自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

福岡県

福岡県 高齢者地域包括ケア推進課

092-643-3250

福岡県北九州市

北九州市社会福祉協議会 北九州市認知症サポーターキャラバン事務局

093-873-1296

福岡県福岡市

福岡市 保健福祉局 高齢社会部 認知症支援課 認知症支援係

092-711-4891

福岡県大牟田市

大牟田市 保健福祉部 長寿社会推進課

0944-41-2683

福岡県久留米市

久留米市 健康福祉部 長寿支援課

0942-30-9207

福岡県直方市

直方市 市民部 健康福祉課 高齢者支援係

0949-25-2391

福岡県飯塚市

飯塚市社会福祉協議会 地域課

0948-29-5520

福岡県田川市

田川市地域包括支援センター

0947-42-9420

福岡県柳川市

柳川市 福祉課 高齢者福祉係

0944-77-8516

福岡県八女市

八女市 介護長寿課 地域包括支援係

0943-23-1203

福岡県筑後市

筑後市地域包括支援センター

0942-53-4162

福岡県大川市

大川市 健康課 高齢者支援係

0944-85-5524

福岡県行橋市

行橋市 介護保険課

0930-25-1111

福岡県豊前市

豊前市 健康長寿推進課 地域包括支援係 豊前市地域包括支援センター

0979-84-0120

福岡県中間市

中間市 保健福祉部 介護保険課

093-245-7716

福岡県小郡市

小郡市 介護保険課 小郡市地域包括支援センター

0942-72-7551

福岡県筑紫野市

筑紫野市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉担当

092-923-1111

福岡県春日市

春日市 健康福祉部 健康課

092-501-1134

福岡県大野城市

大野城市 長寿支援課

092-580-1859

福岡県宗像市

宗像市社会福祉協議会

0940-37-1300

福岡県太宰府市

太宰府市 介護保険課 包括支援係（太宰府市地域包括支援センター）

092-929-3210

福岡県古賀市

古賀市 介護支援課 介護予防係

092-942-1144

福岡県福津市

福津市 高齢者サービス課

0940-43-8298

福岡県うきは市

うきは市 保健課 介護・高齢者支援係

0943-75-4960

福岡県宮若市

宮若市 健康福祉課 地域包括支援センター

0949-33-3456

福岡県嘉麻市

嘉麻市 高齢者相談支援センター

0948-53-1191

福岡県朝倉市

朝倉市 介護サービス課

0946-22-1116

福岡県みやま市

みやま市地域包括支援センター

0944-64-1516

福岡県糸島市

糸島市 康増進部 介護・高齢者支援課

092-323-1111

福岡県那珂川市

那珂川市 高齢者支援課

092-953-2211

福岡県宇美町

宇美町 福祉課

092-934-2249

福岡県篠栗町

篠栗町社会福祉協議会

092-947-7581

福岡県志免町

志免町社会福祉協議会

092-937-3011

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

福岡県須恵町

須恵町 健康福祉課

092-932-1151

福岡県新宮町

新宮町地域包括支援センター

092-963-0663

福岡県久山町

久山町 健康福祉課 地域包括支援センター係

092-976-1111

福岡県粕屋町

粕屋町 介護福祉課 粕屋町地域包括支援センター

092-938-0229

福岡県芦屋町

芦屋町 福祉課 高齢者支援係

093-223-3536

福岡県水巻町

水巻町 福祉課 水巻町地域包括支援センター

093-201-4321

福岡県岡垣町

岡垣町 福祉課 高齢者支援係

093-282-1211

福岡県遠賀町

遠賀町 福祉課 高齢者支援係

093-293-1234

福岡県小竹町

小竹町 福祉課

09496-2-1219

福岡県鞍手町

鞍手町 保険健康課 健康増進係

0949-42-2111

福岡県桂川町

桂川町 健康福祉課 高齢者・女性係

0948-65-4401

福岡県筑前町

筑前町 福祉課

0946-24-8763

福岡県東峰村

――

福岡県大刀洗町

大刀洗町 健康福祉課 地域包括支援センター

0942-77-2266

福岡県大木町

大木町 福祉課（地域包括支援係）

0944-33-0657

福岡県広川町

広川町 福祉課 高齢者支援係

0943-32-1113

福岡県香春町

香春町地域包括支援センター

0947-32-2855

福岡県添田町

――

