
＜会津地域＞

1　市町村

2　地域包括支援センター

№ 市町村名 課名 所在地
電話番号

（FAX番号）

1 会津若松市 高齢福祉課
〒965-8601
会津若松市東栄町3番46号

0242-39-1290
（0242-39-1431）

2 喜多方市 社会福祉課
〒966-8601
喜多方市字御清水東7244番地2

0241-24-5257
（0241-24-5286）

3 北塩原村 住民課
（保健センター）
〒966-0402
北塩原村大字大塩字堀田山8518-93

0241-28-3733
（0241-28-3735）

4 西会津町 福祉介護課
〒969-4495
耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308

0241-45-2214
（0241-45-2229）

5 磐梯町 町民課　 〒969-3392
耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855

0242-74-1215
（0242-73-2115）

6 猪苗代町 保健福祉課
〒969-3123
耶麻郡猪苗代町字城南100

0242-62-2115
（0242-62-2123）

7 会津坂下町 生活課
〒969-6592
河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地

0242-84-1513
（0242-83-1144）

8 湯川村 住民課
〒969-3593
河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地

0241-27-8830
（0241-27-3760）

9 柳津町 町民課　
〒969-7201
河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234

0241-42-2118
（0241-42-3419）

10 三島町 町民課　
〒969-7511
大沼郡三島町大字宮下字宮下350

0241-48-5565
（0241-48-5544）

11 金山町 住民課　
〒968-0011
大沼郡金山町大字川口字谷地393

0241-54-5135
(0241-54-2118)

12 昭和村 保健福祉課　
〒968-0104
大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1836

0241-57-2645
（0241-57-2649）

13 会津美里町 健康ふくし課
〒969-6292
大沼郡会津美里町字新布才地１番地

0242-55-1145
（0242-55-1189）

No 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地
電話番号

（FAX番号）

1
会津若松市若松第１
地域包括支援センター

行仁・鶴城・
東山小学校区域

〒965-0818
会津若松市東千石1丁目2-13

0242-36-6770
（0242-29-6289）

市町村名

会津若松市

2
会津若松市若松第２
地域包括支援センター

謹教・城西・
小金井小学校区域

〒965-0862
会津若松市本町1-1

0242-27-0211
（0242-27-0235）

3
会津若松市若松第３
地域包括支援センター

門田・城南・
大戸小学校区域

〒965-0825
会津若松市門田町大字黒岩字五百山丙
459-3

0242-38-3090
（0242-38-3091）

会津若松市

会津若松市

4
会津若松市若松第４
地域包括支援センター

永和・神指・城北・日新小学校区
域

〒965-0062
会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂
55-1

0242-37-7711
（0242-37-7729）

5
会津若松市若松第５
地域包括支援センター

一箕・松長・
湊小学校区域

〒965-0001
会津若松市一箕町大字松長字下長原152

0242-39-2779
（0242-39-2300）

会津若松市

会津若松市

6
会津若松市北会津
地域包括支援センター

荒舘・川南小学校区域
〒969-6188
会津若松市北会津町東小松字南古川12

0242-56-5005
（0242-56-5004）

7
会津若松市河東
地域包括支援センター

河東学園小学校区域
〒969-3481
会津若松市河東町郡山字中子山22

0242-75-4815
（0242-76-1588）

会津若松市

会津若松市

会津地域の市町村
会津若松市、喜多方市、

北塩原村、西会津町、磐梯町、

猪苗代町、会津坂下町、湯川村、

柳津町、三島町、金山町、

昭和村、会津美里町



No 市町村名 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地
電話番号

（FAX番号）

8
喜多方市
地域包括支援センター

喜多方市全域
〒966-0043
喜多方市字上江3646番地1

0241-21-8856
（0241-23-3296）

9 熱塩加納サブセンター 熱塩加納地区
〒966-0104
喜多方市熱塩加納町米岡字下平乙609番
地

0241-36-2336
（0241-36-2776）

喜多方市

喜多方市

10 塩川サブセンター 塩川地区
〒969-3521
喜多方市塩川町字身神300番地1

0241-27-4047
（0241-28-1258）

11 山都サブセンター 山都地区
〒969-4139
喜多方市山都町字北松ノ前3144番地

0241-38-3139
（0241-38-3138）

喜多方市

喜多方市

12 高郷サブセンター 高郷地区
〒969-4303
喜多方市高郷町揚津字袖山甲3067番地3

0241-44-7111
（0241-44-7112）

13
北塩原村
地域包括支援センター

北塩原村全域
〒966-0402
耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518番
地93（社会福祉協議会）

