社会福祉協議会

072-333-0294

大阪府大東市

大東市 保健医療部 高齢支援課

072-870-0472

大阪府和泉市

和泉市 生きがい健康部 高齢介護室 高齢支援担当

0725-99-8132

大阪府箕面市

箕面市 健康福祉部 保健スポーツ課 高齢福祉室

072-727-9521

大阪府柏原市

柏原市社会福祉協議会 柏原市高齢者いきいき元気センター

072-970-3100

大阪府羽曳野市

羽曳野市 地域包括支援課

072-958-1111

大阪府門真市

門真市 保健福祉部 高齢福祉課（くすのき広域連合 門真支所）

06-6902-6172

大阪府摂津市

摂津市 高齢介護課

06-6383-1111

大阪府高石市

高石市地域包括支援センター

072-265-1313

大阪府藤井寺市

藤井寺市地域包括支援センター

072-937-2641

大阪府東大阪市

東大阪市社会福祉協議会 角田老人センター内 高齢者地域支え合いセンター

072-962-8022

大阪府泉南市

泉南市 長寿社会推進課

072-483-8254

大阪府四條畷市

四條畷市 健康福祉部 高齢福祉課

072-863-6600

大阪府交野市

交野市 福祉部 高齢介護課

072-893-6400

大阪府大阪狭山市

大阪狭山市 保健福祉部 高齢介護グループ

072-366-0011

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

大阪府阪南市

社会医療法人 生長会 阪南市尾崎・東鳥取地域包括支援センター

072-493-2304

大阪府島本町

島本町地域包括支援センター

075-962-3730

大阪府豊能町

豊能町 生活福祉部 保健福祉課 地域包括支援センター

072-733-2800

大阪府能勢町

能勢町 健康福祉部 福祉課 包括支援係

072-731-2160

大阪府忠岡町

――

大阪府熊取町

熊取町 健康・いきいき高齢課

大阪府田尻町

――

大阪府岬町

岬町 しあわせ創造部 高齢福祉課 岬町地域包括センター

072-492-2716

大阪府太子町

太子町 福祉室 高齢介護グループ

0721-98-5538

大阪府河南町

河南町 高齢障がい福祉課

0721-93-2500

大阪府千早赤阪村

千早赤阪村 健康福祉課

0721-72-0081

072-452-6298

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

兵庫県

兵庫県 健康福祉部 高齢社会局 高齢対策課

078-341-7711

兵庫県神戸市

神戸市社会福祉協議会

078-271-5316

兵庫県姫路市

特定非営利活動法人 はりま総合福祉評価センター

079-287-3000

兵庫県尼崎市

尼崎市 健康福祉局 福祉部 包括支援担当課

06-6489-6356

兵庫県明石市

明石市 高年介護室

078-918-5166

兵庫県西宮市

西宮市社会福祉協議会 地域福祉課

0798-23-1140

兵庫県洲本市

洲本市 健康福祉部 介護福祉課

0799-26-0600

兵庫県芦屋市

芦屋市社会福祉協議会

0797-32-7525

兵庫県伊丹市

健康福祉部 地域福祉室 介護保険課

072-784-8037

兵庫県相生市

相生市 健康介護課 長寿介護係

0791-22-7124

兵庫県豊岡市

豊岡市 高年介護課

0796-29-0055

兵庫県加古川市

加古川市 福祉部 高齢者地域福祉課

079-427-9208

兵庫県赤穂市

赤穂市地域包括支援センター

0791-42-1201

兵庫県西脇市

西脇市 福祉部 長寿福祉課

0795-22-3111

兵庫県宝塚市

――

兵庫県三木市

三木市 健康福祉部 介護保険課

0794-82-2000

兵庫県高砂市

高砂市地域包括支援センター

079-443-3723

兵庫県川西市

川西市 中央地域包括支援センター

072-755-7581

兵庫県小野市

小野市地域包括支援センター

0794-63-2174

兵庫県三田市

三田市社会福祉協議会 三田市地域包括支援センター

079-559-5941

兵庫県加西市

加西市 長寿介護課

0790-42-8728

兵庫県篠山市

篠山市 地域福祉課

079-552-5346

兵庫県養父市

――

兵庫県丹波市

丹波市 高齢者あんしんセンター（福祉部 介護保険課内）

0795-74-0368

兵庫県南あわじ市

南あわじ市 長寿福祉課

0799-43-5237

兵庫県朝来市

――

兵庫県淡路市

淡路市 地域福祉課（地域包括支援センター）

0799-64-2510

兵庫県宍粟市

宍粟市地域包括支援センター

0790-63-3101

兵庫県加東市

加東市 福祉部 高齢介護課 加東市地域包括支援センター

0795-43-0431

兵庫県たつの市

たつの市 健康福祉部 高年福祉課 地域包括支援センター

0791-64-3197

兵庫県猪名川町

猪名川町地域包括支援センター

072-764-5812

兵庫県多可町

多可町地域包括支援センター

0795-30-2525

兵庫県稲美町

稲美町 健康福祉課

079-492-1212

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

兵庫県播磨町

播磨町地域包括支援センター

079-435-1841

兵庫県市川町

――

兵庫県福崎町

福崎町地域包括支援センター

079-220-0560

兵庫県神河町

神河町地域包括支援センター

0790-32-2421

兵庫県太子町

太子町 生活福祉部 高年介護課 高年福祉係

079-276-6639

兵庫県上郡町

上郡町地域包括支援センター

0791-52-1152

兵庫県佐用町

佐用町 健康福祉課 健康増進室

0790-82-2079

兵庫県香美町

香美町 福祉課 地域包括支援係

0796-36-4004

兵庫県新温泉町