福岡県糸田町

糸田町 福祉課 糸田町地域包括支援センター

0947-26-9090

福岡県川崎町

川崎町 高齢者福祉課 地域包括支援係 川崎町地域包括支援センター

0947-72-3155

福岡県大任町

大任町地域包括支援センター

0947-41-8060

福岡県赤村

赤村 住民課 健康増進係

0947-62-3000

福岡県福智町

福智町社会福祉協議会

0947-22-3778

福岡県苅田町

――

福岡県みやこ町

みやこ町 介護福祉課

0930-32-8032

福岡県吉富町

吉富町 健康福祉課（吉富町地域包括支援センター）

0979-26-1192

福岡県上毛町

上毛町 長寿福祉課（上毛町地域包括支援センター）

0979-84-7322

福岡県築上町

築上町 福祉課（築上町地域包括支援センター）

0930-52-0001

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

佐賀県

佐賀県 長寿社会課

0952-25-7105

佐賀県佐賀市

佐賀市 保健福祉部 高齢福祉課

0952-40-7253

佐賀県唐津市

唐津市地域包括支援センター

0955-72-9191

佐賀県鳥栖市

鳥栖市 社会福祉課

0942-85-3554

佐賀県多久市

多久市 福祉課 地域包括支援係

0952-75-6033

佐賀県伊万里市

伊万里市地域包括支援センター（伊万里市長寿社会課内）

0955-23-2155

佐賀県武雄市

武雄市 くらし部 健康課

0954-23-9135

佐賀県鹿島市

鹿島市 保険健康課 鹿島市地域包括支援センター

0954-63-2160

佐賀県小城市

小城市 高齢障がい支援課

0952-37-6108

佐賀県嬉野市

――

佐賀県神埼市

神埼市 高齢障がい課 地域支援係

0952-37-0111

佐賀県吉野ヶ里町

吉野ケ里町 福祉課 地域包括支援センター

0952-37-0344

佐賀県基山町

――

佐賀県上峰町

――

佐賀県みやき町

みやき町地域包括支援センター

0942-89-3371

佐賀県玄海町

玄海町 保健介護課

0955-52-2220

佐賀県有田町

有田町地域包括支援センター

0955-43-2196

佐賀県大町町

大町町地域包括支援センター

0952-82-3187

佐賀県江北町

江北町 福祉課

0952-86-5614

佐賀県白石町

白石町 長寿社会課（白石町地域包括支援センター）

0952-84-7117

佐賀県太良町

――

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

長崎県

長崎県 福祉保健部 長寿社会課

095-895-2434

長崎県長崎市

長崎市 高齢者すこやか支援課 地域支援係

095-829-1146

長崎県佐世保市

佐世保市福祉活動プラザ

0956-23-0018

長崎県島原市

島原市 福祉保健部 福祉課 地域福祉班

0957-63-1111

長崎県諫早市

諫早市 高令介護課

0957-22-1500

長崎県大村市

大村市地域包括支援センター

0957-53-8141

長崎県平戸市

平戸市 福祉課 地域包括支援センター

0950-22-4111

長崎県松浦市

松浦市 長寿介護課

0956-72-1111

長崎県対馬市

対馬市 保健部 地域包括・医療対策課

0920-58-1117

長崎県壱岐市

壱岐市地域包括支援センター（健康保健課）

0920-45-1111

長崎県五島市

五島市 長寿介護課

0959-72-6194

長崎県西海市

西海市 長寿介護課 地域支援班

0959-37-0245

長崎県雲仙市

雲仙市 市民福祉部 福祉課 高齢者福祉班

0957-36-2500

長崎県南島原市

南島原市 福祉保健部 福祉課

050-3381-5051

長崎県長与町

長与町 介護保険課

095-883-1111

長崎県時津町

時津町 福祉部 高齢者支援課

095-813-2530

長崎県東彼杵町

東彼杵町地域包括支援センター（東彼杵町内）

0957-46-1111

長崎県川棚町

川棚町 健康推進課 介護保険係

0956-59-5883

長崎県波佐見町

波佐見町地域包括支援センター

0956-85-2976

長崎県小値賀町

小値賀町地域包括支援センター

0959-56-4010

長崎県佐々町

佐々町地域包括支援センター

0956-62-6122

長崎県新上五島町

新上五島町地域包括支援センター

0959-53-1121

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

熊本県

