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（２）地域包括支援センターの連絡先・ホームページ一覧 

（平成 29 年 10 月１日調べ） 

・ 地域包括センターは、高齢者福祉に関する総合的な相談窓口で、介護、  

福祉、医療等に関するさまざまな相談を受け、支援を行います。ご本人や  

家族だけでなく、地域の方も利用できます。 
・ 表中の「担当課/連絡先(TEL)」の記載は、都道府県内の地域包括支援   

センターの一覧を掲載している担当課です。詳細は、市区町村の担当課への

連絡が必要となる場合があります。 
 

県名 担当課/連絡先（TEL） ホームページ 

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（大代表） 

（地域包括支援センター） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/houkatuC/ 
tiikihoukatuitiran.htm 

青森県 
健康福祉部高齢福祉保険課 

017-722-1111(大代表) 

（介護保険情報） 

http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/ 
kaigohoken.html 

岩手県 

保健福祉部長寿社会課 

高齢福祉担当 

019-629-5432 

（地域包括支援センターについて） 

http://www.pref.iwate.jp/fukushi/koureisha/ 
22634/001940.html 

宮城県 

長寿社会政策課 

地域包括ケア推進班 

022-211-2552 

（地域包括支援センターの一覧） 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/ 
houkatsu-c.html 

秋田県 
健康福祉部長寿社会課 

018-860-1361 

（地域包括支援センターの設置状況） 

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2202 

山形県 

健康長寿推進課 

地域包括ケア推進担当 

023-630-3121 

（地域包括支援センター関連情報） 

http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/koreisha/ 
korei/7090002publicdocument200701307516426
951.html 

福島県 

高齢福祉課 

地域包括ケアシステム係 

024-521-7165 

（地域包括支援センターに関する情報） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/ 
tiikihoukatsusiennsenntajouhou.html 

茨城県 

保健福祉部長寿福祉課 

地域ケア推進室 

地域ケア推進グループ 

029-301-3332 

（茨城県内の地域包括支援センター) 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/
shichoson/kaigo/hokatsu/index.html#about 

栃木県 
高齢対策課 

028-623-3048 

（地域包括支援センター一覧） 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/welfare/ 
koureisha/kaigohoken/1184889455152.html 
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県名 担当課/連絡先（TEL） ホームページ 

群馬県 

健康福祉部 

地域包括ケア推進室 

027-897-2733 

（地域包括支援センター） 

http://www.pref.gunma.jp/02/d2310055.html 

埼玉県 

福祉部地域包括ケア課 

地域包括ケア担当 

048-830-3256 

（地域包括支援センター） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ 
houkatsu.html 

千葉県 

健康福祉部高齢者福祉課 

地域包括ケア推進班 

043-223-2342 

（地域包括支援センター） 

http://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kaigohoken/ 
service/houkatsushien.html 

東京都 

高齢社会対策部 

在宅支援課在宅支援担当 

03-5320-4271 

（地域包括支援センター及び在宅介護支援センター一覧） 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/ 
sodan/chiiki-zaitaku_center.html 

神奈川県 

保健福祉局福祉部 

高齢福祉課 

045-210-4835 

（地域包括支援センター一覧） 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4301/ 

新潟県 

高齢福祉保健課 

在宅福祉係 

025-280-5192 

（市町村別 県内の地域包括支援センターのご案内） 

http://www.pref.niigata.lg.jp/ 
kourei/1280779314218.html 

富山県 
厚生部高齢福祉課 

076-444-3204 

（老人福祉施設及び介護サービス事業所等一覧） 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1211/ 
kj00000050.html 

石川県 
健康福祉部長寿社会課 

076-225-1487 

（県内老人福祉施設等一覧） 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/list/list.html 

福井県 
政策推進グループ 

0776-20-0325 

（社会福祉施設・団体一覧） 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenfukubu/seisui/
sisetu-mokuji.html 

山梨県 
福祉保健部健康長寿推進課 

055-223-1453 

（地域包括支援センター） 

http://www.pref.yamanashi.jp/chouju/ 
78434634355.html 

長野県 
健康福祉部介護支援課 

026-235-7111 

（地域包括支援センターをご利用ください） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-
shien/kenko/koureisha/kaigo/chiikihokatsu.html 

岐阜県 
高齢福祉課介護保険者係 

058-272-8296 

（地域包括支援センターについて） 

http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/koreisha/ 
ninchisho-taisaku/11215/ 
tiikihoukatusiencentar.html 

静岡県 

健康福祉部福祉長寿局 

長寿政策課 

054-221-2442 

（地域包括支援センター） 

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-210/ 
chouju/kaigoyobou/26houkatuitiran.html 

愛知県 
健康福祉部高齢福祉課 

052-954-6285 

（介護保険・高齢者福祉ガイドブック） 

http://www.pref.aichi.jp/korei/guide/index.html 
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県名 担当課/連絡先（TEL） ホームページ 

