自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

青森県

青森県 健康福祉部 高齢福祉保険課

017-734-9296

青森県青森市

青森市 健康福祉部 高齢者支援課

017-734-5326

青森県弘前市

弘前市 健康福祉部 介護福祉課

0172-40-7072

青森県八戸市

八戸市 高齢福祉課 八戸地域包括支援センター

0178-43-9189

青森県黒石市

――

青森県五所川原市

五所川原市 福祉部 介護福祉課 地域包括支援センター

0173-38-3939

青森県十和田市

十和田市 高齢介護課

0176-70-3671

青森県三沢市

三沢市 健康福祉部 介護福祉課

0176-51-8773

青森県むつ市

むつ市 介護福祉課

0175-22-1111

青森県つがる市

つがる市 介護課

0173-42-2111

青森県平川市

平川市 健康福祉部 高齢介護課 地域包括支援係

0172-44-1111

青森県平内町

平内町地域包括支援センター

017-755-2114

青森県今別町

――

青森県蓬田村

蓬田村 住民課

0174-27-2111

青森県外ヶ浜町

外ヶ浜町地域包括支援センター

0174-22-3380

青森県鰺ヶ沢町

鰺ケ沢町地域包括支援センター

0173-72-2111

青森県深浦町

深浦町地域包括支援センター

0173-74-4421

青森県西目屋村

西目屋村 住民課 福祉係

0172-85-2804

青森県藤崎町

藤崎町地域包括支援センター

0172-65-4155

青森県大鰐町

――

青森県田舎館村

田舎館村地域包括支援センター

0172-58-3704

青森県板柳町

板柳町 健康福祉課 介護保険係

0172-73-2111

青森県鶴田町

鶴田町 健康保険課

0173-22-2111

青森県中泊町

中泊町 福祉課

0173-57-2111

青森県野辺地町

野辺地町地域包括支援センター

0175-65-1777

青森県七戸町

七戸町 健康福祉課 地域包括支援センター

0176-68-3500

青森県六戸町

六戸町地域包括支援センター

0176-27-6688

青森県横浜町

横浜町 健康福祉課

0175-78-2111

青森県東北町

東北町地域包括支援センター

0176-56-3111

青森県六ヶ所村

六ヶ所村 福祉課 地域包括支援センター

0175-72-4457

青森県おいらせ町

おいらせ町地域包括支援センター

0178-56-2132

青森県大間町

大間町地域包括支援センターくろまつ

0175-37-5113

青森県東通村

東通村地域包括支援センター

0175-28-5700

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

青森県風間浦村

風間浦村 村民生活課

0175-35-3111

青森県佐井村

佐井村 住民福祉課内 佐井村地域包括支援センター

0175-38-4193

青森県三戸町

三戸町 健康推進課

0179-20-1153

青森県五戸町

五戸町 福祉保健課

0178-62-2111

青森県田子町

田子町 健康増進課

0179-20-7100

青森県南部町

南部町 健康福祉課 地域包括支援センター

0178-76-2555

青森県階上町

階上町 保健福祉課

0178-88-2115

青森県新郷村

新郷村 住民生活課 厚生グループ（新郷村地域包括支援センター）

0178-61-7555

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

岩手県

岩手県 高齢者総合支援センター

019-625-7490

岩手県盛岡市

盛岡市 保健福祉部 長寿社会課 地域ケア係

019-613-8144

岩手県宮古市

宮古市 保健福祉部 介護保険課 地域包括支援センター

0193-68-9086

岩手県大船渡市

大船渡市 地域包括ケア推進室

0192-26-2943

岩手県花巻市

花巻中央地域包括支援センター

0198-24-7246

岩手県北上市

北上市 保健福祉部 長寿介護課

0197-72-8221

岩手県久慈市

久慈市地域包括支援センター

0194-61-1557

岩手県遠野市

遠野市 健康福祉部 長寿課

0198-62-5111

岩手県一関市

一関市 保健福祉部 長寿社会課

0191-21-8370

岩手県陸前高田市

陸前高田市地域包括支援センター

0192-54-2111

岩手県釜石市

釜石市地域包括支援センター

0193-22-2620

岩手県二戸市

――

岩手県八幡平市

八幡平市 市民福祉部 健康福祉課 包括支援センター係

0195-74-2111

岩手県奥州市

奥州市地域包括支援センター

0197-24-2111

岩手県滝沢市

滝沢市地域包括支援センター

019-656-6523

岩手県雫石町

