
＜相双・いわき地域＞

1　市町村

№ 市町村名 課名 所在地
電話番号

（FAX番号）

1 相馬市 健康福祉課
〒976-8601
相馬市中村字北町63-3

0244-37-2174
（0244-37-2162）

4 楢葉町 住民福祉課　
〒979-0696
双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の6

0240-23-6102
（0240-25-5006）

5 富岡町 福祉課
〒979-1192
双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1

0240-22-2111
（0240-22-0899）

2 南相馬市 長寿福祉課　
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5239
（0244-24-5740）

3 広野町 健康福祉課
〒979-0402
双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35

0240-27-2113
（0240-27-1355）

8 双葉町 健康福祉課

双葉郡双葉町大字
新山字前沖28番地

0240-33-0127
（休止中）

〒974-8212
避難先：いわき市東田町2-19-4
双葉町いわき事務所

0246-84-5205
（0246-84-5213）

6 川内村 保健福祉課
〒979-1202
双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5
複合施設ゆふね内

0240-38-2941
（0240-39-0555）

7 大熊町 保健福祉課
〒979-1306
双葉郡大熊町大字大川原字南平１７１７番地

0240-23-7226
（0240-23-7847）

11 新地町 健康福祉課　
〒979-2792
相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30

0244-62-2931
（0244-62-4043）

12 飯舘村 健康福祉課　
〒960-1803
相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢571番地

0244-42-1633
（0244-42-1632）

9 浪江町 介護福祉課
〒979-1592
双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2

0240-34-2111
（0240-34-3436）

10 葛尾村 住民生活課
〒979-1602
双葉郡葛尾村大字落合字落合16

0240-29-2112
（0240-29-2123）

0246-63-2111
（0246-62-2154）

常磐・遠野地区
保健福祉センター

〒971-8321
いわき市常磐湯本町吹谷76-1
(常磐支所内）

0246-43-2111
（0246-43-205）

内郷・好間・三和地区
保健福祉センター

〒973-8408
いわき市内郷高坂町四方木田191
(総合保健福祉センター内）

0246-27-8691
（0246-27-8640）

平地区
保健福祉センター

〒970-8686
いわき市平字梅本21 (市役所本庁舎内）

0246-22-7457
（0246-21-0696）

小名浜地区
保健福祉センター

〒971-8162
いわき市小名浜花畑町34-2
 (小名浜支所北分庁舎内）

0246-54-2111
（0246-92-4531）

勿来・田人地区
保健福祉センター

〒974-8232
いわき市錦町大島1(勿来支所内）

13 いわき市

14 いわき市

15 いわき市

16 いわき市

17 いわき市

18 いわき市

19 いわき市

四倉・久之浜大久地区
保健福祉センター

〒979-0201
いわき市四倉町字西四丁目11-3
(四倉支所内）

0246-32-2114
（0246-32-2258）

小川・川前地区
保健福祉センター

〒979-3122
いわき市小川町高萩字下川原15-6
(小川支所内）

0246-83-1329
（0246-83-1329）

相双・いわき地域の市町

村
相馬市、南相馬市、広野町、

楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村、新地町、飯舘村、

いわき市



2　地域包括支援センター

1 相馬市
相馬市
地域包括支援センター

市内全域
〒976-0013
相馬市小泉字高池357

0244-36-2227
（0244-36-3109）

No 市町村名 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地
電話番号

（FAX番号）

4 南相馬市
鹿島
地域包括支援センター

鹿島地区
〒979-2334
南相馬市鹿島区西町二丁目116

0244-46-4600
（0244-67-2270）

3 南相馬市
小高
地域包括支援センター

小高地区
〒979-2102
南相馬市小高区小高字金谷前84

0244-44-1700
（0244‐26‐3205）

2 南相馬市
原町西
地域包括支援センター

原町西地区
〒975-0011
南相馬市原町区小川町322-1

0244-25-3329
（0244-25-3510）

7 楢葉町
楢葉町
地域包括支援センター

楢葉町全域
〒979-0604
双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-5
楢葉町保健福祉会館内

