
【市町担当課】
市町名 担当課名 担当者名 電話番号等 休日夜間連絡先
松山市 介護保険課 ◎山内 電話　089-948-6949 同左

花崎 FAX　089-934-0815 （守衛等から担当へ連絡）
中矢 E-mail 
大塚 kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

今治市 高齢介護課 ◎浮穴 電話　0898-36-1528 0898-32-5200（市役所代表）
（中央包括支援センター） FAX　0898-32-7307 内線33253(中央包括支援センター）

E-mail Kourei@imabari-city.jp
宇和島市 高齢者福祉課 ◎中 電話0895-24-1111 同左

地域包括支援センター 村尾 FAX　0895-24-1126 （守衛から担当へ連絡）
E-mail naka-hajime@city.uwajima.lg.jp

八幡浜市 保健センター 兵頭 電話　0894-24-6626 八幡浜市地域包括支援センター
FAX　0894-24-6652 0894-24-3918

（留守電対応。日に２回確認）
E-mail　hyoudou-masahiko@city.yawatahama.ehime.jp

新居浜市 介護福祉課 村上 電話　0897-65-1241 0897-33-5151(市役所夜間休日専用）
FAX　0897-37-3844 （宿日直から担当へ連絡）
E-mail　h12100@city.niihama.lg.jp

西条市 高齢介護課 ◎近藤 電話　0897-52-1412 在宅介護支援センターゆるぎ荘
西原 FAX　0897-52-1408 0897-55-0622
尾上 E-mail　 （大町・飯岡小学校区）

koreikaigo@saijo-city.jp 在宅介護支援センターまなべ病院
0897-57-7011
（氷見、橘､禎瑞小学校区､大保木､加茂地区）

在宅介護支援センターいしづち苑
0897-53-1177
(玉津､西条小学校区）
在宅介護支援センター水都苑
0897-56-2354
（神拝､神戸小学校区､市之川地区）
在宅介護支援センターコスモス

0898-64-7123
(東予東中学校区）
在宅介護支援センター亀天荘
0898-66-0100
（東予西､河北中学校区）
在宅介護支援センターあすか
0898-76-2061
（丹原東中学校区）
在宅介護支援センタール・ソレイユ
0898-76-2111
（丹原西中学校区）
在宅介護支援センター小松
0898-72-6363
（小松町全域）
（各センター・宿日直から担当へ連絡）

大洲市 高齢福祉課 ◎德永 電話　0893-24-2111 同左
秦 FAX　0893-24-0961 （宿日直から担当へ連絡）

新穗 E-mail　
川渕 koureihukushika@city.ozu.ehime.jp

伊予市 長寿介護課 岡田 電話　089-982-1111 同左
FAX　089-983-3354 （宿日直から担当へ連絡）
E-mail　okada-koji@city.iyo.lg.jp

四国中央市 高齢介護課 片岡 電話　0898-28-6147 0896-28-6000(三島）
地域包括支援センター FAX　0896-28-6059 0896-28-6200(川之江）

0896-28-6300(土居)
0896-28-6400（新宮）

E-mail （守衛から担当へ連絡）
kazuma@city.shikokuchuo.ehime.jp

平成２２年度　高齢者虐待防止対策市町担当課　連絡先一覧



市町名 担当課名 担当者名 電話番号等 休日夜間連絡先
西予市 高齢福祉課 ◎浅野 電話　0894-62-6406 0894-62-1111

沖野 FAX　0894-62-3055 （宿日直から担当へ連絡）
萩原 E-mail　yoshihiko.asano@city.seiyo.lg..jp

東温市 社会福祉課 ◎宮内 電話　089-964-4406 089-964-2001（市役所代表）
FAX　089-964-4446 （宿日直から担当へ連絡）
E-mail　
syakaifukushi@city.toon.ehime.jp

保険年金課 相原 089-964-4408 東温市地域包括支援センター
089-955-0150
在宅介護支援センターウェルケア重信
089-955-0310
在宅介護支援センターガリラヤ荘
089-966-6250

