
＜県南地域＞

1　市町村

2　地域包括支援センター

12 鮫川村
鮫川村
地域包括支援センター

鮫川村全域
〒963-8401
東白川郡鮫川村大字赤坂中野
字宿ノ入35

0247-29-1233
（0247-49-3700）

11 塙町
塙町
地域包括支援センター

塙町全域
〒963-5405
東白川郡塙町大字塙
字大町三丁目21番地

0247-43-2224
（0247-44-1231）

10 矢祭町
矢祭町
地域包括支援センター

矢祭町全域
〒963-5201
東白川郡矢祭町大字中石井
字御殿川原1番地

0247-46-3770
（0247-46-3523）

9 棚倉町
棚倉町
地域包括支援センター

棚倉町全域
〒963-6131
東白川郡棚倉町大字棚倉
字中居野68番地1

0247-33-7811
（0247-23-1525）

8 矢吹町
矢吹町
地域包括支援センター

矢吹町全域
〒969-0236
西白河郡矢吹町一本木100-1

0248-44-5233
（0248-44-5827）

7 中島村
中島村
地域包括支援センター

中島村全域
〒961-0102
西白河郡中島村大字滑津
字二ツ山65-3

0248-51-1773
（0248-51-1772）

6 泉崎村
泉崎村
地域包括支援センター

泉崎村全域
〒969-0101
西白河郡泉崎村大字泉崎
字山ヶ入101

0248-54-1600
（0248-54-1353）

5 西郷村
西郷村
地域包括支援センター

西郷村全域
〒961-8061
西白河郡西郷村大字小田倉
字上川向76番地1

0248-25-5121
（0248-48-0435）

4 白河市
白河市東部
地域包括支援センター

中央中学校区のうち関辺小学校区・
南中学校区・五箇中学校区・表郷中
学校区・東中学校区

〒961-0021
白河市関辺川前88　ひもろぎの園内

0248-31-8889
（0248-31-8833）

3 白河市
白河市西部
地域包括支援センター

白河第二中学校区
〒961-0856
白河市新白河２丁目212高山コミュニティセ
ンター内

0248-21-6032
（0248-21-6072）

1 白河市
白河市
地域包括支援センター

中央中学校区のうち第一小学校区・
第三小学校区・東北中学校区・大信
中学校区

〒961-0901
白河市明戸56－12

0248-21-0332
（0248-21-0336）

No 市町村名 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地
電話番号

（FAX番号）

8 塙町 健康福祉課　
〒963-5492
東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

0247‐43‐2227
（0247-44-1231）

9 鮫川村 住民福祉課　
〒963-8401
東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

0247-49-3112
（0247-49-2651）

6 棚倉町 健康福祉課
〒963-6192
東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

0247-33-7801
（0247-33-7820）

7 矢祭町 町民福祉課
〒963-5201
東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地

0247-46-4581
（0247-46-3474）

〒969-0101
西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145

0248-54-1333
（0248-53-2958）

4 中島村 保健福祉課　
〒961-0192
西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1

0248-52-2174
（0248-52-2170）

5 矢吹町 保健福祉課
〒969-0296
西白河郡矢吹町一本木101

0248-44-2300
（0248-42-2138）

2 白河市
白河市
地域包括支援センター大
信サブセンター

大信中学校区
〒969-0308
白河市大信増見字八幡山55白河市大信デ
イサービスセンター内

0248-21-9565

№ 市町村名 課名 所在地
電話番号

（FAX番号）

1 白河市 高齢福祉課
〒961-8602
白河市八幡小路7-1

0248-22-1111
（0248-23-1255）

2 西郷村 健康推進課
〒961-8061
西白河郡西郷村大字小田倉字上川向76番地1

0248-25-3910
（0248-48-1049）

3 泉崎村 福祉係

県南地域の市町村
白河市、西郷村、泉崎村、

中島村、矢吹町、棚倉町、

矢祭町、塙町、鮫川村



３　認知症地域支援推進員

　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。

9 鮫川村
鮫川村
地域包括支援センター

鮫川村全域
東白川郡鮫川村大字赤坂中野
字宿ノ入35

0247-29-1233
（0247-49-3700）

8 塙町
塙町
地域包括支援センター

塙町全域
東白川郡塙町大字塙字大町
三丁目21番地

0247-43-2224
（0247-44-1231）

7 矢祭町
矢祭町
地域包括支援センター

矢祭町全域
東白川郡矢祭町大字中石井字
御殿川原１番地

0247-46-3770
（0247-46-3523）

西郷村大字小田倉
字上川向76番地1