新温泉町地域包括支援センター

0796-82-5623

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

奈良県

奈良県 健康福祉部 地域包括ケア推進室

0742-27-8039

奈良県奈良市

奈良市 保健福祉部 長寿福祉課

0742-34-5439

奈良県大和高田市

大和高田市 保健部 地域包括支援課

0745-22-1101

奈良県大和郡山市

大和郡山市地域包括支援センター

0743-55-7733

奈良県天理市

天理市 介護福祉課 地域包括ケア推進室

0743-63-1001

奈良県橿原市

橿原市社会福祉協議会 地域包括支援センター

0744-24-4301

奈良県桜井市

桜井市 高齢福祉課

0744-42-9111

奈良県五條市

五條市 あんしん福祉部 介護福祉課 地域包括支援センター

0747-22-4001

奈良県御所市

御所市 高齢対策課 高齢対策係

0745-62-3001

奈良県生駒市

生駒市 高齢施策課 包括ケア推進係

0743-74-1111

奈良県香芝市

香芝市 介護福祉課 地域包括支援センター系

0745-79-7521

奈良県葛城市

葛城市 長寿福祉課

0745-48-2811

奈良県宇陀市

宇陀市 医療介護あんしんセンター

0745-85-2500

奈良県山添村

山添村 保健福祉課

0743-85-0045

奈良県平群町

平群町 福祉課

0745-45-5872

奈良県三郷町

三郷町地域包括支援センター

0745-34-0035

奈良県斑鳩町

斑鳩町 福祉課

0745-74-1001

奈良県安堵町

安堵町地域包括支援センター

0743-57-2523

奈良県川西町

川西町包括支援センター

0745-42-1180

奈良県三宅町

三宅町 くらし創造部 長寿介護課

0745-44-2001

奈良県田原本町

田原本町地域包括支援センター

0744-34-2104

奈良県曽爾村

――

奈良県御杖村

御杖村社会福祉協議会

0745-95-2828

奈良県高取町

高取町地域包括支援センター

0744-52-5531

奈良県明日香村

明日香村 健康づくり課

0744-54-5550

奈良県上牧町

――

奈良県王寺町

王寺町 福祉介護課 介護保険係

0745-73-2001

奈良県広陵町

広陵町地域包括支援センター

0745-54-6663

奈良県河合町

――

奈良県吉野町

吉野町 長寿福祉課 吉野町地域包括支援センター

0746-32-8856

奈良県大淀町

大淀町 住民福祉部 ほけん課

0747-52-5501

奈良県下市町

下市町 健康福祉課 下市町地域包括支援センター

0747-52-0001

奈良県黒滝村

――

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

奈良県天川村

――

奈良県野迫川村

――

奈良県十津川村

十津川村 福祉事務所

0746-62-0901

奈良県下北山村

下北山村 保健福祉課

07468-6-0015

奈良県上北山村

――

奈良県川上村

川上村 住民福祉課内 川上村地域包括支援センター

0746-52-0111

奈良県東吉野村

東吉野村 住民福祉課

0746-42-0441

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

和歌山県

和歌山県 長寿社会課 高齢者生活支援室

073-441-2522

和歌山県和歌山市

和歌山市 健康局 保険医療部 地域包括支援課

073-435-1197

和歌山県海南市

海南市 高齢介護課

073-483-8762

和歌山県橋本市

橋本市 健康福祉部 いきいき長寿課（地域包括支援センター）

0736-33-1111

和歌山県有田市

有田市地域包括支援センター

0737-83-1111

和歌山県御坊市

御坊市 健康福祉課 高齢者生活支援室

0738-23-5851

和歌山県田辺市

田辺市 保健福祉部 やすらぎ対策課

0739-26-4910

和歌山県新宮市

新宮市 健康長寿課

0735-23-3306

和歌山県紀の川市

紀の川市 保健福祉部 高齢介護課

0736-77-0980

和歌山県岩出市

岩出市 長寿介護課

0736-62-2141

和歌山県紀美野町

紀美野町 保健福祉課

073-489-9960

和歌山県かつらぎ町

かつらぎ町 住民福祉課 福祉係

0736-22-0300

和歌山県九度山町

――

和歌山県高野町

――

和歌山県湯浅町

湯浅町 健康福祉課 地域包括支援センター

0737-64-1120

和歌山県広川町

広川町地域包括支援センター

0737-23-7724

和歌山県有田川町

有田川町 長寿支援課 地域包括支援センター

0737-32-5102

和歌山県美浜町

美浜町地域包括支援センター

0738-23-4905

和歌山県日高町

日高町地域包括支援センター

0738-63-3801

和歌山県由良町

――

和歌山県印南町

印南町 住民福祉課

0738-42-1738

和歌山県みなべ町

みなべ町地域包括支援センター

0739-74-8065

和歌山県日高川町

日高川町 保健福祉課

0738-22-9633

和歌山県白浜町

白浜町 民生課 地域包括支援センター

0739-43-6596

和歌山県上富田町

上富田町 住民生活課 地域包括支援センター

0739-47-0550

和歌山県すさみ町

すさみ町地域包括支援センター

0739-55-4670

和歌山県那智勝浦町

那智勝浦町 福祉課

0735-29-7039

和歌山県太地町

太地町 住民福祉課

0735-59-2335

和歌山県古座川町

古座川町 健康福祉課

0735-67-7112

和歌山県北山村

北山村 住民福祉課

0735-49-2331

和歌山県串本町

串本町地域包括支援センター

0735-62-6005