0241-28-3766
（0241-33-2070）

喜多方市

北塩原村

14
にしあいづ
地域包括支援センター

西会津町全域
〒969-4401
耶麻郡西会津町登世島字田畑乙2042番地
89

0241-45-3327
（0241-45-2695）

15
磐梯町
地域包括支援センター

磐梯町全域
〒969-3301
耶麻郡磐梯町大字磐梯字諏訪山2926

0242-73-3530
（0242-73-3881）

西会津町

磐梯町

16
猪苗代町
地域包括支援センター

猪苗代町全域
〒969-3121
耶麻郡猪苗代町字梨木西65

0242-72-1530
（0242-72-1530）

17
会津坂下町
地域包括支援センタ－

会津坂下町全域
〒969-6553
河沼郡会津坂下町字西南町裏甲3998番地
1

0242-84-2700
（0242-84-2702）

猪苗代町

会津坂下町

18
湯川村
地域包括支援センター

湯川村全域
〒969-3593
河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地

0241-28-1585
（0241-27-3760）

19
柳津町
地域包括支援センター

柳津町全域
〒969-7201
河沼郡柳津町大字柳津字上荒町甲1118番
地

0241-42-2550
（0241-42-3428）

湯川村

柳津町

20
三島町
地域包括支援センター

三島町全域
〒969-7511
大沼郡三島町大字宮下字下乙田889番地

0241-48-5045
（0241-52-3626）

21
金山町
地域包括支援センター

金山町全域
〒968-0006
大沼郡金山町大字中川字沖根原1324

0241-55-3409
（0241-42-7474）

三島町

金山町

22
昭和村
地域包括支援センター

昭和村全域
〒968-0104
大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1836

0241-57-2645
（0241-57-2649）

23
会津美里町
地域包括支援センター
「高齢者あんしんセンター」

会津美里町全域
〒969-6264
大沼郡会津美里町字高田甲2866

0242-36-7510
（0242-36-7520）

昭和村

会津美里町



３　認知症地域支援推進員

17 柳津町
柳津町
地域包括支援センター

柳津町全域
柳津町大字柳津字上荒町甲1118
番地

0241-42-2550
（0241-42-3428）

19 三島町
三島町町民課
保健福祉係

三島町全域
大沼郡三島町大字宮下
字宮下350

0241-48-5565
（0241-48-5544）

No. 市町村名 推進員配置先 担当区域 配置先所在地
電話番号

（FAX番号）

　認知症の方が住み慣れた環境で安心して暮らし続けることが出来るよう、認知症施策や事業の企画立案を担う方達です。市町村役場や、
地域包括支援センター等に配置されています。
推進員の役割・活動
①医療・介護等の支援ネットワーク構築認知症の人が容態に応じて必要な医療や介護等のサービスを受けられるよう市町村・関係機関との
連携体制、認知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）の作成、普及に努めます。
②認知症対応力向上のための支援（関係機関と連携した各種事業の企画・調整）・ 認知症疾患医療センターの専門医等による病院・施設等
における処遇困難事例の検討及び個別支援・ 介護保険施設等の相談員による、在宅生活を送る認知症の人や家族への効果的な介護方法
等の相談支援・ 認知症カフェ等の開設   その他さまざまな事業の企画・調整を行います。
③相談支援・支援体制構築   認知症の人や家族への相談支援の他、「認知症初期集中支援チーム」との連携等による、必要なサービスが認
知症の人や家族に提供される為の調整を行います。