三重県 

健康福祉部長寿介護課 

医療介護連携班 

059-224-3327 

（三重県地域包括支援センター情報共有ホームページ） 

http://www.pref.mie.lg.jp/ 
CHOJUS/HP/22834022805.htm 

滋賀県 

健康医療福祉部 

医療福祉推進課 

077-528-3520 

（老人福祉施設等一覧（県把握分）） 

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/lakadia/ 
shisetsuichiran/ 

京都府 
健康福祉部高齢者支援課 

075-414-4570 

（地域包括支援センター ［高齢者のための関係機関］） 

http://www.pref.kyoto.jp/kourei-engo/ 
13900035.html 

大阪府 

福祉部 

高齢介護室介護支援課 

地域支援グループ 

06-6944-6690 

（地域包括支援センター） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/ 
tiikihoukatusien/ 

兵庫県 

健康福祉部少子高齢局 

高齢対策課 

078-362-9033 

（地域総合支援センター（地域包括支援センター）一覧表） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/ 
hw18_000000027.html 

奈良県 

健康福祉部 

地域包括ケア推進室 

0742-27-8540 

（地域包括支援センターとは） 

http://www.pref.nara.jp/42278.htm 

和歌山県 

福祉保健部福祉保健政策局 

福祉保健総務課 

073-441-2471 

（福祉保健施設一覧） 

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040100/ 
shisetsu/index.html 

鳥取県 

福祉保健部ささえあい福祉局 

長寿社会課 

0857-26-7174 

（各種相談窓口(地域包括支援センター等)） 

http://www.pref.tottori.lg.jp/ 
dd.aspx?itemid=93214 

島根県 
高齢者福祉課 

0852-22-5204 

（地域包括支援センター） 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/ 
kourei/kourei_sien/csc/index.html 

岡山県 
長寿社会課 

086-226-7326 

（高齢者の相談窓口(地域包括支援センター）） 

http://www.pref.okayama.jp/page/ 
detail-43415.html 

広島県 

地域包括ケア・高齢者支援課 

地域ケア推進グループ 

082-513‐3198 

（地域包括支援センターの設置状況） 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/ 
tiikihoukatusienncenter/houkatusetti.html 

山口県 

長寿社会課 

地域包括ケア推進班 

083-933-2788 

（地域包括ケアシステム・地域包括ケアシステムについて） 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13400/ 
tiikihoukatukea/tiikihoukatukea.html 

徳島県 

長寿いきがい課 

地域包括ケア推進担当 

088-621-2213 

（地域包括支援センターについて） 

http://www.pref.tokushima.jp/docs/ 
2011050200065/ 
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県名 担当課/連絡先（TEL） ホームページ 

香川県 
健康福祉部健康福祉総務課 

087-831-1111(大代表) 

（社会福祉施設等一覧） 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/ 
social-w-f/ 

愛媛県 

保健福祉部長寿介護課 

介護予防係 

089-912-2431 

（相談する：地域包括支援センター） 

http://www.pref.ehime.jp/h20400/ 
ninchishoshien/consult/comprehend.html 

高知県 

地域福祉部高齢者福祉課 

地域包括ケア推進担当 

088-823-9627 

（各市町村地域包括支援センター一覧） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/ 
2015071800037.html 

福岡県 

高齢者地域包括ケア推進課 

在宅介護・予防係 

092-643-3250 

（地域包括支援センター） 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ 
tiiki-houkatsu.html 

佐賀県 

長寿社会課 

地域包括ケア推進室 

0952-25-7105 

（地域包括支援センターが設置されています） 

http://www.pref.saga.lg.jp/kiji0031115/ 
index.html 

長崎県 
長寿社会課 

095-895-2431 

（社会福祉施設(高齢者)） 

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/ 
hukushi-hoken/koreisha/shisetsujoho/ 
sisetu-itiran/ 

熊本県 

健康福祉部 

認知症対策・地域ケア推進課 

096-333-2211 

（高齢者の総合相談窓口 地域包括支援センター） 

https://www.pref.kumamoto.jp/common/ 
UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15311&sub_id
=1&flid=65996 

大分県 

高齢者福祉課 

地域包括ケア推進班 

097-506-2695 

（地域包括支援センター一覧表） 

http://www.pref.oita.jp/site/144/ 
houkatsuichiran.html 

宮崎県 

福祉保健部長寿介護課 

医療・介護連携推進室 

0985-44-2605 

（地域包括支援センターについて（回答）） 

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryokaigo/kenko/ 
koresha/naruhodo_a6.html 

鹿児島県 
保健福祉部介護福祉課 

099-286-2111(大代表) 

（地域包括支援センター一覧） 

http://www.pref.kagoshima.jp/ae05/ 
kenko-fukushi/koreisya/zigyosya/hokatu.html 

沖縄県 

子ども生活福祉部 

高齢者福祉介護課 

介護企画班 

098-866-2214 

（介護保険制度について） 

http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/ 
kikaku/kaigohokennseido.html 

 

 

  