雫石町 健康推進課 地域包括支援センター

019-691-1105

岩手県葛巻町

葛巻町 健康福祉課

0195-66-2111

岩手県岩手町

岩手町 健康福祉課 地域包括支援センター

0195-62-2111

岩手県紫波町

紫波町 長寿健康課 高齢者支援室

019-672-2111

岩手県矢巾町

矢巾町 生きがい推進課

019-611-2830

岩手県西和賀町

西和賀町地域包括支援センター

0197-85-3137

岩手県金ケ崎町

金ケ崎町保健福祉センター

0197-44-4560

岩手県平泉町

平泉町保健センター

0191-46-5571

岩手県住田町

住田町地域包括支援センター

0192-46-2424

岩手県大槌町

大槌町 民生部 長寿課 地域包括支援班

0193-42-8716

岩手県山田町

山田町地域包括支援センター

0193-82-3136

岩手県岩泉町

岩泉町地域包括支援センター

0194-22-2111

岩手県田野畑村

――

岩手県普代村

社会福祉法人 普代福祉会 普代村地域包括支援センター

0194-35-3795

岩手県軽米町

軽米町 健康福祉課

0195-46-4111

岩手県野田村

野田村 住民福祉課

0194-78-2927

岩手県九戸村

――

岩手県洋野町

洋野町地域包括支援センター

0194-69-1966

自治体名
岩手県一戸町

連 絡 先 部 署 名
一戸町地域包括支援センター

電話番号
0195-32-3700

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

宮城県

宮城県 長寿社会政策課

022-211-2552

宮城県仙台市

仙台市 健康福祉局 保険高齢部 介護予防推進室

022-214-8317

宮城県石巻市

石巻市 福祉部 福祉総務課

0225-95-1111

宮城県塩竈市

塩竃市 健康福祉部 長寿社会課

022-364-1204

宮城県気仙沼市

気仙沼市地域包括支援センター

0226-22-6600

宮城県白石市

――

宮城県名取市

名取市 健康福祉部 介護長寿課

022-724-7111

宮城県角田市

角田市地域包括支援センター

0224-61-1288

宮城県多賀城市

多賀城市 保健福祉部 介護福祉課

022-368-1141

宮城県岩沼市

岩沼市 介護福祉課

0223-24-3016

宮城県登米市

登米市福祉事務所 長寿介護課

0220-58-5551

宮城県栗原市

栗原市 市民生活部 介護福祉課

0228-22-1350

宮城県東松島市

東松島市 福祉課 高齢介護班

0225-82-1111

宮城県大崎市

大崎市 民生部 高齢介護課 地域支援係

0229-23-2511

宮城県蔵王町

蔵王町地域包括支援センター

0224-33-2003

宮城県七ヶ宿町

七ヶ宿町地域包括支援センター

0224-37-2331

宮城県大河原町

大河原町地域包括支援センター

0224-51-3480

宮城県村田町

村田町 健康福祉課

0224-83-6402

宮城県柴田町

柴田町 福祉課 長寿介護班

0224-55-2159

宮城県川崎町

川崎町 保健福祉課・地域包括支援センター

0224-84-6008

宮城県丸森町

丸森町 保健福祉課 地域包括支援班

0224-72-3023

宮城県亘理町

亘理町地域包括支援センター

0223-34-1331

宮城県山元町

山元町地域包括支援センター

0223-37-3901

宮城県松島町

松島町 健康長寿課（高齢者支援班）

022-355-0666

宮城県七ヶ浜町

七ヶ浜町 健康増進課 高齢者福祉係 七ケ浜町地域包括支援センター

022-357-7447

宮城県利府町

利府町 保健福祉課 長寿介護班

022-356-1334

宮城県大和町

大和町地域包括支援センター

022-345-7241

宮城県大郷町

大郷町 保健福祉課 長寿・介護係

022-359-5507

宮城県富谷町

富谷町 福祉部 長寿福祉課 保健福祉総合支援センター

022-348-1138

宮城県大衡村

大衡村 保健福祉課

022-345-0253

宮城県色麻町

色麻町地域包括支援センター

0229-66-1071

宮城県加美町

加美町地域包括支援センター

0229-63-3600

宮城県涌谷町

涌谷町 福祉課 包括支援班（涌谷町地域包括支援センター）

0229-43-5111

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

宮城県美里町

美里町 健康福祉課

0229-32-2941

宮城県女川町

女川町社会福祉協議会 女川町地域包括支援センター

0225-53-2272

宮城県南三陸町

南三陸町地域包括支援センター

0226-46-5588

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