0240-25-4155
（0240-25-4156）

6 広野町
広野町
地域包括支援センター

広野町全域
〒979-0403
双葉郡広野町大字下浅見川
字桜田119－5

0240-27-1885
（0240-28-0153）

5 南相馬市
原町東
地域包括支援センター

原町東地区
〒975-0033
南相馬市原町区高見町二丁目70

0244-24-3390
（0244-25-2812）

11 川内村
川内村
地域包括支援センター

川内村全域・川内村民
〒979-1202
双葉郡川内村大字下川内
字坂シ内133番地の5

0240-38-3222

9 富岡町

富岡町
地域包括支援センター

富岡町民

〒963-0201
郡山市大槻町原ノ町４９番地１　郡山支所

024-983-9214
（024-983-9021）

10 富岡町
〒970-8024
いわき市平白土字宮前8
いわき支所内

0246-88-1958

8 富岡町
富岡町
地域包括支援センター

富岡町全域
〒979-1192
双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1 富岡
町役場内

0240-22-9012
（0240-22-0899）

024-983-0686
（024-983-0223）

15 双葉町
双葉町
地域包括支援センター

双葉町全域
双葉郡双葉町大字長塚
字谷沢町35番地1

12 大熊町 大熊町全域
〒979-1306
双葉郡大熊町大字大川原字南平1717

0240-23-7238
（0240-23-7847）

14 大熊町
〒963-8035
郡山市希望ヶ丘11－10
大熊町役場中通り連絡事務所内

大熊町
地域包括支援センター

大熊町
地域包括支援センター

大熊町民

13 大熊町
大熊町
地域包括支援センター

大熊町民
〒970-1151
いわき市好間町下好間字鬼越18
大熊町役場いわき出張所内

0246-36-5671
（0246-36-5672）

18 葛尾村
葛尾村
地域包括支援センター

葛尾村全域
〒979-1602
双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又6-1

0240-29-2020
（0240-29-2048）

17 浪江町
浪江町
地域包括支援センター

浪江町民
〒979-1513
双葉郡浪江町大字幾世橋
字大添5-2

0240-23-7130
（0240-35-5555）

0240-23-0333
（休止中）

16 双葉町 双葉町地域包括支援センター 双葉町民
〒979-0142
いわき市勿来町酒井青柳14－5

0246-84-6729
(0246-84-6728)

21 いわき市 平地域包括支援センター
平地区のうち中央台サブセンター所管
区域を除いた区域

〒970-8686
いわき市平字梅本21番地 (市役所本庁舎
内）

0246-22-1174
（0246-22-7505）

20 飯舘村
飯舘村
地域包括支援センター

飯舘村全域
〒960-1803
相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢571

0244-42-1626
（0244-42-1632）

19 新地町
新地町
地域包括支援センター

新地町全域
〒979-2703
相馬郡新地町小川字川向18

0244-62-5580
（0244-62-5121）

24 いわき市
小名浜地域包括支援センター
(泉サブセンター)

泉町本谷、泉町滝尻、泉町下川、泉町黒須野、泉町、
泉町玉露、渡辺町洞、渡辺町泉田、渡辺町昼野、渡辺
町田部、渡辺町松小屋、渡辺町中釜戸、渡辺町上釜
戸、泉ケ丘、泉玉露、中部工業団地、葉山、泉もえぎ台

〒971-8185
いわき市泉町一丁目8-9

0246-84-9460
（0246-84-9461）

23 いわき市 小名浜地域包括支援センター
小名浜地区のうち泉サブセンター所管
区域を除いた区域

〒971-8162
いわき市小名浜花畑町34-2 (小名浜支所
北分庁舎内）

0246-53-4760
（0246-92-5202）

22 いわき市
平地域包括支援センター
(中央台サブセンター)