2 会津若松市
会津若松市若松第1
地域包括支援センター

行仁・鶴城・東山小学校区域 会津若松市東千石一丁目2-13
0242-36-6770

（0242-29-6289）

1 会津若松市 会津若松市高齢福祉課 会津若松市全域 会津若松市東栄町3番46号
0242-39-1290

（0242-39-1431）

4 会津若松市
会津若松市若松第３
地域包括支援センター

門田・城南・大戸小学校区域
会津若松市門田町黒岩字五百山
丙459-3

0242-38-3090
（0242-38-3091）

3 会津若松市
会津若松市若松第２
地域包括支援センター

謹教・城西・小金井小学校区域 会津若松市本町1-1
0242-27-0211

（0242-27-0235）

6 会津若松市
会津若松市若松第５
地域包括支援センター

一箕・松長・湊小学校区域
会津若松市一箕町松長字下長原
152

0242-39-2779
（0242-39-2300）

5 会津若松市
会津若松市若松第４
地域包括支援センター

永和・神指・城北・日新小学校区
域

会津若松市神指町北四合字伊丹
堂55-1

0242-37-7711
（0242-37-7729）

8 会津若松市
会津若松市河東
地域包括支援センター

河東学園小学校区域
会津若松市河東町郡山字中子山
22番地

0242-75-4815
（0242-76-1588）

7 会津若松市
会津若松市北会津
地域包括支援センター

荒舘・川南小学校区域
会津若松市北会津町東小松字南
古川12

0242-56-5005
（0242-56-5004）

10 北塩原村
北塩原村
地域包括支援センター

北塩原村全域
北塩原村大字大塩
字堀田山8518-93

0241-28-3766
（0241-33-2070）

9 喜多方市
喜多方市役所
保健福祉部社会福祉課
地域包括ケア推進室

喜多方市全域 喜多方市字御清水東7244番地2
0241-24-5257

（0241-24-5286）

12 磐梯町
磐梯町
地域包括支援センター

磐梯町全域 磐梯町大字磐梯字諏訪山2926
0242-73-3530

（0242-73-3881）

11 西会津町
にしあいづ
地域包括支援センター

西会津町全域
西会津町登世島字田畑乙2042-
89

0241-45-3327
（0241-45-2695）

14 会津坂下町
会津坂下町
地域包括支援センター

会津坂下町全域
会津坂下町字西南町裏甲3998番
地1

0242-84-2700
（0242-84-2702）

13 猪苗代町
猪苗代町
地域包括支援センター

猪苗代町全域 猪苗代町字梨木西６５
0242-72-1530

（0242-72-1530）

16 柳津町
柳津町
町民課住民福祉係

柳津町全域 柳津町大字柳津字下平乙234
0241-42-2118

（0241-42-3419）

15 湯川村
湯川村
地域包括支援センター

湯川村全域 湯川村大字清水田字長瀞18番地
0241-28-1585

（0241-27-3760）

18 三島町
三島町
地域包括支援センター

三島町全域
大沼郡三島町大字宮下
字坂ノ下659

0241-48-5045
（0241-52-3626）

21 湯川村
湯川村
地域包括支援センター

湯川村全域 湯川村大字清水田字長瀞18番地
0241-28-1585

（0241-27-3760）

20 会津坂下町
会津坂下町
地域包括支援センター

会津坂下町全域
会津坂下町字西南町裏甲3998番
地1

0242-84-2700
（0242-84-2702）

22 三島町
三島町
地域包括支援センター

三島町全域
大沼郡三島町大字宮下
字坂ノ下659

0241-48-5045
（0241-52-3626）



No. 市町村名 推進員配置先 担当区域 配置先所在地
電話番号

（FAX番号）

23

24 金山町
金山町
住民課保健福祉係

金山町全域 金山町大字川口字谷地393
0241-54-5135

（0241-54-2118）

三島町
三島町町民課
保健福祉係

三島町全域
大沼郡三島町大字宮下
字宮下350

0241-48-5565
（0241-48-5544）

25 昭和村
昭和村
保健福祉課　福祉係

昭和村全域 昭和村小中津川石仏1836
0241-57-2645

（0241-57-2649）

26 会津美里町
会津美里町
高齢者あんしんセンター
（地域包括支援センター）

会津美里町全域 会津美里町字高田甲2866
0242-36-7510

（0242-36-7520）



４ 認知症初期集中支援チーム

No. 市町村名
認知症初期集中支援チーム

連絡・相談窓口
担当区域

電話番号
（FAX番号）

　認知症初期集中支援チームは、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む病院、診療所等に配置され、認知症に係る専門的
な知識、技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問、観
察・評価、家族支援等の初期支援を行います。

