
自 治 体 名 連　絡　先　部　署　名 電 話 番 号

北海道 北海道　保健福祉部　高齢者支援局　高齢者保健福祉課 011-231-4111

北海道札幌市 札幌市　保健福祉局　高齢保健福祉部　介護保険課　認知症支援担当係 011-211-2547

北海道函館市 函館市　保健福祉部　高齢福祉課 0138-21-3081

北海道小樽市 小樽市　医療保険部　介護保険課　地域支援事業係 0134-32-4111

北海道旭川市 旭川市　福祉保険部　介護高齢課 0166-25-5273

北海道室蘭市 室蘭市　保健福祉部　高齢福祉課 0143-25-2861

北海道釧路市 釧路市　福祉部　介護高齢課　高齢福祉担当 0154-31-4539

北海道帯広市 帯広市　保健福祉部　高齢者福祉課 0155-65-4145

北海道北見市 北見市　保健福祉部　介護福祉課 0157-25-1144

北海道夕張市 夕張市　保健福祉課　介護保険係 0123-52-3164

北海道岩見沢市 岩見沢市　高齢介護課 0126-23-4111

北海道網走市 網走市　介護福祉課　高齢者福祉係 0152-44-6111

北海道留萌市 留萌市　市民健康部　地域包括支援センター 0164-49-6060

北海道苫小牧市 苫小牧認知症キャラバン・メイト連絡会事務局（苫小牧市　福祉部　介護福祉課） 0144-32-6347

北海道稚内市 稚内市　生活福祉部　地域包括支援センター 0162-23-8585

北海道美唄市 美唄市　保健福祉部　高齢福祉課　高齢・包括支援グループ 0126-62-3156

北海道芦別市 芦別市地域包括支援センター（芦別市民福祉部　介護保険課　介護サービス係） 0124-22-1573

北海道江別市 江別市　健康福祉部　介護保険課　地域支援事業担当 011-381-1067

北海道赤平市 赤平市地域包括支援センター 0125-32-0661

北海道紋別市 紋別市　保健福祉部　介護保険課　調査支援係 0158-24-2111

北海道士別市 士別市　保健福祉部　健康長寿推進室　介護保険課 0165-23-3121

北海道名寄市 名寄市地域包括支援センター 01654-3-2111

北海道三笠市 三笠市地域包括支援センター 01267-3-2010

北海道根室市 根室市　市民福祉部　介護福祉課　地域包括支援担当 0153-23-6111

北海道千歳市 千歳市　保健福祉部　高齢者支援課 0123-24-0896

北海道滝川市 滝川市　保健福祉部　介護福祉課　地域包括支援センター 0125-28-8029

北海道砂川市 砂川市　市民部　介護福祉課　高齢者支援係 0125-54-2121

北海道歌志内市 歌志内市　保健福祉課　地域包括支援センター 0125-42-3213

北海道深川市 深川市社会福祉協議会 0164-26-2411

北海道富良野市 富良野市地域包括支援センター 0167-39-2255

北海道登別市 登別市　保健福祉部　高齢・介護グループ 0143-85-5720

北海道恵庭市 恵庭市　保健福祉部　介護福祉課　高齢者相談担当 0123-33-3131

北海道伊達市 伊達市　福祉部　高齢福祉課　高齢者福祉係 0142-23-3331
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北海道北広島市 北広島市社会福祉協議会　地域支え合いセンター 011-378-4277