秋田県

――

秋田県秋田市

秋田市 長寿福祉課

018-866-8760

秋田県能代市

能代市 市民福祉部 長寿いきがい課 能代地域包括支援センター

0185-89-5545

秋田県横手市

横手市 健康福祉部 東部地域包括支援センター

0182-35-2160

秋田県大館市

大館市 長寿課 高齢者福祉係

0186-43-7056

秋田県男鹿市

男鹿市 介護サービス課 地域包括支援センター

0185-24-3322

秋田県湯沢市

湯沢市 福祉保健部 長寿福祉課 地域包括支援センター

0183-78-2311

秋田県鹿角市

鹿角市 健康ライフ課

0186-30-0103

秋田県由利本荘市

由利本荘市 健康福祉部 長寿支援課

0184-24-6324

秋田県潟上市

潟上市 市民福祉部 長寿社会課 潟上市地域包括支援センター

018-853-5318

秋田県大仙市

大仙市 地域包括支援センター中央

0187-63-1111

秋田県北秋田市

北秋田市 高齢福祉課 地域包括支援センター

0186-69-7061

秋田県にかほ市

にかほ市 子育て長寿支援課 地域包括支援センター

0184-32-3045

秋田県仙北市

仙北市 市民福祉部 包括支援センター

0187-43-2283

秋田県小坂町

小坂町 町民課 町民福祉班（小坂町地域包括支援センター）

0186-29-2950

秋田県上小阿仁村

上小阿仁村 住民福祉課 健康推進班

0186-77-3008

秋田県藤里町

――

秋田県三種町

三種町 福祉課 三種町地域包括支援センター

0185-85-4835

秋田県八峰町

八峰町

0185-76-4608

秋田県五城目町

五城目町 健康福祉課

018-855-1070

秋田県八郎潟町

八郎潟町地域包括支援センター

018-875-2835

秋田県井川町

井川町社会福祉協議会

018-874-2611

秋田県大潟村

大潟村地域包括支援センター

0185-22-4321

秋田県美郷町

美郷町地域包括支援センター

0187-84-4907

秋田県羽後町

羽後町地域包括支援センター

0183-62-5312

秋田県東成瀬村

東成瀬村地域包括支援センター

0182-47-3405

福祉保健課

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

山形県

山形県 健康福祉部 健康長寿推進課

023-630-3121

山形県山形市

山形市 福祉推進部 長寿支援課

023-641-1212

山形県米沢市

米沢市 高齢福祉課

0238-22-5111

山形県鶴岡市

鶴岡市 健康福祉部 長寿介護課 高齢者交流センター

0235-29-4180

山形県酒田市

酒田市 健康福祉部 介護保険課

0234-26-5755

山形県新庄市

新庄市 成人福祉課 高齢障害支援室

0233-22-2111

山形県寒河江市

寒河江市 高齢者支援課

0237-86-2111

山形県上山市

上山市 健康推進課

023-672-1111

山形県村山市

村山市 福祉課 介護保険係

0237-55-2111

山形県長井市

長井市 福祉あんしん課 地域包括支援センター

0238-83-2127

山形県天童市

天童市 健康福祉部 保険給付課

023-654-1111

山形県東根市

東根市地域包括支援センター

0237-42-3939

山形県尾花沢市

尾花沢市 福祉課 介護福祉係

0237-22-1111

山形県南陽市

南陽市 福祉課 地域包括支援センター

0238-40-3211

山形県山辺町

山辺町 保健福祉課（保健福祉センター）

023-667-1177

山形県中山町

中山町 健康福祉課 福祉グループ

023-662-2456

山形県河北町

河北町 健康福祉課 高齢者福祉係

0237-73-2111

山形県西川町

西川町 健康福祉課

0237-74-4405

山形県朝日町

朝日町 健康福祉課

0237-67-2156

山形県大江町

大江町地域包括支援センター（大江町健康福祉課内）

0237-62-2114

山形県大石田町

大石田町 保健福祉課

0237-35-2111

山形県金山町

金山町地域包括支援センター

0233-52-3035

山形県最上町

最上町地域包括支援センター

0233-43-3117

山形県舟形町

舟形町地域包括支援センター

0233-32-8762

山形県真室川町

真室川町 福祉課

0233-64-1525

山形県大蔵村

――

山形県鮭川村

鮭川村地域包括支援センター

山形県戸沢村

――

山形県高畠町

高畠町 福祉課

0238-52-4495

山形県川西町

川西町 健康福祉課 地域包括支援センター

0238-42-6638

山形県小国町

小国町 健康福祉課

0238-61-1001

山形県白鷹町

白鷹町 健康福祉課 地域包括支援センター係

0238-86-0112