中央台、郷ケ丘、自由ケ丘、若葉台、平沼ノ内、平薄
磯、平豊間、平鶴ケ井、平神谷作、平下山口、平上山
口、平下高久、平山崎、平菅波、平荒田目、平上大越、
平下大越、平藤間

〒970-8047
いわき市中央台高久二丁目11-2

0246-38-5831
（0246-38-5841）

27 いわき市
内郷・好間・三和
地域包括支援センター

内郷・好間・三和地区
〒973-8408
いわき市内郷高坂町四方木田191
(総合保健福祉センター内）

0246-27-8660
（0246-27-8640）

26 いわき市 常磐・遠野地域包括支援センター 常磐・遠野地区
〒971-8321
いわき市常磐湯本町吹谷76-1 (常磐支所
内）

0246-43-2151
（0246-43-2205）

25 いわき市 勿来・田人地域包括支援センター 勿来・田人地区
〒974-8232
いわき市錦町大島1 (勿来支所内）

0246-63-2140
（0246-62-2154）



No 市町村名 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地
電話番号

（FAX番号）

29 いわき市 小川・川前地域包括支援センター 小川・川前地区
〒979-3122
いわき市小川町高萩字下川原15-6 (小川
支所内）

0246-83-1411
（0246-83-1329）

28 いわき市
四倉･久之浜大久
地域包括支援センター

四倉・久之浜大久地区
〒979-0201
いわき市四倉町字西四丁目11-3 (四倉支
所内）

0246-32-2115
（0246-32-2258）



３　認知症地域支援推進員

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。

3 南相馬市
小高
地域包括支援センター

小高地区
南相馬市小高区小高
字金谷前８４

0244-44-1700
（0244-26-3205）

2 南相馬市
原町西
地域包括支援センター

原町西地区
南相馬市原町区
小川町３２２－1

0244-25-3329
（0244-25-3510）

1 相馬市 相馬市社会福祉協議会 相馬市全域 相馬市小泉字高池357
0244-36-5033

（0244-36-3109）

6 広野町
広野町
地域包括支援センター

広野町全域
双葉郡広野町大字下浅見川
字桜田119-5

0240-27-1885
（0240-28-0153）

5 南相馬市
原町東
地域包括支援センター

原町東地区
南相馬市原町区高見町
二丁目７0

0244-24-3390
（0244-25-2812）

4 南相馬市
鹿島
地域包括支援センター

鹿島地区
南相馬市鹿島区西町
二丁目11６

0244-46-4600
（0244-67-2270）

9 富岡町
富岡町
地域包括支援センター

富岡町全域、必要に応じて郡山・いわき
でも支援を行います。

双葉郡富岡町大字本岡
字王塚622-2

0240-22-2111
（0240-22-0899）

8 富岡町
富岡町
福祉課介護保険係

富岡町全域、必要に応じて郡山・いわき
でも支援を行います。

双葉郡富岡町大字本岡
字王塚622-1

0240-22-2111
（0240-22-0899）

7 楢葉町
楢葉町
地域包括支援センター

楢葉町全域
双葉郡楢葉町大字北田
字鐘突堂5-5

0240-25-4155
（0240-25-4156）

12 大熊町
大熊町
地域包括支援センター

大熊町、県内避難地域 大熊町大字大川原字南平1717
0240-23-7238

（0240-23-7847）

11 川内村
川内村
地域包括支援センター

村内全域
双葉郡川内村大字下川内
字坂シ内133-5

0240-38-3222
（0240-39-0556）

10 川内村
川内村
保健福祉課保健福祉係

村内全域
双葉郡川内村大字下川内
字坂シ内133-5

0240-38-2941
（0240-39-0555）

15 浪江町 浪江町社会福祉協議会 浪江町全域
双葉郡浪江町大字幾世橋
字大添5-2

0240-34-4685
（0240-35-5555）

14 浪江町
浪江町
地域包括支援センター

浪江町全域
双葉郡浪江町大字幾世橋字大添
5-2

0240-23-7130
（0240-35-3555）

13 双葉町 双葉町地域包括支援センター
勿来酒井地区及びその周辺地域を主と
する

いわき市勿来町酒井青柳14-5
0246-84-6729

（0246-84-6728）

18 葛尾村 葛尾村地域包括支援センター 葛尾村全域
双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又
6-1