熊本県 健康福祉部 長寿社会局 認知症対策・地域ケア推進課

096-333-2216

熊本県熊本市

熊本市 高齢介護福祉課

096-328-2347

熊本県八代市

八代市 長寿支援課

0965-33-4436

熊本県人吉市

人吉市 健康福祉部 高齢者支援課

0966-22-2111

熊本県荒尾市

荒尾市 高齢者支援課 地域包括支援センター

0968-63-1177

熊本県水俣市

水俣市社会福祉協議会

0966-63-2047

熊本県玉名市

玉名市 健康福祉部 高齢介護課

0968-75-1339

熊本県山鹿市

山鹿市 長寿支援課

0968-43-1077

熊本県菊池市

菊池市 健康福祉部 高齢支援課

0968-25-7216

熊本県宇土市

宇土市地域包括支援センター

0964-24-1555

熊本県上天草市

上天草市社会福祉協議会

0969-56-2455

熊本県宇城市

宇城市地域包括支援センター

0964-25-2015

熊本県阿蘇市

阿蘇市地域包括支援センター（阿蘇市社会福祉協議会）

0967-32-5122

熊本県天草市

天草市 健康福祉部 高齢者支援課

0969-23-1111

熊本県合志市

合志市 高齢者支援課 包括支援センター班

096-242-1124

熊本県美里町

美里町地域包括支援センター

0964-47-7005

熊本県玉東町

――

熊本県南関町

南関町地域包括支援センター

0968-69-9760

熊本県長洲町

長洲町 福祉保健介護課 地域支援係

0968-78-3155

熊本県和水町

和水町 健康福祉課 地域包括支援係

0968-86-5724

熊本県大津町

大津町地域包括支援センター

096-292-0770

熊本県菊陽町

菊陽町 介護保険課 介護予防係

096-232-2366

熊本県南小国町

南小国町 福祉課

0967-42-1113

熊本県小国町

――

熊本県産山村

――

熊本県高森町

高森町 健康推進課

熊本県西原村

――

熊本県南阿蘇村

南阿蘇村 健康推進課

0967-62-8222

熊本県御船町

御船町 福祉課 地域包括支援センター

096-282-2911

熊本県嘉島町

嘉島町 町民課 福祉係

096-237-2576

熊本県益城町

益城町地域包括支援センター

096-214-5566

熊本県甲佐町

甲佐町 総合保健福祉センター内 地域包括支援センター

096-235-8711

熊本県山都町

山都町 健康福祉課 高齢者支援係

0967-72-1295

0967-62-1111

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

熊本県氷川町

氷川町 健康福祉課

0965-52-5852

熊本県芦北町

芦北町地域包括支援センター

0966-86-2270

熊本県津奈木町

津奈木町社会福祉協議会 津奈木町地域包括支援センター

0966-78-5333

熊本県錦町

錦町 健康保険課 高齢者支援係

0966-38-1113

熊本県多良木町

多良木町 健康 ・保険課

0966-42-1255

熊本県湯前町

湯前町 保健福祉課

0966-43-4112

熊本県水上村

――

熊本県相良村

相良村 保健福祉課

熊本県五木村

――

熊本県山江村

山江村 健康福祉課

0966-23-3978

熊本県球磨村

球磨村 住民福祉課

0966-32-1112

熊本県あさぎり町

あさぎり町 福祉課

0966-45-7215

熊本県苓北町

苓北町 福祉保健課

0969-35-1111

0966-35-1032

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

大分県

大分県 福祉保健部 高齢者福祉課

097-506-2695

大分県大分市

大分市 福祉保健部 長寿福祉課

097-537-5771

大分県別府市

別府市 高齢者福祉課

0977-21-1442

大分県中津市

中津市 介護長寿課

0979-22-1111

大分県日田市

日田市 長寿福祉課 長寿福祉係

0973-22-8299

大分県佐伯市

佐伯市 高齢者福祉課 佐伯市地域包括支援センター

0972-23-1632

大分県臼杵市

――

大分県津久見市

津久見市 長寿支援課

0972-82-9533

大分県竹田市

竹田市 高齢者福祉課

0974-63-4809

大分県豊後高田市

豊後高田市 社会福祉課

0978-22-3100

大分県杵築市

杵築市 健康長寿あんしん課 地域包括支援センター

0978-62-3131

大分県宇佐市

宇佐市 介護保険課 高齢者支援係

0978-32-1111

大分県豊後大野市

