
都道府県 実施率（※）

砂川市 長沼町 札幌市

当別町 小樽市 倶知安町

苫小牧市 伊達市 豊浦町

室蘭市 新ひだか町 函館市

士別市 東川町 和寒町

釧路市

青森県 0.0%
奥州市 金ヶ崎町 矢巾町

陸前高田市 盛岡市 大船渡市

柴田町 石巻市 仙台市

川崎町 蔵王町 大崎市

東松島市 富谷町 色麻町

白石市

秋田県 秋田市 能代市 8.0%
山形市 鶴岡市 上山市

長井市 南陽市 山辺町

金山町

福島県 0.0%
茨城県 牛久市 2.3%
栃木県 宇都宮市 那須烏山市 8.0%
群馬県 高崎市 2.9%

さいたま市 川越市 熊谷市

所沢市 飯能市 加須市

本庄市 春日部市 狭山市

鴻巣市 深谷市 朝霞市

志木市 新座市 久喜市

富士見市 三郷市 蓮田市

鶴ヶ島市 ふじみ野市 三芳町

鳩山町 皆野町 長瀞町

小鹿野町

千葉市 市川市 船橋市

佐倉市 習志野市 市原市

君津市 浦安市 白井市

匝瑳市 白子町

東京都 目黒区 1.6%
神奈川県 横浜市 相模原市 6.1%

埼玉県 39.7%

千葉県 20.4%

宮城県 28.6%

山形県 20.0%

岩手県 18.2%

平成26年度　認知症カフェ　設置市町村一覧
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北海道 8.9%



都道府県 実施率（※）実施市町村名

新潟市 長岡市 三条市

新発田市 見附市 燕市

糸魚川市 五泉市 佐渡市

南魚沼市 胎内市 湯沢町

関川村

高岡市 魚津市 滑川市

黒部市 小矢部市 南砺市

上市町

金沢市 七尾市 小松市

輪島市 かほく市 白山市

能美市 野々市市 宝達志水町

能登町

福井市 越前市 越前町

美浜町 高浜町 あわら市

鯖江市

山梨県 中央市 山梨市 上野原市 11.1%
長野市 上田市 駒ヶ根市

飯田市 白馬村 松川村

岐阜県 恵那市 笠松町 美濃加茂市 7.1%
静岡県 0.0%
愛知県 長久手市 1.9%

津市 四日市市 桑名市

松阪市 伊賀市

大津市 長浜市 近江八幡市

湖南市 東近江市 甲良町

京都市 向日市 長岡京市

大山崎町 宇治市 城陽市

八幡市 京田辺市 井手町

笠置町 和束町 精華町

亀岡市 南丹市 京丹波町

舞鶴市 綾部市 宮津市

京丹後市 伊根町 与謝野町

堺市 岸和田市 吹田市

高槻市 貝塚市 泉佐野市

富田林市 寝屋川市 河内長野市

和泉市 高石市 東大阪市

泉南市 四條畷市 門真市

岬町

神戸市 姫路市 尼崎市

西宮市 伊丹市 相生市

豊岡市 加古川市 赤穂市

高砂市 養父市 淡路市

宍粟市 加東市 たつの市

播磨町 太子町 上郡町

佐用町 香美町

京都府 80.8%

大阪府 37.2%

兵庫県 48.8%

滋賀県 31.6%

長野県 7.8%

三重県 17.2%

石川県 52.6%

福井県 41.2%

新潟県 43.3%

富山県 46.7%



都道府県 実施率（※）実施市町村名

奈良県 大和高田市 葛城市 広陵町 7.7%
海南市 紀美野町 橋本市

和歌山市 有田市 湯浅町

鳥取県 鳥取市 米子市 10.5%
出雲市 浜田市 江津市

川本町 安来市

岡山市 倉敷市 笠岡市

総社市 新見市 真庭市

和気町

広島市 竹原市 三原市

福山市 府中市 東広島市

府中町 世羅町 神石高原町

宇部市 周南市 山口市

下松市 光市

徳島県 0.0%
香川県 坂出市 5.9%
愛媛県 0.0%
高知県 中土佐町 2.9%

飯塚市 新宮町 嘉麻市

福智町 大刀洗町 朝倉市

大野城市 行橋市 筑後市

直方市 久留米市 大川市

福岡市 那珂川町

佐賀県 0.0%
長崎県 佐世保市 4.8%

熊本市 水俣市 山鹿市

菊池市 宇城市 阿蘇市

菊陽町 甲佐町 錦町

苓北町

大分県 中津市 竹田市 11.1%
宮崎市 都城市 小林市

日向市 門川町 日之影町

鹿児島県 鹿児島市 霧島市 奄美市 7.0%
沖縄県 与那原町 北中城村 宮古島市 7.3%
合計 16.1%

※　実施率＝実施市町村数／管内市町村数
※　管内において認知症カフェの開設を把握している市町村名を掲載。（認知症ケア向上推進事業の活用に関わらない。）
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熊本県 22.2%

岡山県 25.9%

宮崎県 23.1%

山口県 26.3%

福岡県 23.3%

広島県 39.1%

和歌山県 20.0%

島根県 26.3%
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