0240-29-2020
（0240-29-2048）

19 新地町
新地町
地域包括支援センター

新地町全域 相馬郡新地町小川字川向1８
0244-62-5580

（0244-62-5121）

16 浪江町 グループホーム虹の家 浪江町全域
双葉郡浪江町立野字根渡183
（避難先：本宮市荒井字山神14-1）

0243-63-1115
（0243-63-1116）

17 浪江町
浪江町国民健康保険　仮設津島診
療所

浪江町全域
双葉郡浪江町下津島字町12-1
（避難先：二本松市油井字大窪
118）

0243-24-1431
（0243-24-1438）

23 いわき市 平地域包括支援センター
平地区のうち中央台サブセンター所管
区域を除いた区域

いわき市平字梅本21番地 (市役所
本庁舎内)

0246-22-1174
（0246-22-7505）

22 いわき市 地域包括ケア推進課 いわき市全域 いわき市内郷高坂町四方木田191
0246-27-8575

（0246-27-8576）

20 飯舘村 飯舘村健康福祉課 飯舘村内全域 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢571
0244-42-1633

（0244-42-1632）

21 飯舘村 飯舘村地域包括支援センター 飯舘村内全域 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢571
0244-42-1626

（0244-42-1632）



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）

28 いわき市 常磐・遠野地域包括支援センター 常磐・遠野地区
いわき市常磐湯本町吹谷76-1
（常磐支所内）

0246-43-2151
（0246-43-2205）

27 いわき市 勿来・田人地域包括支援センター 勿来・田人地区
いわき市錦町大島1　（勿来支所
内）

0246-63-2140
（0246-62-2154）

25 いわき市 小名浜地域包括支援センター
小名浜地区のうち泉サブセンター所管
区域を除いた区域

いわき市小名浜花畑町34-2
（小名浜支所北分庁舎内）

0246-53-4760
（0246-92-5202）

31 いわき市 小川・川前地域包括支援センター 小川・川前地区
いわき市小川町高萩字下川原15-
6
（小川支所内）

0246-83-1411
（0246-83-1329）

30 いわき市
四倉・久之浜大久地域包括支援セ
ンター

四倉・久之浜・大久地区
いわき市四倉町字西四丁目11-3
（四倉支所内）

0246-32-2115
（0246-32-2258）

29 いわき市
内郷・好間・三和地域包括支援セン
ター

内郷・好間・三和地区
いわき市内郷高坂町四方木田191
（総合保健福祉センター内）

0246-27-8660
（0246-27-8640）

24 いわき市
平地域包括支援センター
(中央台サブセンター)

中央台、郷ケ丘、自由ケ丘、若葉台、平沼ノ内、平薄
磯、平豊間、平鶴ケ井、平神谷作、平下山口、平上山
口、平下高久、平山崎、平菅波、平荒田目、平上大越、
平下大越、平藤間

いわき市中央台高久二丁目11-2
0246-38-5831

（0246-38-5841）

26 いわき市
小名浜地域包括支援センター
(泉サブセンター)

泉町本谷、泉町滝尻、泉町下川、泉町黒須野、泉町、
泉町玉露、渡辺町洞、渡辺町泉田、渡辺町昼野、渡辺
町田部、渡辺町松小屋、渡辺町中釜戸、渡辺町上釜
戸、泉ケ丘、泉玉露、中部工業団地、葉山、泉もえぎ台