山形県飯豊町

飯豊町地域包括支援センター

0238-86-2233

0233-55-2111

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

山形県三川町

三川町地域包括支援センター

0235-35-7031

山形県庄内町

庄内町 保健福祉課

0234-42-0176

山形県遊佐町

遊佐町地域包括支援センターゆうすい

0234-71-2130

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

福島県

福島県 保健福祉部 高齢福祉課

024-521-7165

福島県福島市

福島市 長寿福祉課

024-525-7658

福島県会津若松市

会津若松市 高齢福祉課

0242-39-1290

福島県郡山市

郡山市 地域包括ケア推進課 地域包括ケア係

024-924-3561

福島県いわき市

いわき市 保健福祉部 地域包括ケア推進課

0246-27-8575

福島県白河市

白河市 保健福祉部 高齢福祉課 介護保健係

0248-22-1111

福島県須賀川市

須賀川市 健康福祉部 長寿福祉課

0248-88-8116

福島県喜多方市

喜多方市 高齢福祉課

0241-24-5242

福島県相馬市

相馬市 健康福祉課

0244-37-2174

福島県二本松市

二本松市 福祉部 高齢福祉課 介護保険係

0243-55-5115

福島県田村市

田村市 保健福祉部 介護福祉課

0247-82-1115

福島県南相馬市

南相馬市 健康福祉部 長寿福祉課

0244-24-5239

福島県伊達市

伊達市 健康福祉部 高齢福祉課

024-575-1125

福島県本宮市

本宮市 保健福祉部 高齢福祉課

0243-63-2780

福島県桑折町

桑折町 保健福祉課

024-582-1134

福島県国見町

国見町 保健福祉課

024-585-2125

福島県川俣町

川俣町 保健福祉課 健康福祉係

024-566-2111

福島県大玉村

大玉村 住民福祉部 健康福祉課 地域包括支援センター

0243-24-8391

福島県鏡石町

鏡石町 健康福祉課

0248-62-2115

福島県天栄村

天栄村 住民福祉課

0248-82-3800

福島県下郷町

――

福島県檜枝岐村

檜枝岐村 住民課

福島県只見町

――

福島県南会津町

南会津町 健康福祉課

福島県北塩原村

――

福島県西会津町

西会津町 健康福祉課

福島県磐梯町

――

福島県猪苗代町

猪苗代町 保健福祉課 高齢者福祉係

0242-62-2115

福島県会津坂下町

会津坂下町 生活課 保険年金班

0242-84-1513

福島県湯川村

湯川村 住民税務課 住民福祉係

0241-27-8810

福島県柳津町

柳津町 町民課 住民福祉班

0241-42-2118

福島県三島町

――

福島県金山町

――

0241-75-2502

0241-62-6130

0241-45-2214

自治体名

連 絡 先 部 署 名

電話番号

福島県昭和村

昭和村 保健福祉課

0241-57-2645

福島県会津美里町

会津美里町 健康ほけん課

0242-55-1145

福島県西郷村

西郷村社会福祉協議会

0248-25-5454

福島県泉崎村

泉崎村 住民福祉課 福祉グループ

0248-54-1333

福島県中島村

中島村 保健福祉課

0248-52-2174

福島県矢吹町

矢吹町 保健福祉課

0248-44-2300

福島県棚倉町

棚倉町 健康福祉課 高齢者係

0247-33-7801

福島県矢祭町

天祭町地域包括支援センター

0247-46-3770

福島県塙町

塙町 健康福祉課

0247-43-2227

福島県鮫川村

鮫川村 住民福祉課

0247-49-3113

福島県石川町

石川町 保健福祉課

0247-26-4606

福島県玉川村

玉川村社会福祉協議会 玉川村地域包括支援センター

0247-57-4620

福島県平田村

平田村地域包括支援センター

0247-55-3125

福島県浅川町

浅川町包括支援センター

0247-36-4723

福島県古殿町

古殿町 生活福祉課

0247-53-4616

福島県三春町

三春町 保健福祉課

0247-62-3166

福島県小野町

小野町地域包括支援センター

0247-72-2128

福島県広野町

――

福島県楢葉町

楢葉町 住民福祉課 介護保険係

福島県富岡町

――

福島県川内村

川内村 保健福祉課

0240-38-2941

福島県大熊町

大熊町 健康介護課 介護保険係

0242-26-3844

福島県双葉町

――

福島県浪江町

浪江町 介護福祉課

福島県葛尾村

――

福島県新地町

――

福島県飯舘村

飯舘村地域包括支援センター

0240-25-2111

0243-62-0172

0244-42-1626