0248-25-5121
（0248-48-0435）

4 中島村
中島村
地域包括支援センター

中島村全域
西白河郡中島村大字滑津
字二ツ山65-3

0248-51-1773
（0248-51-1772）

6 棚倉町
棚倉町
地域包括支援センター

棚倉町全域
東白川郡棚倉町大字棚倉
字中居野６８－1

0247-33-7811
（0247-23-1525）

5 矢吹町
矢吹町
地域包括支援センター

矢吹町全域
西白河郡矢吹町
一本木100番地1

0248-44-5233
（0248-44-5827）

1 白河市 白河市高齢福祉課 市内全域 白河市八幡小路７番地1
0248-22-1111

（0248-23-1255）

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）

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）

3 泉崎村
泉崎村
地域包括支援センター

泉崎村全域
西白河郡泉崎村大字泉崎
字山ヶ入101

0248-54-1600
（0248-54-1353）

2 西郷村
西郷村
地域包括支援センター

西郷村全域



４ 認知症初期集中支援チーム

　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。

14 鮫川村 鮫川村役場住民福祉課 鮫川村全域
0247-49-3112

（0247-49-2651）

11 塙町 塙町地域包括支援センター 塙町全域
0247-43-2224

（0247-44-1231）

13 鮫川村 鮫川村地域包括支援センター 鮫川村全域
0247-29-1233

（0247-49-3700）

12 塙町 塙町健康福祉課 塙町全域
0247-43-2227

（0247-44-1231）

9 棚倉町 棚倉町地域包括支援センター 棚倉町全域
0247-33-7811

（0247-23-1525）

10 矢祭町 矢祭町地域包括支援センター 矢祭町全域
0247-46-3770

（0247-46-3523）

7 矢吹町 矢吹町地域包括支援センター 矢吹町全域
0248-44-5233

（0248-44-5827）

5 中島村 中島村地域包括支援センター 中島村全域
0248-51-1773

（0248-51-1772）

6 中島村 中島村保健福祉課 中島村全域
0248-52-2174

（0248-52-2170）

3 泉崎村 泉崎村地域包括支援センター 泉崎村全域
0248-54-1600

（0248-54-1353）

4 泉崎村 泉崎村保健福祉課 泉崎村全域
0248-54-1333

（0248-54-1353）

1 白河市 医療法人社団　慈泉会 白河市内全域
0248-31-8888

（0248-31-8833）

2 西郷村 西郷村地域包括支援センター 西郷村全域
0248-25-5121

（0248-48-0435）

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）



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。

６　認知症疾患医療センター  

疾
患
セ
ン

医  療  機  関  名 所   在   地 受　付　時　間 電　　話

福島県立ふくしま医療センター
こころの杜

西白河郡矢吹町
滝八幡100

月曜日から 金曜日
（ 土日、 祝日、 年末年始を除く ）

午前８ 時３ ０ 分から 午後３ 時まで

0248-44-2051

鮫川村
地域包括支援センター

 0247-29-12338 鮫川村 達者ＤＥカフェ

毎月
第３火曜日
10:00～12:00
（4月8月1月は除
く）

２００円
ひだまり荘
交流室
出張カフェあり

矢祭町
地域包括支援センター

0247-46-4581

7 塙町 ダリちゃんカフェ

不定期※日時に
ついては直接問
い合わせ先に御
確認ください

無料 各地区サロン会場
塙町
地域包括支援センター

0247-43-2227
0247-43-2224

6 矢祭町 みつばちカフェ
２カ月に１回
13：30～15：30

100円
矢祭町保健福祉センター
（矢祭町大字中石井字御殿川原１番
地）

矢吹町
地域包括支援センター

0248-44-5233

5 棚倉町 たなちゃんカフェ

不定期※日時に
ついては直接問
い合わせ先に御
確認ください

無料 町内で開催
棚倉町
地域包括支援センター

0247-33-7811

4 矢吹町 みんなのカフェ
偶数月第２木曜
日
10：00～12：00

100円
矢吹町福祉会館
矢吹町八幡町476番地１

3 中島村 ふれあいカフェ
毎月
最終木曜日
10:00～12:00

１００円 ふれあいの家
中島村
地域包括支援センター

0248-51-1773

1 白河市
認知症
コミュニティルーム
あったかカフェ

毎月
第１・３木曜日
13:30～15:30

無料
（飲み物100

円）

白河市中心市街地
市民交流センター
マイタウン白河
(白河市本町２）

白河市 0248-22-1111

2 西郷村
さわやか高原
森のカフェ

毎月最終木曜日
13：30～15：30

無料
太陽の国厚生センター
または西郷村保健福祉センター

西郷村 0248-25-3910

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

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


	県南