上島町 健康推進課 田房 電話　0897-76-3000 上島町生名総合支所
FAX 0897-76-2375 同左（宿直から担当へ連絡）
E-mail　tabusa-satoko@town.kamijima.ehime.jp

久万高原町 保健福祉課 重見 電話　0892-50-0230 久万高原町地域包括支援センター
菅 FAX　0892-21-2860 0892-50-0230

岩本 E-mail  （夜間、携帯に自動転送）
◎畝本 unemoto-yukio@kumakogen.jp 携帯　090-8695-4277

松前町 健康課 柏原 電話　089-985-4205 089-985-2111（松前町代表）
地域包括支援センター ◎宮下 FAX　089-985-4206 （宿日直から担当へ連絡）

E-mail  松前町在宅介護支援センターみどり
173houkatsu@town.masaki.ehime.jp 089-985-2121

松前町在宅介護支援センター鶴寿荘
089-985-0405
松前町在宅介護支援センター菜の花
089-984-7366
松前町在宅介護支援センターエンゼル
089-984-6407
(各センターから町代表電話へ連絡）

砥部町 介護福祉課 岩田 電話　089-962-6118 同左
◎武田 FAX　089-962-2936 （宿日直から担当へ連絡）

E-mail  iwata@town.tobe.ehime.jp
内子町 住民福祉課 ◎山中 電話　0893-44-2111 同左

保健福祉班 山本 FAX　0893-44-4116 （宿日直から担当へ連絡）
E-mail  k-yamanaka@town.uchiko.ehime.jp

伊方町 保健福祉課 竹内 電話　0894-38-2652 0894-38-0211
FAX　0894-38-0372 （宿日直から担当へ連絡）
E-mail  mo.takeuchi@town.ikata.ehime.jp

松野町 保健福祉課 ◎上本 電話　0895-42-0708 0895-42-1111（松野町役場代表）
地域包括支援センター 谷口 FAX　0895-42-1550 （宿日直から担当へ連絡）

E-mail
k-uemoto@town.matsuno.ehime.jp

鬼北町 保健福祉課 芝 電話　0895-45-1111 同左
FAX　0895-45-3618 （宿日直から担当へ連絡）
E-mail  k.shiba@town.kihoku.ehime.jp

愛南町 高齢者支援課 ◎垣本 電話　0895-72-7325 0895-72-1211
地域包括支援センター 長岡 FAX　0895-70-1777 （宿日直から担当へ連絡）

E-mail　kakimoto-kxa@town.ainan.ehime.jp

【県担当課】
課名 担当者 電話番号

本庁 089-941-2111（県代表）
長寿介護課 089-912-2430（課代表）
介護予防係(総括) 白石、◎馬越、亀井 089-912-2431
介護事業者係（養介護施設従事者） 佐川、◎中井 089-912-2432

　※　主たる担当者に◎



1 松山市 松山市地域包括支援センター桑原・道後 委託
（湯山・五明・伊台・道後・湯築・桑原地区） 社会福祉法人　平成会
松山市桑原2丁目5-5 松山市溝辺町乙539-1
電話：089-993-5666 FAX：089-993-5668 電話：089-977-8111

2 松山市 松山市地域包括支援センター石井・久谷 委託
（石井東・石井西・浮穴・久谷地区） 社会福祉法人　白寿会
松山市井門町374-2 松山市天山二丁目4-17
電話：089-957-0808 FAX：089-957-3303 電話：089-946-3345

3 松山市 松山市地域包括支援センター小野・久米 委託
（久米・小野地区） 医療法人財団　慈強会
松山市南土居町67-1 松山市高井町1211
電話：089-970-3761 FAX：089-975-7620 電話：089-975-7431

4 松山市 松山市地域包括支援センター東・拓南 委託
(番町・八坂・東雲・素鵞地区) 社団法人　松山市医師会
松山市中村3丁目5-11　シエロアスル1階 松山市柳井町2丁目85
電話：089-915-7760　FAX：089-915-7763 電話：089-915-7700