1 会津若松市 会津若松市高齢福祉課 会津若松市全域
0242-39-1290

（0242-39-1431）

2 会津若松市 会津若松市若松第１地域包括支援センター 行仁・鶴城・東山小学校区域
0242-36-6770

（0242-29-6289）

3 会津若松市 会津若松市若松第２地域包括支援センター 謹教・城西・小金井小学校区域
0242-27-0211

（0242-27-0235）

4 会津若松市 会津若松市若松第３地域包括支援センター 門田・城南・大戸小学校区域
0242-38-3090

（0242-38-3091）

5 会津若松市 会津若松市若松第４地域包括支援センター 永和・神指・城北・日新小学校区域
0242-37-7711

（0242-37-7729）

6 会津若松市 会津若松市若松第５地域包括支援センター 一箕・松長・湊小学校区域
0242-39-2779

（0242-39-2300）

9 喜多方市
喜多方市役所保健福祉部
社会福祉課地域包括ケア推進室

喜多方市全域
0241-24-5257

（0241-24-5286）

7 会津若松市 会津若松市北会津地域包括支援センター 荒舘・川南小学校区域
0242-56-5005

（0242-56-5004）

8 会津若松市 会津若松市河東地域包括支援センター 河東学園小学校区域
0242-75-4815

（0242-76-1588）

10 北塩原村 北塩原村住民課健康づくり班（保健センター） 北塩原村全域
0241-28-3733

（0241-28-3735）

11 西会津町 西会津町福祉介護課介護係 西会津町全域
0241-45-2214

（0241-45-2229）

12 西会津町 にしあいづ地域包括支援センター 西会津町全域
0241-45-3327

（0241-45-2695）

13 磐梯町 磐梯町地域包括支援センター 磐梯町全域
0242-73-3530

（0242-73-3881）

14 猪苗代町 猪苗代町保健福祉課高齢者福祉係 猪苗代町全域
0242-62-2115

（0242-62-2123）

15 会津坂下町 会津坂下町地域包括支援センター 会津坂下町全域
0242-84-2700

（0242-84-2702）

16 会津坂下町
会津坂下町生活課保険年金班
高齢者支援係

会津坂下町全域
0242-84-1513

（0242-83-1144）

17 湯川村 湯川村住民課保健係 湯川村全域
0241-27-8830

（0241-27-3760）

19 柳津町 柳津町地域包括支援センター 柳津町全域
0241-42-2525

（0241-42-3428）

20 三島町 三島町地域包括支援センター 三島町全域
0241-48-5045

（0241-52-3626）

21 三島町 三島町町民課保健福祉係 三島町全域
0241-48-5565

（0241-48-5544）

22 三島町 県立宮下病院 三島町全域
0241-52-2321

（0241-52-3133）

23 金山町 金山町住民課保健福祉係 金山町全域
0241-54-5135

（0241-54-2118）

24 昭和村 昭和村　保健福祉課　福祉係 昭和村全域
0241-57-2645

（0241-57-2649）



25 会津美里町 会津美里町役場 健康ふくし課 介護保険係 会津美里町全域
0242-55-1145

（0242-55-1189）

26 会津美里町
会津美里町高齢者安心センター
（地域包括支援センター）

会津美里町全域
0242-36-7510

（0242-36-7520）

No. 市町村名
認知症初期集中支援チーム

連絡・相談窓口
担当区域

電話番号
（FAX番号）

27 会津美里町 高田厚生病院 会津美里町全域
0242-54-2211

（0242-54-6709）



５　認知症カフェ（オレンジカフェ）

 ※新型コロナウイルスの影響により休止している場合があります。問合せ先に御確認をお願いします。

主催 問合せ先

1 会津若松市
カフェ
ひだまり

毎月第3土曜日
10：00～14：00
(8月は変更あり)

