
都道府県 実施率（※）

北広島市 砂川市 士別市
名寄市 苫小牧市 登別市
伊達市 音更町 本別町
釧路市

青森県 弘前市 2.5%
奥州市 滝沢市 雫石町
矢巾町 久慈広域連合

宮城県 仙台市 川崎町 女川町 8.6%
秋田県 潟上市 4.0%

鶴岡市 長井市 山辺町
金山町 最上町 真室川町
戸沢村 遊佐町

福島県 会津若松市 会津美里町 いわき市 1.7%
茨城県 つくば市 2.3%

宇都宮市 足利市 小山市
那須烏山市 下野市 壬生町

群馬県 前橋市 高崎市 沼田市 8.6%
さいたま市 川越市 春日部市
鴻巣市 三郷市 鳩山町
小鹿野町

千葉県 成田市 1.9%
文京区 江東区 目黒区
世田谷区 板橋区 足立区
町田市

神奈川県 横浜市 川崎市 相模原市 9.1%
新潟市 長岡市 三条市
柏崎市 燕市 上越市
佐渡市 南魚沼市 胎内市
湯沢町

富山県 魚津市 射水市 新川地域介護保険組合 20.0%
小松市 輪島市 珠洲市
加賀市 穴水町 能登町
福井市 鯖江市 南越前町
美浜町

山梨県 山梨市 韮崎市 7.4%
長野市 上田市 飯田市
駒ヶ根市 佐久市 北アルプス広域連合

恵那市 美濃加茂市 笠松町
養老町
静岡市 三島市 島田市
焼津市 藤枝市 函南町

愛知県 名古屋市 蒲郡市 3.7%
津市 伊賀市 東員町
玉城町
大津市 草津市 守山市
米原市

平成26年度　認知症地域支援推進員等設置事業実施市町村

実施市町村名

山形県 22.9%

新潟県 33.3%

東京都

栃木県 23.1%

石川県 31.6%

福井県 23.5%

長野県 7.8%

静岡県 17.1%

三重県 13.8%

滋賀県 21.1%

5.6%

岩手県

北海道

15.2%

11.1%埼玉県

11.3%

岐阜県 9.5%
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平成26年度　認知症地域支援推進員等設置事業実施市町村

実施市町村名

京都市 宇治市 向日市
長岡京町 大山崎町 京丹波町
大阪市 堺市 豊中市
高槻市 茨木市 泉佐野市

河内長野市 大阪狭山市 阪南市
岬町
神戸市 姫路市 尼崎市
西宮市 洲本市 豊岡市
加古川市 三田市 たつの市
香美町

奈良県 奈良市 大和高田町 橿原市 7.7%
和歌山県 海南市 御坊市 紀美野町 10.0%
鳥取県 米子市 倉吉市 江府町 15.8%
島根県 出雲市 浜田地区広域行政組合 雲南広域連合 15.8%

岡山市 倉敷市 高梁市
真庭市 浅口市 和気町
西粟倉村 久米南町
広島市 大竹市 東広島市
世羅町
山口市 防府市 周南市
阿武町

徳島県 鳴門市 美馬市 8.3%
香川県 高松市 丸亀市 坂出市 17.6%
愛媛県 西予市 久万高原町 10.0%
高知県 土佐清水市 四万十市 中土佐町 8.8%

北九州市 福岡市 大川市
春日市 みやこ町

佐賀県 唐津市 佐賀中部広域連合 10.0%
長崎県 佐世保市 諫早市 9.5%

熊本市 人吉市 荒尾市
水俣市 玉名市 天草市
山鹿市 菊池市 宇土市
上天草市 宇城市 阿蘇市
合志市 美里町 大津町
菊陽町 高森町 南阿蘇村
御船町 益城町 山都町
錦町 湯前町 五木村
苓北町
大分市 中津市 佐伯市
竹田市 豊後大野市

宮崎県 小林市 日向市 三股町 11.5%
鹿児島市 垂水市 薩摩川内市
日置市 霧島市 奄美市
さつま町 湧水町 中種子町

沖縄県 うるま市 2.4%
合計

※実施率＝管内事業実施市町村数（H26事前協議時点）／管内市町村数（H26.1.1時点）

京都府 23.1%

大阪府 23.3%

兵庫県 24.4%

山口県 21.1%

福岡県 8.3%

岡山県 29.6%

広島県 13.0%

226

熊本県 55.6%

鹿児島県 20.9%

大分県 16.7%