5 松山市 松山市地域包括支援センター城西・勝山 委託
(新玉・雄郡・清水・味酒地区） 社会福祉法人　道真会
松山市清水町3丁目15 松山市富久町412-1
電話：089-911-1135　FAX：089-911-1140 電話：089-972-8338

6 松山市 松山市地域包括支援センター西 委託
（余土・垣生・生石・味生地区） 医療法人 ミネルワ会
松山市空港通7丁目14-12 松山市高岡町178-4
電話：089-972-3888 FAX：089-972-3890 電話：089-973-0111

7 松山市 松山市地域包括支援センター三津浜 委託
（宮前・三津浜・高浜・興居島地区）
松山市東山町143番地 松山市山西町997-1
電話：089-911-0661 FAX：089-911-0662 電話：089-952-0332

8 松山市 松山市地域包括支援センター中島 委託
（中島地区） 医療法人　友朋会
松山市小浜甲558 松山市溝辺町甲331
電話：089-997-0454 FAX：089-997-0454 電話：089-977-3311

9 松山市 松山市地域包括支援センター城北 委託
（和気・潮見・堀江・久枝地区） 医療法人　慈孝会
松山市内宮町552-1 松山市福角町乙69-1
電話：089-911-8005 FAX：089-911-8006 電話：089-978-5258

10 松山市 松山市地域包括支援センター北条 委託
社会福祉法人　北条福祉協会

松山市下難波甲1014 松山市立岩中村甲345
電話：089-911-7757 FAX：089-911-7758 電話：089-996-0333

11 今治市 今治市中央地域包括支援センター 直営
（陸地部（玉川包括ｾﾝﾀｰ担当地区を除く）+関前地区）

今治市別宮町一丁目４番地１　
電話　0898-36-1528 FAX 0898-32-7307

12 今治市 今治市玉川地域包括支援センター 直営
（玉川、菊間、大西、朝倉、桜井、西）
今治市玉川三反地甲１０－１
電話　0898-36-8512 FAX 0898-55-3123

13 今治市 今治市伯方地域包括支援センター 直営
（関前地区を除く島嶼部）
今治市伯方町木浦甲１２３５
電話　0897-72-1065 FAX 0897-72-2838

社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会

（浅海・立岩・難波・正岡・北条・河野・粟井地区）

平成２２年度　県内地域包括支援センター一覧　　　　　　　(２２年４月１日現在）

市町名
直営・委託
母体法人等

名　　　称
（担当地区）・所在地・電話番号等



市町名
直営・委託
母体法人等

名　　　称
（担当地区）・所在地・電話番号等

14 宇和島市 宇和島市地域包括支援センター 直営
（市内全域）
宇和島市曙町1番地
電話0895-24-1111 FAX 0895-24-1126

15 八幡浜市 八幡浜市地域包括支援センター 直営
(市内全域)
八幡浜市松柏乙1101番地
電話0894-24-3918(直)
電話0894-24-6626(保健センター)
FAX0894-24-6652

16 新居浜市 新居浜市地域包括支援センター 直営
（市内全域）
新居浜市一宮町1－5－１　　市役所内
電話　0897-65-1245 FAX 0897-33-5178

17 西条市 西条市地域包括支援センター 直営
（市内全域）
西条市明屋敷１６４
電話0897-52-1412　 FAX0897-52-1408

18 大洲市 大洲市地域包括支援センター 直営
（市内全域）
大洲市大洲６９０番地の１
電話0893-24-2111　 FAX 0893-24-0961
サブセンター大洲中央 直営
（大洲【肱南、久米、肱北、喜多、平野、南久米、柳沢、