500円
（ランチセッ
ト）
200円
（ドリンクの
み）

会津若松市少年の家
（会津若松市城東町15-62）

認知症の人と家族の会
会津地区会

認知症の人と家族
の会　会津地区会
090-8423-4377

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所

医療法人明精会
北会津地域包括支
援センター
0242-56-5005

3 会津若松市
オレンジカフェ
メモリィ

毎月第3火曜日
10：00～11：30

200円
（お茶代）

医療生協
愛称「つどいの家｝
（会津若松市東千石1-3-32）

オレンジカフェメモリィ
（地域住民とボランティ
ア）

若松第1地域包括支
援センター
0242-36-6770

2 会津若松市
オレンジカフェ
こころの輪

毎月第4水曜日
14：00～16：00

200円
（お茶代）

会津西病院
（会津若松市北会津町東小松
2335）

一般財団法人
竹田健康財団
竹田綜合病院
認知症疾患医療センター

0242-29-3808

5 会津若松市
コミカフェ
しゃべりば

毎月第2土曜日
10：00～11：30

200円
（お茶代）

城南コミュニティセンター
（会津若松市東年貢1-11-2）

福島県作業療法士会
会津支部

会津医療センター
作業療法室
0242-75-2100

4 会津若松市
認知症家族教室
オレンジカフェ

毎月第3土曜日
13：30～15：00

２00円
（お茶代）

山鹿クリニック
３Ｆ待合スペース
（会津若松市本町1-1）

認知症を考える会
あいづの種

デイサービス
OASIS２号館
0242-27-5533

7 会津若松市 ここdeかふぇ
毎月第3火曜日
14：00～15：30

300円
（ドリンクとス
イーツ代）

社会福祉法人たちあおい内　caf
éアクティブ
（会津若松市一箕町亀賀藤原
22-16）

優志会
社会福祉法人
たちあおい
0242-23-4362

6 会津若松市 たねカフェ七日町
毎月第2・4土曜
日
11：00～14：00

ドリンク100
円
ランチ450円
スイーツ実費

デイサービスおばちゃんち
（会津若松市七日町13-29）

会津若松市社会福祉協
議会

会津若松市社会福
祉協議会
在宅サービス推進
室
0242-75-4780

9 喜多方市 やわらぎ茶屋
奇数月第２金曜
日14：30～15：
30

100円
グループホーム・小規模多機能
やわらぎ
(喜多方市東桜ガ丘一丁目136）

社会福祉法人啓和会 0241-21-8711

8 会津若松市
俺ん家カフェ
Orenchi Café

毎月１回第３ま
たは第４金曜日
（1月8月休み・11
月は変更あり）
13：30～15：00

無料
河東園芸ふれあいセンター
（河東町郡山中子山22）

社会福祉法人天心会 0241-24-4870

11 喜多方市 なないろカフェ
奇数月第2木曜
日15：00～16：
00

100円
グループホームレインボー
（喜多方市関柴町上高額字広面
673-6）

医療法人社団小野病院 0241-22-2300

10 喜多方市 すこやかワイワイカフェ
偶数月第3水曜
日14：30～16：
00

100円
グループホームすこやか
(喜多方市松山町村松字北原
3656-1）

社会福祉法人啓和会 0241-21-198012 喜多方市 スマイルカフェ
奇数月第3日曜
日
14：30～

100円
「至福の郷」グループホーム東
町
（喜多方市字石田4041-1）



No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所 主催 問合せ先

13 喜多方市 ひびきカフェ
偶数月第３月曜
日
14：00～15：00

100円
グループホームひびき
（喜多方市山都町字北松ノ前
3144）

社会福祉法人啓和会 0241-30-1123

社会福祉法人啓和会 0241-28-5855

15 喜多方市 ひまわり喫茶

偶数月第4日曜
日
14：30～15：30

100円
グループホームひまわり
（喜多方市字さつきが丘101）

医療法人佐原病院 0241-23-3715

14 喜多方市 どりーむカフェ

奇数月第3水曜
日
14：30～16：00

100円
グループホーム夢の森
（喜多方市熱塩加納町米岡字下
平乙608-5）

株式会社ジェイバック 0241-21-8630

17 喜多方市 ほっとカフェたんぽぽ
