
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

福島市 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係 024-525-3747 960-8601 福島県福島市五老内町３－１

会津若松市 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉グループ 0242-39-1232 965-8601 福島県会津若松市東栄町３－４６

郡山市 保健福祉部 保健福祉総務課 援護給付係 024-924-3822 963-8601 福島県郡山市朝日一丁目２３－７

いわき市 保健福祉部 保健福祉課 保健福祉係 0246-22-7451 970-8686 福島県いわき市平字梅本２１

白河市 保健福祉部 社会福祉課 社会係 0248-22-1111 2712 961-8602 福島県白河市字八幡小路７－１

南相馬市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 0244-24-5243 975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７

須賀川市 健康福祉部 社会福祉課 福祉総務係 0248-88-811１ 962-0054 福島県須賀川市牛袋町５　須賀川アリーナ内

喜多方市 市民部 社会福祉課 福祉総務係 0241-24-5257 966-8601 福島県喜多方市字御清水東７２４４－２

相馬市 保健福祉部 健康福祉課 高齢福祉係 0244-37-2174 976-8601 福島県相馬市中村字大手先１３

二本松市 福祉部 福祉課 社会福祉係 0243-55-5111 964-8601 福島県二本松市金色４０３－１

田村市 保健福祉部 介護福祉課 高齢福祉係 0247-82-1115 963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添７６－２

伊達市 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係 024-575-1264 960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋１８０

本宮市 保健福祉部 社会福祉課 福祉係 0243-24-5371 969-1192 福島県本宮市本宮字万世２１２

桑折町 保健福祉課 地域福祉係 024-582-1134 969-1692 福島県伊達郡桑折町字谷地字宮下２２

国見町 保健福祉課 社会福祉係 024-585-2793 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二１番７

川俣町 保健福祉課 健康福祉係 024-566-2111 960-1492 福島県伊達郡川俣町字五百田３０

大玉村 健康福祉課 0243-24-8115 969-1392 福島県安達郡大玉村玉井字星内７０

鏡石町 福祉子ども課 福祉グループ 0248-62-2210 969-0492 福島県岩瀬郡鏡石町中央５９

天栄村 住民福祉課 福祉係 0248-82-2115 962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑７８

下郷町 健康福祉課 福祉係 0241-69-1199 969-5345 福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石１０００

檜枝岐村 住民課 0241-75-2502 967-0525 福島県南会津郡檜枝岐村字下ノ原８８０

只見町 町民生活課 町民係 0241-82-5100 968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤１０３９

南会津町 健康福祉課 社会福祉係 0241-62-6170 967-8501 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲３５３１－１

北塩原村 住民課 生活班 0241-23-3113 966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作３１５１

西会津町 健康福祉課 福祉介護係 0241-45-2214 969-4495 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙３２６１

磐梯町 町民課 保健福祉係 0242-74-1215 969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋１８５５

猪苗代町 保健福祉課 社会福祉係 0242-62-2115 969-3192 福島県耶麻郡猪苗代町字城南１００

会津坂下町 生活課 福祉健康班 0242-84-1522 969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲３６６２

湯川村 住民税務課 住民福祉係 0241-27-8810 125 969-3593 福島県河沼郡湯川村大字笈川字長瀞甲８７５－５

柳津町 町民課 住民福祉班 0241-42-2118 969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４
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三島町 町民課 保健福祉係 0241-48-5565 969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下３５０

金山町 住民課 住民税務係 0241-54-5131 968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地３９３

昭和村 保健福祉課 保健福祉係 0241-57-2645 968-0104 福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏１８３６

会津美里町 福祉課 社会福祉係 0242-55-1181 969-6292 福島県大沼郡会津美里町字宮北３１６３

西郷村 福祉課 地域福祉係 0248-25-1509 961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原４０

泉崎村 住民福祉課 福祉グループ 0248-54-1333 969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入１０１

中島村 保健福祉課 住民福祉係 0248-52-2174 961-0192 福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西１１－１

矢吹町 保健福祉課 福祉介護係 0248-44-2300 917 969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木１０１

棚倉町 健康福祉課 福祉係 0247-33-2117 963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野３３

矢祭町 町民福祉課 福祉グループ 0247-46-4573 963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本６６

塙町 健康福祉課 福祉係 0247-43-2115 133 963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目２１

鮫川村 住民福祉課 福祉係 0247-49-3113 963-8401
福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿
３９－５

石川町 保健福祉課 高齢福祉係 0247-26-9124 963-7893 福島県石川郡石川町字下泉１５３－２

玉川村 健康福祉課 0247-57-4623 963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷９

平田村 健康福祉課 福祉係 0247-55-3119 963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田１１６

浅川町 保健福祉課 福祉係 0247-36-4123 963-6204
福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地
１１２－１５

古殿町 生活福祉課 社会福祉係 0247-53-4616 963-8304 福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原３１

三春町 住民課 住民グループ 0247-62-8126 963-7796 福島県田村郡三春町字大町１－２

小野町 健康福祉課 社会福祉係 0247-72-6934 240 963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻９２

広野町 福祉介護課 生活福祉係 0240-27-2115 109 979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替３５

楢葉町 住民福祉課 社会福祉係 0240-23-6102 979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５－６

富岡町 健康福祉課 福祉係 024-983-9035 963-0201 福島県郡山市大槻町西ノ宮４８－５

川内村 保健福祉課 0240-38-2941 979-1292 福島県双葉郡川内村大字下川内字坂シ内１３３－５

大熊町 福祉課 福祉係 0242-26-3844 553 965-0873 福島県会津若松市追手町２－４１

双葉町 健康福祉課 福祉介護係 0246-84-5205 974-8212 いわき市東田町二丁目１９－４

浪江町 介護福祉課 福祉係 0243-62-4737 964-0984 福島県二本松市北トロミ573

葛尾村 住民生活課 住民生活係 0240-29-2112 979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

新地町 健康福祉課 福祉係 0244-62-2931 979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字桶掛田３０

飯舘村 住民課 住民係 024-562-4241 960-1301 福島県福島市飯野町字後川１０－２
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