
市町村別高齢者虐待相談窓口
令和２年１月１日現在

市町村名 郵便番号 住所 課室名 電話番号(内線) ＦＡＸ 組織メールアドレス

岐阜市 500-8701 岐阜市今沢町１８ 高齢福祉課 058-265-3889 058-264-5090 kourei@city.gifu.gifu.jp

大垣市 503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地
高齢介護課高齢福祉Ｇ
大垣市地域包括支援センター

0584-47-7424
0584-82-1166

0584-81-6221 koureikaigoka@city.ogaki.lg.jp

高山市 506-8555 高山市花岡町２丁目１８番地 高年介護課 0577-32-3333(2953) 0577-35-4884 kounenkaigo@city.takayama.lg.jp

多治見市 507-8787 多治見市音羽町1-233 高齢福祉課
0572-23-5821(直通)
0572-22-1111(2232,2233)

0572-25-6434 koureifukusi@city.tajimi.lg.jp

関市 501-3894 関市若草通３－１ 高齢福祉課
0575-23-9007(直通)
代表　0575-22-3131(内線2145)

0575-23-7748 korei@city.seki.lg.jp

中津川市 508-8501 中津川市かやの木町2-5 高齢支援課(中津川市包括支援センター） 0573-66-1111(609,619) 0573-62-0058 fukusi@city.nakatsugawa.lg.jp

美濃市 501-3792 美濃市１３５０番地 健康福祉課 0575-33-1122(140) 0575-35-1997 koureifukushi_270@city.mino.lg.jp

瑞浪市 509-6195 瑞浪市上平町1丁目1番地 高齢福祉課 0572-68-2117 0572-66-1278 kourei@city.mizunami.lg.jp

羽島市 501-6292 羽島市竹鼻町55番地 高齢福祉課 058-392-1111(2556) 058-394-1240 korei@city.hashima.lg.jp

恵那市 509-7292 恵那市長島町正家1-1-1 地域包括支援センター 0573-26-2111(168) 0573-25-7294 houkatsushien@city.ena.lg.jp

美濃加茂市 505-0041 美濃加茂市太田町1900番地 高齢福祉課 0574-25-2111(506) 0574-24-7447 kourei@city.minokamo.lg.jp

土岐市 509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101 高齢介護課 0572-54-1111(231,232) 0572-55-1367 koreikaigo@city.toki.lg.jp

各務原市 504-8555 各務原市那加桜町1-69 高齢福祉課 058-383-1779 058-383-6365 kfukusi@city.kakamigahara.gifu.jp 

可児市 509-0292 可児市広見一丁目1番地 高齢福祉課 0574-62-1111(3234) 0574-60-4616 koreifukusi@city.kani.lg.jp

山県市 501-2192 山県市高木1000番地1 健康介護課 0581-22-6838 0581-22-6841 kenko@city.gifu-yamagata.lg.jp

瑞穂市 501-0293 瑞穂市別府1288 地域福祉高齢課 058-327-4126 058-327-4143 chiikifukusi@city.mizuho.lg.jp

飛騨市 509-4221 飛騨市古川町若宮２丁目１番６０号 地域包括ケア課 地域包括支援センター 0577-73-6233(地域包括直通) 0577-73-3604 houkatsukea@city.hida.lg.jp 　　

本巣市 501-0494 本巣市下真桑1000番地 福祉敬愛課 058-323-7754 058-323-1445 fukushi@city.motosu.lg.jp

郡上市 501-4297 郡上市八幡町島谷228番地 高齢福祉課 地域包括支援センター 0575-67-0008（直通） 0575-66-0157 houkatsu@city.gujo.lg.jp

下呂市 509-2517 下呂市萩原町萩原1166-8 高齢福祉課(地域包括支援センター) 0576-53-2100 0576-52-3915 kourei@city.gero.lg.jp

海津市 503-0695 海津市海津町高須515番地 高齢介護課
0584-53-1145(高齢介護課)
0584-53-3030(地域包括支援センター)

0584-53-0443 koreikaigo@city.kaizu.lg.jp
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市町村名 郵便番号 住所 課室名 電話番号(内線) ＦＡＸ 組織メールアドレス