偶数月第３金曜
日
14：00～15：00

100円
グループホームさわら
（喜多方市塩川町字大在家21）

医療法人佐原病院 0241-27-5510

16 喜多方市 もも太郎さんカフェ

奇数月第3木曜
日
14：00～15：00

100円

グループホームもも太郎さん喜
多方
（喜多方市松山町村松字上原
22）

社会福祉法人天心会 0241-38-3900

19 喜多方市 カフェの和

毎月一回開催
※開催日につい
ては問合せくだ
さい

100円
デイサービスべるはぁと
（喜多方市字三丁目4821-2）

株式会社ヴェルリンク 0241-23-7002

18 喜多方市 喫茶ほほえみ
毎月第４火曜日
14：30～16：00

250円
(飲み物と菓
子)

ハッピーランドあいかわ
（喜多方市山都町相川字鶴巻田
甲978-4）

特定非営利活動法人
清扶会

0241-23-6116

21 西会津町
オレンジカフェ
いいで愛

不定期開催
10：00～11：30
年５回程度
※開催日につい
ては問い合わせ
ください

無料
（内容により
参加費あり）

西会津町介護センター
（耶麻郡西会津町登世島字田畑
乙2042番地89）
ほか出前開催あり

西会津町介護福祉課
にしあいづ地域包括支援
センター

0241-45-2214
0241-45-3327

20 喜多方市 さくら茶屋
奇数月第3金曜
日
14：00～15：00

100円
ケアプラザ喜多方
（喜多方市押切南一丁目150）

社会福祉法人心愛会 0242-74-1000

23 猪苗代町 陽だまりカフェ 月１回
内容により参
加費あり

猪苗代町農村環境改善センター
他

猪苗代町 0242-62-2115

22 磐梯町 町かふぇ
毎月第4金曜日
13：30～15：30

100円
ハーモニー磐梯
（磐梯町大字磐梯字山道366）

天空のさと・すみれ 0242-63-1800

25 会津坂下町 認知症カフェ
毎月第2火曜日
10：00～11：00

100円

会津坂下町保健福祉センター
1階金銀交流サロン
（会津坂下町字西南町裏甲3998
番地1）

会津坂下町地域包括支
援センター

0242-84-2700

24 猪苗代町 すみれカフェ
毎月第３木曜日
14：00～16：00

100円
天空のさと・すみれ
（猪苗代町字梨木西44-1）



６　認知症疾患医療センター  

疾患セン

べこかふぇ
100円
（お茶代）

柳津町地域包括支援セ
ンター 0241-42-2550

31

28 柳津町

毎月
第2または第4
火曜日
10：00～12：00
（ふれあい館）
14：00～16：00
（ゆきげ館）

やないづふれあい館
（柳津町大字柳津字下平乙242-
2）

地域住民交流センター「ゆきげ
館」
（柳津町大字砂子原字居平406）

特定非営利活動法人清
扶会
小規模多機能型居宅介
護事業所ケアプラザ坂下

0242-93-7707

27 湯川村 あじさいカフェ 不定期 100円
グループホームあじさい
（湯川村大字浜崎字城東1589-
1）

社会福祉法人啓和会 0241-27-5811

26 会津坂下町 ほのぼのカフェ
偶数月第3火曜
日
14：00～15：00

無料
（作品作りの
内容により数
百円）

ほしのらうんじ
（会津坂下町大字羽林字西碇
183番地）

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所 主催 問合せ先

社会福祉法人みしま 0241-48-504529 三島町 カフェ「きてみっせ」
毎月第3水曜日
10:00～12:00

300円

三島町観光交流館「からんころ
ん」
（大沼郡三島町大字宮下字宮下
214-5）

30 昭和村 むらのCafe「メケメケ」 不定期開催 100円 昭和村内
特定非営利活動法人　苧
麻倶楽部

0241‐57‐2240

0242-36-7510会津美里町 美里カフェ
開催日：不定期
開催時間：13：30
～15：00

無し 会津美里町内
会津美里町
高齢者あんしんセンター
（地域包括支援センター）

医  療  機  関  名 所   在   地 受　付　時　間 電　　話

一般財団法人竹田健康財団
竹田綜合病院

会津若松市山鹿町
3-27

月曜日から金曜日
（土日、祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分から午後４時３０分まで
0242-29-3808