いわき市泉町一丁目8-9
0246-84-9460

（0246-84-9461）



４ 認知症初期集中支援チーム

2 南相馬市
南相馬市地域包括支援センター
（原町西地域包括支援センター）

南相馬市全域
0244-25-3329

（0244-25-3510）

3 広野町 広野町地域包括支援センター 広野町全域
0240-27-1885

（0240-28-0153）

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）

1 相馬市 相馬市社会福祉協議会 相馬市全域
0244-36-5033

（0244-36-3109）

6 楢葉町 楢葉町住民福祉課介護保険係 楢葉町全域
0240-23-6102

（0240-25-5006）

7 富岡町 富岡町福祉課介護保険係 福島県内（町民の所在する地域）
0240-22-2111

（0240-22-0899）

4 広野町 広野町役場　健康福祉課　保険年金係 広野町全域
0240-27-2113

（0240-27-1355）

5 楢葉町 楢葉町地域包括支援センター 楢葉町全域
0240-25-4155

（0240-25-4156）

10 川内村 川内村地域包括支援センター 村内全域
0240-38-3222

（0240-39-0556）

11 大熊町 大熊町地域包括支援センター 大熊町、県内避難地域
0240-23-7238

（0240-23-7847）

8 富岡町 富岡町地域包括支援センター 福島県内（町民の所在する地域）
0240-22-2111

（0240-22-0899）

9 川内村 川内村保健福祉課保健福祉係 村内全域
0240-38-2941

（0240-39-0555）

14 双葉町 双葉町健康福祉課 勿来酒井地区及びその周辺地域を主とする
0246-84-5205

（0246-84-5213）

12 大熊町 大熊町保健福祉課介護保険係 大熊町、県内避難地域
0240-23-7226

(0240-23-7847)

13 双葉町 双葉町地域包括支援センター 勿来酒井地区及びその周辺地域を主とする
0246-84-6729

（0246-84-6728）

20 飯舘村 飯舘村健康福祉課 飯舘村内全域
0244-42-1633

（0244-42-1632）

17 葛尾村 葛尾村住民生活課健康福祉係 村内全域
0240-29-2112

(0240-29-2123）

18 葛尾村 葛尾村地域包括支援センター 村内全域
0240-29-2020

（0240-29-2048）

22 いわき市 地域包括ケア推進課 いわき市全域
0246-27-8575

（0246-27-8576）

15 浪江町 浪江町地域包括支援センター 浪江町全域
0240-23-7130

（0240-35-5555）

19 新地町 新地町地域包括支援センター 新地町全域
0244-62-5580

（0244-62-5121）

16 浪江町 浪江町介護福祉課 浪江町全域
0240-34-2111

（0240-34-3436）

21 飯舘村 飯舘村地域包括支援センター 飯舘村内全域
0244-42-1626

（0244-42-1632）

23 いわき市 平地域包括支援センター 平地区のうち中央台サブセンター所管区域を除いた区域
0246-22-1174

（0246-22-7505）

24 いわき市
平地域包括支援センター
（中央台サブセンター）

中央台、郷ケ丘、自由ケ丘、若葉台、平沼ノ内、平薄磯、平豊間、平鶴
ケ井、平神谷作、平下山口、平上山口、平下高久、平山崎、平菅波、平
荒田目、平上大越、平下大越、平藤間

0246-38-5831
（0246-38-5841）

　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。



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）

25 いわき市 小名浜地域包括支援センター 小名浜地区のうち泉サブセンター所管区域を除いた区域
0246-53-4760

（0246-92-5202）

26 いわき市
小名浜地域包括支援センター
（泉サブセンター）

泉町本谷、泉町滝尻、泉町下川、泉町黒須野、泉町、泉町玉露、渡辺町洞、
渡辺町泉田、渡辺町昼野、渡辺町田部、渡辺町松小屋、渡辺町中釜戸、渡
辺町上釜戸、泉ケ丘、泉玉露、中部工業団地、葉山、泉もえぎ台