岐南町 501-6197 羽島郡岐南町八剣７－１０７ 福祉課　地域包括支援センター 058-247-1312 058-247-1488 houkatu@town.ginan.lg.jp

笠松町 501-6063 羽島郡笠松町長池４０８－１ 健康介護課 058-388-7171 058-388-5955 kenkokaigo@town.kasamatsu.lg.jp

養老町 503-1251 養老郡養老町石畑５２３ 地域包括支援センター 0584-33-0270 0584-33-0275 houkatu@town.yoro.gifu.jp 

垂井町 503-2193 不破郡垂井町宮代2957番地の11 健康福祉課　地域包括支援センター 0584-22-7505（直通） 0584-22-5180 kenkou@town.tarui.lg.jp

関ケ原町 503-1592 不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58 住民課 地域包括支援センター
0584-43-1113(住民課)
0584-43-3201(地域包括支援センター)

0584-43-2120(住民課)
0584-43-3204(地域包括支援センター)

jyuumin@town.sekigahara.gifu.jp

神戸町 503-2392 安八郡神戸町大字神戸1111 健康福祉課・地域包括支援センター 0584-27-3111(126) 0584-27-8443 fukushi@town.godo.lg.jp

輪之内町 503-0292 安八郡輪之内町四郷２５３０－１ 福祉課・地域包括支援センター 0584-68-2766 0584-68-2766 houkatsu@town.wanouchi.lg.jp

安八町 503-0198 安八郡安八町氷取161番地 福祉課 0584-64-7104(直通) 0584-64-5014 fukushi@ town.anpachi.gifu.jp 

揖斐川町 501-0692 揖斐郡揖斐川町三輪133番地 健康福祉課 0585-23-1341 0585-22-4496 kenkoufukushi@town.ibigawa.lg.jp

大野町 501-0592 揖斐郡大野町大字大野80番地 健康課 地域包括支援センター 0585-34-1111(153,159) 0585-34-3525 hokatsu@town-ono.jp

池田町 503ｰ2492 揖斐郡池田町六之井1468番地の1 保険年金課 0585-45-3111(111) 0585-45-8314 yakuba@town.gifu-ikeda.lg.jp

北方町 501-0492 本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 福祉健康課 058-323-1119 058-323-2114 fukushi@town.gifu-kitagata.lg.jp

坂祝町 505-8501 加茂郡坂祝町取組４６番地１８ 福祉課(地域包括支援センター)
0574-26-7111(236)
0574-25-7575(包括直通)

0574-27-1808 fukushi@town.sakahogi.gifu.jp

富加町 501-3392 加茂郡富加町滝田１５１１ 福祉保健課
0574-54-2183(福祉保健係)
0574-54-2184(地域包括支援センター)

0574-54-2461 fukushihoken-g@town.tomika.lg.jp

川辺町 509-0393 加茂郡川辺町中川辺１５１８－４ 健康福祉課(地域包括支援センター) 0574-53-7216 0574-53-2374 kenkou@town.gifu-kawabe.lg.jp

七宗町 509-0401 加茂郡七宗町上麻生2152番地1 住民課　地域包括支援センター 0574-48-2046 0574-48-1360 zyuumin@town.hichiso.lg.jp

八百津町 505-0392 加茂郡八百津町八百津3827番地１ 八百津町地域包括支援センター
0574-43-3267(直通)
0574-43-2111(2566)

0574-43-2117 houkatsu@town.yaotsu.lg.jp

白川町 509-1105 加茂郡白川町河岐１６４５－１ 保健福祉課 0574-72-2317(363) 0574-72-2503 hoken@town.shirakawa.lg.jp

東白川村 509-1302 加茂郡東白川村神土692-2
保健福祉課
東白川村地域包括支援センター

0574-78-2100 0574-78-3028 507hoken@vill.higashishirakawa.lg.jp

御嵩町 505-0192 可児郡御嵩町御嵩1239番地１　 保険長寿課　高齢福祉係
0574-66-2002(直通)
0574-67-2111(2172,2116)

0574-67-1875 kourei@town,mitake,lg.jp

白川村 501-5692 大野郡白川村鳩谷517番地 村民課 05769-6-1311(153) 05769-6-1709 sonmin-hokeneisei@vill.shirakawa.lg.jp
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