北海道石狩市 石狩市　保健福祉部　高齢者支援課 0133-72-7017

北海道北斗市 北斗市　保健福祉課 0138-73-3111

北海道当別町 当別町　福祉部　福祉課　介護サービス係 0133-23-3029

北海道新篠津村 ――

北海道松前町 松前町　健康推進課 0139-42-2275

北海道福島町 福島町　保健福祉課 0139-47-4511

北海道知内町 知内町保健センター 01392-5-3506

北海道木古内町 木古内町　保健福祉課　介護福祉グループ（健康管理センター内） 01392-2-2122

北海道七飯町 七飯町　民生部　福祉課　介護保険係 0138-65-2511

北海道鹿部町 鹿部町　保健福祉課 01372-7-5291

北海道森町 森町保健センター 01374-3-2311

北海道八雲町 八雲町　保健福祉課 0137-65-5001

北海道長万部町 長万部町地域包括支援センター 01377-2-2454

北海道江差町 江差町　健康推進課 0139-52-6718

北海道上ノ国町 上ノ国町　保健福祉課 0139-55-4460

北海道厚沢部町 ――

北海道乙部町 乙部町地域包括支援センター 0139-62-5845

北海道奥尻町 奥尻町　住民課　包括支援係 01397-2-3381

北海道今金町 今金町　保健福祉課　地域包括支援センター 0137-82-2780

北海道せたな町 せたな町地域包括支援センター 0137-84-5699

北海道島牧村 島牧村　福祉課 0136-75-6001

北海道寿都町 寿都町　町民課　介護老人福祉係 0136-62-2513

北海道黒松内町 ――

北海道蘭越町 蘭越町地域包括支援センター 0136-57-6868

北海道ニセコ町 ニセコ町　保健福祉課　介護支援係 0136-44-2121

北海道真狩村 真狩村　住民課　介護係 0136-45-2121

北海道留寿都村 ――

北海道喜茂別町 ――

北海道京極町 京極町地域包括支援センター 0136-55-8615

北海道倶知安町 倶知安町　福祉医療課　地域包括支援センター業務係 0136-23-0100

北海道共和町 共和町地域包括支援センター（共和町　保健福祉課） 0135-73-2011

北海道岩内町 岩内町　保健福祉課 0135-67-7087
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北海道泊村 ――

北海道神恵内村 ――

北海道積丹町 積丹町地域包括支援センター 0135-44-3122

北海道古平町 古平町　保健福祉課　高齢者支援係 0135-42-2182

北海道仁木町 仁木町　ほけん課 0135-32-3855

北海道余市町 余市町　民生部　高齢者福祉課　高齢者福祉係 0135-21-2119

北海道赤井川村 赤井川村　社会課　介護保険係 0135-35-2050

北海道南幌町 南幌町　保健福祉課　健康づくりグループ 011-378-5888

北海道奈井江町 奈井江町地域包括支援センター 0125-65-2131

北海道上砂川町 上砂川町　地域支援推進室（地域包括支援センター） 0125-62-3370

北海道由仁町 由仁町地域包括支援センター 0123-83-4750

北海道長沼町 長沼町地域包括支援センター 0123-82-5051

北海道栗山町 ――

北海道月形町 月形町　保健福祉課　高齢者支援係 0126-53-3155

北海道浦臼町 浦臼町　長寿福祉課 0125-69-2100

北海道新十津川町 新十津川町　保健福祉課 0125-72-2000

北海道妹背牛町 妹背牛町　健康福祉課　福祉グループ 0164-32-2411

北海道秩父別町 秩父別町　住民課　住民福祉グループ 0164-33-2111

北海道雨竜町 雨竜町　住民課 0125-77-2212

北海道北竜町 北竜町　住民課　介護保険係 0164-34-2111

北海道沼田町 ――

北海道鷹栖町 鷹栖町　健康福祉課　介護福祉係 0166-87-2112

北海道東神楽町 東神楽町　健康ふくし課　東神楽地域包括支援センター 0166-83-5600

北海道当麻町 ――

北海道比布町 比布町　保健福祉課 0166-85-4804

北海道愛別町 愛別町地域包括支援センター 01658-6-5111

北海道上川町 ――

北海道東川町 東川町　保健福祉課　社会福祉室 0166-82-2111

北海道美瑛町 美瑛町　地域包括支援センター内　美瑛町キャラバン・メイト連絡協議会事務局 0166-92-4248

北海道上富良野町 上富良野町　保健福祉課　高齢者支援班 0167-45-6987

北海道中富良野町 ――

北海道南富良野町 南富良野町社会福祉協議会 0167-39-7711

北海道占冠村 占冠村地域包括支援センター 0167-56-2022
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北海道和寒町 和寒町　保健福祉課　介護支援係 0165-32-2000

