
～地域包括支援センターと在宅介護支援センターの取り組みを応援し、現場の声を国および関係機関等に届けます～

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会は、全国の地域包括支援センターおよび

在宅介護支援センター（地域包括支援センターのブランチ、サブセンター含む）を会員

とした唯一の全国組織です。 

※会員数3,066か所（地域包括支援センター2,083か所、在宅介護支援センター983か所）平成30年度末現在

主に、以下のような活動を行っています。

 ◎ 地域包括・在宅介護支援センターに関する調査、研究    

会員センターを対象とした実態調査を実施し、センターが抱える課題や各地における解決

に向けた事例等を収集し、会員センターに提供するとともに、必要に応じて、厚生労働省等

への発信を行っています。また、収集した事例や課題等を踏まえた、センター事業の進め方

等について提案しています。 

 ◎ 地域包括・在宅介護支援センター職員向け研修の実施    

本会では、センター職員等を対象とした3つの研修会等（①研究大会（10月頃2日間）、②セ

ンター研修会（2月頃1日間）、③リーダー職員研修会（7月頃2日間））を開催しています（会員

センターは参加費減額）。また、センター職員に必要な知識・技術等の習得目標を経験年数別

に提示するとともに、それらを習得するための全国、都道府県および各センター内等の各段

階における研修のあり方等について提案しています。 

 ◎ 会員センターに対する広報、情報提供           

年6回、会報誌「ネットワーク」を発行し、各地のセンターで直面している課題等に関わる

施策やセンター等の実践事例等について情報提供を行っています。また、センター事業等に

関わる報告書や事例集をはじめ、センターにおいて参考となる各種資料の発行や、本会ホー

ムページにおける情報提供を行っています（会員専用ページにて各種資料ダウンロード可）。 

 ◎ 都道府県・指定都市協議会等の活動支援          

 本会を構成する都道府県・指定都市協議会やブロックにおいて、会員向けの事業展開が推

進されるよう、本会として助成による支援を実施しています。このほか、全国協議会として

の組織力を高めるために、会員拡大に向けた取り組みを全国、ブロック、各都道府県・指定

都市協議会で進められるよう、支援しています。 

 ◎ 厚生労働省や関係機関等との連携             

各地のセンターの現状、課題について、厚生労働省担当課との定期的な意見交換を行うほ

か、地域包括支援センターに関連する国の研究事業等に参画し、現場の立場での意見表明を

行っています。また、全国社会福祉協議会をはじめ、関係機関・団体等と連携をはかり、地域

および現場のセンター等を取り巻く課題への対応について協働を行っています。 

【問い合わせ先(事務局)】 
社会福祉法人全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内 
〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル 
TEL：03-3581-6502 FAX：03-3581-2428 Email：z-konen@shakyo.or.jp 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会のご案内 



全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

入会申込書 

 

記入日      年    月    日 

センター名  

区 分 １．在宅介護支援センター（以下、どちらかに☑） 

  □ 地域包括支援センターの（ブランチ・サブセンター）である 

  □         〃               でない 

２．（上記１を除く）地域包括支援センターのブランチ 

３．（上記１を除く）地域包括支援センターのサブセンター 

４．地域包括支援センター 

運営主体 

団体名 

 

運営主体 

区分 

１．社会福祉法人（社協を除く）／２．社会福祉協議会／３．医療法人 

４．社団法人／５．財団法人／６．行政（直営）／７．株式会社／ 

８．その他（              ） 

住所 〒   -    

 

 

 

TEL／FAX TEL    -    -    FAX    -    -    

全国協議会

年会費 

 

             円 

・地域包括支援センター（上記区分３，４）：20,000円 

・在宅介護支援センター（上記区分１，２）：10,000円 

備考 

 

 

 

 

 

記入者 

(問合せ先) 
担当者名：              お役職： 

・本会への入会を希望されるセンターは、本票にご記入のうえ、都道府県・指定都市協議会までご

提出ください。（※所在する都道府県・指定都市協議会がない場合、直接全国協議会に提出） 

・年度途中での入会可（年度途中の入会の場合にも年会費を申し受けます） 

・本会へのご入会にあわせて都道府県・指定都市域包括・在宅介護支援センター協議会にも入会い

ただきます。（※各協議会連絡先は裏面をご確認ください） 



 