新谷、三善、上須戒】）

大洲市大洲690番地の1
電話　0893-24-2111 FAX 0893-24-0961
サブセンター大洲西 直営
（大洲【八多喜】、長浜）

大洲市長浜甲480番地の3
電話　0893-52-1111 FAX 0893-52-0637
サブセンター大洲東 直営
（大洲【平、菅田、大川】、肱川、河辺）

大洲市肱川町山鳥坂72番地1
電話　0893-34-2340 FAX 0893-34-2314

19 伊予市 伊予市地域包括支援センター 直営
（市内全域）
伊予市米湊８２０番地
電話　089-982-1111 FAX 089-983-3354

20 四国中央市 直営
（市内全域） 本庁
四国中央市三島宮川４丁目6－55　市役所内
電話　0896-28-6147 FAX 0896-28-6059

直営
(川之江地域)
四国中央市金生町下分８６５　川之江庁舎内

電話　0896-28-6228 FAX 0896-28-6189
直営

(新宮地域）
四国中央市新宮町新宮４６１　　新宮庁舎内

電話　0896-28-6403 FAX 0896-28-6405
直営

（土居地域)
四国中央市土居町入野１７８－１　 土居庁舎内
電話　0896-28-6311 FAX 0896-28-6391

四国中央市地域包括支援センター

四国中央市地域包括支援センター川之江支所

四国中央市地域包括支援センター新宮支所

四国中央市地域包括支援センター土居支所

直通：電話・ＦＡＸ　089-997-3039



市町名
直営・委託
母体法人等

名　　　称
（担当地区）・所在地・電話番号等

21 西予市 西予市地域包括支援センター 委託
（本所） 西予市社会福祉協議会
（市内全域）
西予市野村町野村12号15号番地

（支所）
（宇和、明浜、三瓶）
西予市宇和町卯之町四丁目746番地

22 東温市 東温市地域包括支援センター 委託
（市内全域） 東温市社会福祉協議会
東温市田窪３００－２ 東温市田窪３００－２
電話　089-955-0150 FAX 089-955-5766

23 上島町 直営
（町内全域）

直営
（岩城地区）

直営
（生名地区）

直営
（魚島地区）

24 久万高原町 久万高原町地域包括支援センター 直営
(町内全域）
久万高原町久万212番地　
電話　0892-50-0230 FAX 0892-21-2860

25 松前町 松前町地域包括支援センター
（町内全域） 直営
松前町筒井７１０－１

26 砥部町 砥部町地域包括支援センター 直営
（町内全域）
伊予郡砥部町宮内１３９２番地
電話　089-962-6118 FAX 089-962-2936

直営
（広田地区）
伊予郡砥部町総津４０９番地
電話　089-969-2111 FAX 089-969-2115

27 内子町 内子町地域包括支援センター
（町内全域） 直営
喜多郡内子町平岡甲168番地

28 伊方町 伊方町地域包括支援センター 直営
　（町内全域）
伊方町湊浦１９９３番地１　　伊方町庁舎内
電話　0894-38-2652 FAX 0894-38-0372

29 松野町 松野町地域包括支援センター 直営
（町内全域）
北宇和郡松野町大字延野々１４０６番地４
電話0895-42-0708　FAX0895-42-1550

上島町魚島1番耕地1367-2

上島町弓削上弓削１９０７－１
電話0897-77-3698 FAX0897-77-3705

上島町生名2133-3

上島町地域包括支援センター魚島（包括センター窓口）
FAX0897-74-0912

電話　0894-62-7730 FAX　0894-62-7735

上島町地域包括支援センター

電話0897-74-1120 FAX0897-74-1130

FAX0897-75-2826
上島町地域包括支援センター生名サブセンター

電話0893-44-2111  FAX0893-44-4116

砥部町地域包括支援センター広田サブセンター

西予市野村町野村12号15号番地

電話　0894-72-0022 FAX　0894-72-0024

上島町地域包括支援センター岩城サブセンター

上島町岩城2239
電話0897-74-0755

電話089-985-4205  FAX 089-985-4206 

電話0897-74-0921



市町名
直営・委託
母体法人等

名　　　称
（担当地区）・所在地・電話番号等

30 鬼北町 鬼北町地域包括支援センター 直営
（町内全域）
鬼北町大字近永８００番地1
電話0895-45-1111 FAX0895-45-3618

31 愛南町 愛南町地域包括支援センター 直営
（町内全域）
南宇和郡愛南町城辺甲2487番地
電話0895-72-7325　ＦＡＸ0895-70-1777