0246-84-9460
（0246-84-9461）

29 いわき市 内郷・好間・三和地域包括支援センター 内郷・好間・三和地区
0246-27-8660

（0246-27-8640）

30 いわき市 四倉・久之浜大久地域包括支援センター 四倉・久之浜・大久地区
0246-32-2115

（0246-32-2258）

27 いわき市 勿来・田人地域包括支援センター 勿来・田人地区
0246-63-2140

（0246-62-2154）

28 いわき市 常磐・遠野地域包括支援センター 常磐・遠野地区
0246-43-2151

（0246-43-2205）

31 いわき市 小川・川前地域包括支援センター 小川・川前地区
0246-83-1411

（0246-83-1329）



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。

0244-24-5404

100円

・みどり荘
（葛尾村大字落合字菅ノ又6-1）
・恵下越集会所
（三春町字恵下越2番地131）

葛尾村
地域包括支援センター

0240-29-2020

開催場所 主催 問合せ先

1 相馬市
オレンジカフェ
「はまなす館」

毎月第2水曜日
毎月第3水曜日
毎月第4火曜日
14：00～15：30

無料
相馬市総合福祉センターはまなす
館2階
（相馬市小泉字高池357）

相馬市社会福祉協議会

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費

0244-36-5033

5 楢葉町 カフェなごめーる 不定期 その都度設定 その都度設定
楢葉町
地域包括支援センター

4 広野町 みかんカフェ
毎月
第１日曜日
10：00～12：00

無料
広野町通所介護事業所
（双葉郡広野町大字下浅見川字
桜田119-5）

2 南相馬市 オレンジカフェ
偶数月
第２土曜日
13：30～15：30

100円
ケアハウスさくら荘
（南相馬市原町区高見町二丁目
70）

認知症の人と家族の会
相双地区会

3 南相馬市 みなみそうま　Orange　Café
5.7.9.11.1月第3
火曜日
13：30～15：30

100円

南相馬市民情報交流センター
交流広場　カフェビーンズ
（南相馬市原町区旭町二丁目7-
1）

南相馬市役所長寿福祉
課

7 川内村 おれんじカフェ
毎月2回木曜日
（不定期）
13：30～15：00

無料
宮ノ下集会所
（下川内字宮ノ下81-2）

川内村
地域包括支援センター

6 富岡町 とまり木カフェ 不定期 無料
さくらモールとみおか
（富岡町大字小浜字中央416）
町内集会所

8 大熊町 いちごカフェ 不定期 無料
大熊町住民福祉センター
（大熊町大字大川原字南平1920-
１）

大熊町社会福祉協議会

11

双葉町地域包括支援セン
ター

10 浪江町 おれんじかふぇ　なみえ 毎月第三木曜日
無料
（飲み物100円）

Ｈａｎａ　Ｃａｆｅ　（ハナカフェ）
浪江町川添字上加倉232-2

ＮＰＯ法人コーヒータイム

9 双葉町 ひだまりカフェ 不定期
無料
飲み物代は都度
設定する。

双葉町サポートセンターひだまり
いわき市勿来酒井青柳14-5

12 新地町 オレンジカフェ
毎月
第4木曜日
13:30～15:00

無料
新地町保健センター
（相馬郡新地町谷地小屋字樋掛
田40-1）

新地町
地域包括支援センター

13 飯舘村 ゆずカフェ 不定期 その都度設定 その都度設定
飯舘村
地域包括支援センター

葛尾村 よらっしぇ！カフェ 不定期

0240-23-5171

0244-62-5580

0243-24-1447

0246-84-6729

0240-38-3222

0240-22-2111

0240-25-4155

富岡町
地域包括支援センター

0240-27-1885
広野町
地域包括支援センター

認知症の人と家族の会 相双地区会

(荒方）

0244-23-4519

0244-42-1626



問合せ先

20 いわき市
オレンジカフェ以和貴
inにぎらないおにぎりカフェ
ふくろう

毎月
第3土曜日
13：30～15：30

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所