《都道府県・指定都市協議会 一覧》 

都道府県・ 

指定都市 

〒 住所 電話番号 

北海道 060-0002 札幌市中央区北2条西7-1 北海道社会福祉協議会内 011-241-3977 

青森県 030-0822 青森市中央3-20-30 青森県社会福祉協議会内       017-723-1391 

岩手県 020-0831 盛岡市三本柳第8地割1-3 岩手県社会福祉協議会内      019-637-9611 

宮城県 980-0014 仙台市青葉区本町3-7-4 宮城県社会福祉会館4階      022-302-7321 

仙台市 980-0022 仙台市青葉区五橋2-12-2 仙台市社会福祉協議会内    022-223-2023 

秋田県 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉協議会内                          018-864-2715 

山形県 990-8545 山形市沖町79-1 済生会なでしこ地域包括支援センター内 023-681-7450 

福島県 960-8141 福島市渡利字七社宮111 福島県社会福祉協議会内                          024-523-1256 

茨城県 312-0004 ひたちなか市長砂字久保633-1 社会福祉法人孝友会 

特別養護老人ホームサンフラワーひたちなか内   

029-285-9288 

栃木県 320-8508 宇都宮市若草1-10-6 栃木県社会福祉協議会内  028-622-0051 

群馬県 371-8525 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉協議会内 027-289-3344 

埼玉県 330-0075 さいたま市浦和区針ケ谷4-2-65 埼玉県老人福祉施設協議会内 048-762-3934 

さいたま市 330-0061 さいたま市浦和区常盤9‐30‐22 さいたま市社会福祉協議会内 048‐834‐3138 

千葉県 260-0026 千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福祉センター４階   043-244-6021 

東京都 162-8953 新宿区神楽河岸1-1 東京都社会福祉協議会内 03-3268-7172 

横浜市 231-8482 横浜市中区桜木町1-1 横浜市社会福祉協議会内       045-201-2219 

新潟県 950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ2階 025-281-5534 

石川県 920-8557 金沢市本多町3-1-10 石川県社会福祉協議会内          076-224-1211 

福井県 910-8516 福井市光陽2-3-22 福井県社会福祉協議会内    0776-24-2347 

山梨県 400-0005 甲府市北新1-2-12 山梨県社会福祉協議会内 055-254-8680 

長野県 380-0928 長野市若里7-1-7 長野県社会福祉総合センター5階 026-228-5005 

静岡県 420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館4階             054-252-4355 

岐阜県 503-0922 大垣市馬場町124 大垣市社会福祉協議会内 0584-77-2255 

愛知県 461-0011 名古屋市東区白壁1-50 愛知県社会福祉会館 052-212-5509 

三重県 514-8552 津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉協議会内 059-213-0533 

京都府 604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375京都府社会福祉協議内 075-252-6294  

京都市 600-8127 京都市下京区西木屋町通上の口上る梅湊町83-1 

京都市老人福祉施設協議会内        

075-354-8778 

大阪府 542-0065 大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内  06-6762-9001 

兵庫県 651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県社会福祉協議会内 078-242-4634 

奈良県 634-0061 橿原市大久保町320-11 奈良県社会福祉協議会内             0744-29-0100 

岡山県 700-0807 岡山市北区南方2-13-1 岡山県社会福祉協議会内                                                      086-226-2835 

山口県 753-0072 山口市大手町9-6 山口県社会福祉協議会内      083-924-2828 

徳島県 770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県社会福祉協議会内  088-654-4461 

香川県 760-0017 高松市番町1-10-35 香川県社会福祉協議会内   087-861-5611 

佐賀県 840-0054 佐賀市水ケ江1-12-10 佐賀メディカルセンタービル4階             0952-37-1131 

長崎県 855-0851 島原市萩原1-1230 島原市医師会館内 0957-65-5110 

熊本県 864-0021 荒尾市一部２１２２ 特別養護老人ホーム白寿園内 0968-68-0176 

大分県 870-0907 大分市大津町2-1-41 大分県社会福祉協議会内   097-558-0300 

宮崎県 880-8515 宮崎市原町2-22 宮崎県社会福祉協議会内     0985-22-3380 

鹿児島県 890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7 社会福祉センター内      099-297-5611 

沖縄県 903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県社会福祉協議会内  098-887-2000 
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