北海道剣淵町 剣淵町　健康福祉課 0165-34-3955

北海道下川町 下川町　保健福祉課　地域包括支援センター 01655-5-1165

北海道美深町 ――

北海道音威子府村 ――

北海道中川町 中川町　住民課　幸福推進室 01656-7-2813

北海道幌加内町 幌加内町　保健福祉課 0165-35-3090

北海道増毛町 ――

北海道小平町 ――

北海道苫前町 苫前町　保健福祉課 0164-64-2215

北海道羽幌町 羽幌町　健康支援課 0164-62-6020

北海道初山別村 初山別村　住民課 0164-67-2211

北海道遠別町 遠別町　福祉課　包括支援係 01632-7-2111

北海道天塩町 天塩町　福祉課　地域ケア係 01632-2-1001

北海道猿払村 猿払村地域包括支援センター 01635-2-2090

北海道浜頓別町 ――

北海道中頓別町 ――

北海道枝幸町 ――

北海道豊富町 ――

北海道礼文町 礼文町　町民課 0163-86-1001

北海道利尻町 利尻町　くらし支援課 0163-84-2345

北海道利尻富士町 ――

北海道幌延町 ――

北海道美幌町 美幌町　民生部　保健福祉グループ　高齢者福祉担当 0152-73-1111

北海道津別町 津別町　保健福祉課　津別町地域包括支援センター 0152-76-2158

北海道斜里町 斜里町　保健福祉課 0152-23-6644

北海道清里町 清里町　保健福祉課　福祉介護グループ 0152-25-3847

北海道小清水町 小清水町地域包括支援センター 0152-62-4473

北海道訓子府町 訓子府町　福祉保健課　高齢者支援係 0157-47-5555

北海道置戸町 置戸町地域福祉センター 0157-52-3309

北海道佐呂間町 ――

北海道遠軽町 遠軽町　民生部　保健福祉課 0158-42-4813

北海道湧別町 湧別町地域包括支援センター 01586-2-5864
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北海道滝上町 ――

北海道興部町 興部町地域包括支援センター 0158-82-4155

北海道西興部村 ――

北海道雄武町 ――

北海道大空町 大空町　福祉課　保健介護グループ 0152-74-2111

北海道豊浦町 豊浦町　総合保健福祉施設　介護保険係 0142-83-2408

北海道壮瞥町 ――

北海道白老町 白老町　高齢者介護課　高齢者保健福祉グループ 0144-82-5560

北海道厚真町 ――

北海道洞爺湖町 ――

北海道安平町 安平町　健康福祉課 0145-25-4555

北海道むかわ町 むかわ町　健康福祉課　保健介護グループ（本庁） 0145-42-2415

北海道日高町 日高町門別地域包括支援センター 01456-2-6789

北海道平取町 平取町　保健福祉課　介護支援係 01457-2-3700

北海道新冠町 新冠町　保健福祉課 0146-47-2113

北海道浦河町 浦河町地域包括支援センター 0146-22-7733

北海道様似町 様似町　保健福祉課　包括支援係 0146-36-5511

北海道えりも町 えりも町　保健福祉課　介護支援係 01466-2-4888

北海道新ひだか町 新ひだか町地域包括支援センター 0146-43-1111

北海道音更町 音更町　保健福祉部　地域包括支援センター　高齢者福祉課　予防調整係 0155-32-4567

北海道士幌町 士幌町　保健福祉課 01564-5-2108

北海道上士幌町 上士幌町　保管福祉課　介護支援担当（上士幌町地域包括支援センター） 01564-2-5555

北海道鹿追町 鹿追町　福祉課　福祉町民相談係 0156-66-1311

北海道新得町 新得町　保健福祉課　在宅支援係 0156-64-0533

北海道清水町 清水町　保健福祉課　在宅支援係 0156-69-2233

北海道芽室町 芽室町　保健福祉課　高齢者相談係 0155-62-9724

北海道中札内村 中札内村　福祉課　福祉グループ 0155-67-2321

北海道更別村 更別村　保健福祉課 0155-53-3000

北海道大樹町 大樹町　保健福祉課　高齢者支援係（大樹町地域包括支援センター） 01558-6-2200

北海道広尾町 広尾町地域包括支援センター 01558-2-3370

北海道幕別町 ――

北海道池田町 池田町　保健福祉課　包括支援係 015-572-2100

北海道豊頃町 豊頃町　福祉課 015-574-2214



自 治 体 名 連　絡　先　部　署　名 電 話 番 号

北海道本別町 本別町地域包括支援センター 0156-22-9222

北海道足寄町 足寄町　福祉課　総合支援相談室　地域包括支援センター 0156-25-9200

北海道陸別町 陸別町地域包括支援センター 0156-27-8001

北海道浦幌町 浦幌町　保健福祉課　地域包括支援センター 015-576-5111

北海道釧路町 釧路町　健康福祉部　介護高齢課　地域包括支援係 0154-40-5217

北海道厚岸町 厚岸町　保健福祉課 0153-53-3333

北海道浜中町 浜中町地域包括支援センター 0153-62-2307

北海道標茶町 標茶町地域包括支援センター 015-485-1515

北海道弟子屈町 弟子屈町　福祉課　地域包括支援係 015-482-2935

北海道鶴居村 ――

北海道白糠町 白糠町　保健福祉部　介護健康課　介護支援係（白糠町地域包括支援センター） 01547-2-2171

北海道別海町 別海町　福祉部　介護支援課 0153-75-2111

北海道中標津町 中標津町　介護保険課　介護支援係 0153-73-3111

北海道標津町 標津町地域包括支援センター 0153-82-1588

北海道羅臼町 羅臼町地域包括支援センター 0153-87-5880


