
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

盛岡市 保健福祉部 地域福祉課 福祉企画係 019-651-4111 2524 020-8530 盛岡市内丸12-2

盛岡市
（特弔のみ）

玉山
総合事務所

健康福祉課 国保福祉係 019-651-4111
4400-
132

028-4195 盛岡市渋民字泉田360

宮古市 保健福祉部 福祉課
生活福祉担
当

0193-62-2111 3421 027-8501 宮古市新川町2-1

大船渡市 生活福祉部 地域福祉課 生活福祉係 0192-27-3111 185 022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15

花巻市 健康福祉部 地域福祉課 福祉企画係 0198-24-2111 469 025-8601 花巻市花城町9-30

花巻市
大迫
総合支所

市民サービス課 健康福祉係 0198-48-2111 142 028-3203 花巻市大迫町大迫第2地割51番4

花巻市
石鳥谷
総合支所

市民サービス課 健康福祉係 0198-45-2111 224 028-3163 花巻市石鳥谷町八幡第4地割161番地

花巻市
東和
総合支所

市民サービス課 健康福祉係 0198-42-2111 222 028-0192 花巻市東和町土沢8区60番地

北上市 保健福祉部 福祉課 社会福祉係 0197-72-8213 024-8501 北上市芳町1-1

久慈市 生活福祉部 社会福祉課 0194-52-2119 286 028-8030 久慈市川崎町1-1

遠野市
健康福祉部
健康福祉の里

福祉課 福祉総務係 0198-68-3191 028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1

遠野市
宮守
総合支所

地域振興課 福祉総務係 0198-67-2111 112 028-0304 遠野市宮守町下宮守29-77

一関市 保健福祉部 長寿社会課 福祉企画係 0191-21-2111 8357 021-8501 一関市竹山町7-2

一関市 花泉支所 保健福祉課 地域福祉係 0191-82-2211 167 029-3105 一関市花泉町涌津字一ノ町29

一関市 大東支所 保健福祉課 地域福祉係 0191-72-4078 161 029-0711 一関市大東町大原字川内41-2

一関市 千厩支所 保健福祉課 生活福祉係 0191-53-3940 131 029-0803 一関市千厩町千厩字北方174

一関市 東山支所 保健福祉課 地域福祉係 0191-47-4530 029-0302 一関市東山町長坂字西本町105-1

一関市 室根支所 保健福祉課 地域福祉係 0191-64-2111 029-1201 一関市室根町折壁字八幡沖345

一関市 川崎支所 保健福祉課 地域福祉係 0191-43-2115 233 029-0202 一関市川崎町薄衣字諏訪前137

一関市 藤沢支所 保健福祉課 地域福祉係 0191-63-5304 243 029-3405 一関市藤沢町藤沢字町裏187

陸前高田市 民生部 地域福祉課 地域福祉係 0192-54-2111 201 029‐2292 陸前高田市高田町字鳴石42-5

釜石市 保健福祉部 地域福祉課 地域福祉係 0193-22-0177 026-0025 釜石市大渡町3-15-26

二戸市 健康福祉部 健康福祉企画課 0195-23-1313 211 028-6198 二戸市福岡字八幡下11-1

二戸市
浄法寺
総合支所

市民課 0195-38-2211 131 028-6892 二戸市浄法寺町下前田37-4
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部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

八幡平市 地域福祉課 福祉総務係 0195-74-2111 1114 028-7397 八幡平市野駄21-170

八幡平市
西根
総合支所

市民福祉係 0195-76-2111 028-7192 八幡平市大更35-62

八幡平市
安代
総合支所

市民福祉係 0195-72-2111 028-7592 八幡平市叺田70

八幡平市 田山支所 市民係 0195-73-2030 028-7672 八幡平市田中下タ78

奥州市 健康福祉部 福祉課 0197-24-2111 226 023-8501 奥州市水沢大手町1-1

滝沢市 健康福祉部 地域福祉課 019-656-6516 020-0692 滝沢市中鵜飼55

雫石町 福祉課
障がい福祉
グループ

019-692-6473 020-0595 岩手郡雫石町千刈田5-1

葛巻町 住民会計課 0195-66-2111 121 028-5495 岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

岩手町 健康福祉課 福祉支援係 0195-62-2111 512 028-4395 岩手郡岩手町大字五日市10-44

紫波町 生活部 健康福祉課 福祉推進室 019-672-2111 1220 028-3392 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

矢巾町 福祉・子ども課 福祉係 019-611-2572 028-3692 紫波郡矢巾町大字南矢幅13-123

金ケ崎町
保健福祉
センター

福祉係 0197-44-4560 327 029－4503 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98

西和賀町 町民課 0197-85-2111 131 029-5692 和賀郡西和賀町沢内字太田2-81-1

平泉町 町民福祉課 社会福祉係 0191-46-5562 117 029-4192 西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

住田町 保健福祉課 福祉係 0192-46-3862 136 029-2396 気仙郡住田町世田米字川向88-1

大槌町 民生部 保健福祉課 地域福祉班 0193-42-8715 028-1192 上閉伊郡大槌町上町1-3

山田町 長寿福祉課 0193-82-3111 149 028-1392 下閉伊郡山田町八幡町3-20

岩泉町 保健福祉課 社会福祉室 0194-22-2111 232 027-0595 下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5

田野畑村 生活環境課 0194-34-2114 028-8407 下閉伊郡田野畑村田野畑143-1

普代村 住民福祉課 0194-35-2113 028-8392 下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13-2

洋野町 福祉課 社会福祉係 0194-65-5915 028-7995 九戸郡洋野町種市23-27

洋野町 総合サービス課 福祉係 0194-77-2112 028-8802 九戸郡洋野町大野8-47-2

野田村 住民福祉課 住民生活班 0194-78-2928 028-8201 九戸郡野田村大字野田20-14

軽米町 町民生活課
町民生活
グループ

0195-46-4734 028-6302 九戸郡軽米町大字軽米10-85

九戸村 住民生活課 地域福祉班 0195-42-2111 201 028-6502 九戸郡九戸村大字伊保内10-11-6

一戸町 福祉部 健康福祉課 0195-32-3700 602 028-5312 二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
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