豊後大野市 高齢者福祉課

0974-22-1001

大分県由布市

――

大分県国東市

国東市地域包括支援センター

0978-72-5184

大分県姫島村

姫島村 住民福祉課

0978-87-2278

大分県日出町

日出町 健康増進課

0977-73-3130

大分県九重町

九重町地域包括支援センター

0973-76-3863

大分県玖珠町

玖珠町 福祉保健課 高齢者支援係

0973-72-1115

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

宮崎県

宮崎県 長寿介護課 医療・介護連携推進室

0985-44-2605

宮崎県宮崎市

宮崎市 福祉部 長寿支援課

0985-21-1773

宮崎県都城市

都城市社会福祉協議会

0986-25-2123

宮崎県延岡市

延岡市 健康福祉部 高齢福祉課

0982-22-7016

宮崎県日南市

日南市 長寿課 高齢者支援係

0987-31-1162

宮崎県小林市

小林市地域包括支援センター

0984-25-0707

宮崎県日向市

日向市社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援係

0982-52-2572

宮崎県串間市

串間市社会福祉協議会 串間市地域包括支援センター

0987-72-0023

宮崎県西都市

西都市 健康管理課 地域包括ケア推進係

0983-32-1028

宮崎県えびの市

えびの市地域包括支援センター

0984-35-1111

宮崎県三股町

三股町地域包括支援センター

0986-52-8634

宮崎県高原町

高原町総合保健福祉センターほほえみ館内 介護保険係

0984-42-2550

宮崎県国富町

国富町 保健介護課

0985-75-9423

宮崎県綾町

綾町 福祉保健課（綾町包括支援センター）

0985-77-0195

宮崎県高鍋町

高鍋町 健康保険課 介護・高齢者福祉係

0983-26-2008

宮崎県新富町

新富町 新富町福祉課

0983-33-6056

宮崎県西米良村

西米良村 福祉健康課

0983-36-1114

宮崎県木城町

木城町 福祉保健課 地域包括支援センター

0983-32-2729

宮崎県川南町

川南町 福祉課 介護保険係

0983-27-8008

宮崎県都農町

都農町地域包括支援センター

0983-25-5722

宮崎県門川町

――

宮崎県諸塚村

――

宮崎県椎葉村

椎葉村 福祉保健課

0982-68-7513

宮崎県美郷町

美郷町地域包括支援センター

0982-66-2477

宮崎県高千穂町

高千穂町地域包括支援センター

0982-72-6900

宮崎県日之影町

日之影町地域包括支援センター

0982-87-2741

宮崎県五ヶ瀬町

五ヶ瀬町 福祉課

0982-82-1702

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

鹿児島県

鹿児島県 保健福祉部 介護福祉課

099-286-2694

鹿児島県鹿児島市

鹿児島市長寿あんしん相談センター 本部

099-813-1040

鹿児島県鹿屋市

鹿屋市 保健福祉部 高齢福祉課

0994-31-1116

鹿児島県枕崎市

枕崎市 福祉課 高齢者介護保険係

0993-72-1111

鹿児島県阿久根市

阿久根市地域包括支援センター

0996-73-1272

鹿児島県出水市

出水市地域包括支援センター

0996-63-4053

鹿児島県指宿市

指宿市 長寿介護課 高齢者支援係

0993-22-2111

鹿児島県西之表市

西之表市 健康保険課

0997-22-1111

鹿児島県垂水市

垂水市 保健福祉課

0994-32-1116

鹿児島県薩摩川内市

薩摩川内市 高齢・介護福祉課

0996-23-5111

鹿児島県日置市

日置市地域包括支援センター

099-248-9423

鹿児島県曽於市

――

鹿児島県霧島市

霧島市社会福祉協議会 霧島市地域包括支援センター

0995-48-7979

鹿児島県いちき串木野市

いちき串木野市地域包括支援センター

0996-21-5172

鹿児島県南さつま市

南さつま市 介護支援課 包括支援係

0993-58-2662

鹿児島県志布志市

志布志市地域包括支援センター

099-472-1111

鹿児島県奄美市

奄美市 高齢者福祉課（名瀬地域包括支援センター）

0997-52-1111

鹿児島県南九州市

南九州市 長寿介護課

0993-56-1111

鹿児島県伊佐市

伊佐市 健康長寿課 地域包括支援係

0995-23-2377

鹿児島県姶良市