24 いわき市
オレンジいごく
in　田人

毎月
第2木曜日
11：00～13：00

無料
（飲み物100円）

いわき市田人町地内
（※キッチンカーで移動し、場所は
月ごとに変わります）

いわき市
（受託者　アイステップ株
式会社）

0246-46-3322

25 いわき市
オレンジいごく
in　三和

毎月
第3木曜日
13：30～15：30

無料
（飲み物100円）

いわき市三和町地内
（※キッチンカーで移動し、場所は
月ごとに変わります）

いわき市
（受託者　アイステップ株
式会社）

0246-46-3322

16

いわき市
（受託者　楽寿荘）

無料
（飲み物 自費）

にぎらないおにぎりカフェふくろう
（いわき市内郷御厩町二丁目87）

いわき市
（受託者　デイサービス福
老BLGいわき）

050-8883-0308

23 いわき市
オレンジいごく
in　小川・川前

毎月
第1木曜日
13：30～15：30

無料
（飲み物100円）

いわき市小川町・川前町地内
（※キッチンカーで移動し、場所は
月ごとに変わります）

いわき市
（受託者　アイステップ株
式会社）

0246-46-3322

オレンジカフェ以和貴
inいつだれkitchen

毎週水曜日
11：00～14：00

無料
（飲み物100円）

いつだれkitchen
（いわき市平上荒川字桜町1-1）

いわき市
(受託者　NPO法人布紗）

14 いわき市

主催

0246-32-6381

22 いわき市
オレンジカフェ以和貴
inサンシャインよしま

毎月
第2火曜日
13：30～15：30

無料
サンシャインよしま
（いわき市好間町北好間字外川
原33-1）

いわき市
（受託者　いわきの里）

0246-36-6006

21 いわき市
オレンジカフェ以和貴
inよつくら

毎月
第4木曜日
13：30～15：30

無料
（飲み物200円）

喫茶レオ
（いわき市四倉町東四丁目27）

19 いわき市
オレンジカフェ以和貴
in内郷公民館

毎月
第3火曜日
10：00～12：00

無料
（飲み物100円）

内郷公民館
（いわき市内郷綴町榎下40-1）

いわき市
（受託者　さざんか）

0246-45-2237

いわき市
（受託者　サニーポート小
名浜）

いわき市
（受託者　小名浜ときわ
苑）

15 いわき市
オレンジカフェ以和貴
inサニーポート小名浜

毎月
第3金曜日
10:00～12:00

無料
（飲み物100円）

サニーポート小名浜
（いわき市小名浜字神成塚133-
1）

0246-62-0030

0246-63-1711

0246-58-2300

0246-92-3321

080-3145-9582
（中崎）

いわき市
（受託者　ハートフルなこ
そ）

いわき市

18 いわき市
オレンジカフェ以和貴
inいきがい村

毎月
第３日曜日
10：00～12：00

無料
いきがい村
（小浜町東ノ作164-2）

いわき市
（受託者　正風会）

17 いわき市
オレンジカフェ以和貴
inわいの家

毎月
第３水曜日
14：00～16：00

無料
グループホームわいの家
（植田町小名田13-2）

オレンジカフェ以和貴
in丸ほん

毎月
第3木曜日
11：00～14：00

無料
（飲み物100円）

丸ほん
（いわき市鹿島町久保字梅田1）



６　認知症疾患医療センター  

疾患セン

疾
患
セ
ン

疾
患
セ
ン

医  療  機  関  名 所   在   地 受　付　時　間 電　　話

公益財団法人金森和心会
雲雀ヶ丘病院 南相馬市原町区上町１－３０

月曜日から金曜日
（土日、祝日、年末年始を除く）

午前９時から午後４時まで
0244-23-4166

公益財団法人磐城済世会
舞子浜病院

いわき市平藤間
字川前63-1

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５時まで

0246-39-2201

医療法人石福会
四倉病院

いわき市四倉町下仁井田字南追切２－２

月曜日から金曜日の午前９時から午後
５時まで、土曜日の午前９時から正午

まで
（日、祝日、年末年始を除く）

0246-32-5321