姶良市 保健福祉部 長寿・障害福祉課 地域包括支援係

0995-64-5537

鹿児島県三島村

――

鹿児島県十島村

十島村 住民課

099-222-2101

鹿児島県さつま町

さつま町地域包括支援センター

0996-52-4690

鹿児島県長島町

長島町地域包括支援センター

0996-86-1153

鹿児島県湧水町

湧水町地域包括支援センター

0995-74-3111

鹿児島県大崎町

大崎町 保健福祉課

099-476-1111

鹿児島県東串良町

東串良町 福祉課 介護保険係

0994-63-3103

鹿児島県錦江町

錦江町 保健福祉課内 地域包括支援センター

0994-22-3030

鹿児島県南大隅町

南大隅町 介護福祉課

0994-24-3126

鹿児島県肝付町

肝付町地域包括支援センター

0994-65-8419

鹿児島県中種子町

中種子町 福祉環境課 中種子町地域包括支援センター

0997-27-1223

鹿児島県南種子町

南種子町地域包括支援センター

0997-26-2035

鹿児島県屋久島町

屋久島町 介護衛生課

0997-43-5900

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

鹿児島県大和村

大和村地域包括支援センター

0997-57-2218

鹿児島県宇検村

宇検村 保健福祉課 地域包括支援センター

0997-67-2212

鹿児島県瀬戸内町

瀬戸内町地域包括支援センター

0997-72-1153

鹿児島県龍郷町

龍郷町地域包括支援センター

0997-69-4516

鹿児島県喜界町

喜界町地域包括支援センター

0997-65-3522

鹿児島県徳之島町

徳之島町 介護福祉課

0997-82-1111

鹿児島県天城町

――

鹿児島県伊仙町

伊仙町地域包括支援センター

0997-81-7878

鹿児島県和泊町

和泊町 保健福祉課

0997-92-1651

鹿児島県知名町

知名町地域包括支援センター

0997-81-5511

鹿児島県与論町

与論町地域包括支援センター

0997-81-3072

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

沖縄県

沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課

098-866-2214

沖縄県那覇市

那覇市 福祉部 ちゃーがんじゅう課

098-862-9010

沖縄県宜野湾市

宜野湾市 健康推進部 介護長寿課

098-893-4411

沖縄県石垣市

石垣市 福祉部 介護長寿課 包括支援センター

0980-84-3333

沖縄県浦添市

浦添市 健康部 地域支援課

098-876-1234

沖縄県名護市

名護市地域包括支援センター

0980-43-0022

沖縄県糸満市

糸満市 介護長寿課

098-840-8114

沖縄県沖縄市

沖縄市 高齢福祉課

098-939-1212

沖縄県豊見城市

豊見城市 福祉部 障がい長寿課（豊見城市地域包括支援センター）

098-856-7727

沖縄県うるま市

うるま市 福祉部 介護長寿課内 うるま市地域包括支援センター

098-973-5112

沖縄県宮古島市

宮古島市 高齢者支援課

0980-73-1979

沖縄県南城市

南城市 福祉部 生きがい推進課

098-946-8980

沖縄県国頭村

――

沖縄県大宜味村

――

沖縄県東村

――

沖縄県今帰仁村

――

沖縄県本部町

――

沖縄県恩納村

恩納村 福祉健康課

沖縄県宜野座村

――

沖縄県金武町

――

沖縄県伊江村

――

沖縄県読谷村

読谷村 福祉課 地域包括支援センター係

098-982-9234

沖縄県嘉手納町

嘉手納町 福祉課

098-956-0849

沖縄県北谷町

北谷町地域包括支援センター

098-936-1234

沖縄県北中城村

北中城村地域包括支援センター

098-935-5922

沖縄県中城村

中城村 福祉課

098-895-1738

沖縄県西原町

――

沖縄県与那原町

――

沖縄県南風原町

――

沖縄県渡嘉敷村

――

沖縄県座間味村

――

沖縄県粟国村

――

沖縄県渡名喜村

――

098-966-1207

自治体名

連 絡 先 部 署 名

沖縄県南大東村

――

沖縄県北大東村

――

沖縄県伊平屋村

――

沖縄県伊是名村

――

沖縄県久米島町

久米島町地域包括支援センター

沖縄県八重瀬町

――

沖縄県多良間村

――

沖縄県竹富町

竹富町介護福祉課

沖縄県与那国町

――

電話番号

098-985-7124

0980-82-6191

