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住所 電話

いなべ市役所 いなべ市員弁町笠田新田111 0594-74-5801

桑名市役所 桑名市中央町二丁目37 0594-24-1136

木曽岬町役場 桑名郡木曽岬町大字西対海地251 0567-68-8111

東員町役場 員弁郡東員町大字山田1600 0594-86-2800

菰野町役場 三重郡菰野町大字潤田1250 059-391-1111

朝日町役場 三重郡朝日町大字小向893 059-377-5651

川越町役場 三重郡川越町大字豊田一色280 059-366-7113

四日市市役所 四日市市諏訪町1-5 059-354-8104

鈴鹿市役所 鈴鹿市神戸1丁目18-18 059-382-1100

亀山市役所 亀山市本丸町577 0595-82-1111

津市役所 津市西丸之内23-1 059-229-3275

伊賀市役所 伊賀市上野丸之内116 0595-22-9601

名張市役所 名張市鴻之台1番町1 0595-63-7314

松阪市役所 松阪市殿町1340-1 0598-53-4322

多気町役場 多気郡多気町大字相可1600 0598-38-1111

明和町役場 多気郡明和町大字馬之上945 0596-52-7111

大台町役場 多気郡大台町佐原750 0598-82-3781

伊勢市役所 伊勢市岩渕1丁目7-29 0596-23-1111

玉城町役場 度会郡玉城町田丸114-2 0596-58-8200

度会町役場 度会郡度会町棚橋1215-1 0596-62-1111

大紀町役場 度会郡大紀町滝原1610-1 0598-86-2212

南伊勢町役場 度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057 0599-66-1111

鳥羽市役所 鳥羽市鳥羽三丁目1-1 0599-25-1111

志摩市役所 志摩市阿児町鵜方3098-22 0599-44-0001

紀北町役場 北牟婁郡紀北町東長島769-1 0597-46-3111

尾鷲市役所 尾鷲市中央町10-43 0597-23-8113

熊野市役所 熊野市井戸町796 0597-89-4111

御浜町役場 南牟婁郡御浜町大字阿田和6120-1 05979-3-0505

紀宝町役場 南牟婁郡紀宝町鵜殿324 0735-33-0333

市役所・町役場
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住所 電話

全国健康保険協会 三重県支部 津市栄町4丁目255番地 津栄町三交ビル 059-225-3314

四日市年金事務所 四日市市十七軒町17-23 059-353-5515

津年金事務所 津市桜橋3-446-33 059-228-9112

松阪年金事務所 松阪市宮町17-3 0598-51-5115

伊勢年金事務所 伊勢市宮後3-5-33 0596-27-3601

尾鷲年金事務所 尾鷲市林町2-23 0597-22-2340

いなべ市社会福祉協議会 いなべ市大安町大井田2704 0594-78-3543

桑名市社会福祉協議会 桑名市常磐町51 0594-22-8311

桑名市社協 桑名支所 桑名市常磐町51 0594-22-8218

桑名市社協 多度支所 桑名市多度町多度1-1-1 0594-49-2029

桑名市社協 長島支所 桑名市長島町松ｹ島53-2 0594-42-2110

木曽岬町社会福祉協議会 桑名郡木曽岬町大字和泉303-3 0567-68-2760

東員町社会福祉協議会 員弁郡東員町大字山田2013 0594-76-1560

菰野町社会福祉協議会 三重郡菰野町潤田1281 059-394-1294

朝日町社会福祉協議会 三重郡朝日町小向891-5 059-377-2941

川越町社会福祉協議会 三重郡川越町豊田一色314 059-365-0024

四日市市社会福祉協議会 四日市市諏訪町2-2 059-354-8265

鈴鹿市社会福祉協議会 鈴鹿市神戸地子町383-1 059-382-5971

亀山市社会福祉協議会 亀山市羽若町545 0595-82-7985

社会福祉協議会

全国健康保険協会・社会保険事務所

～いなべ市～

～桑名市～

～桑名郡・員弁郡～

～三重郡～

～四日市市～

～鈴鹿市～

～亀山市～
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住所 電話

津市社会福祉協議会 津市大門7-15 059-213-7111

津市社協 津支部 津市大門7-15 059-213-7111

津市社協 久居支部 津市久居東鷹跡町20-2 059-256-1202

津市社協 河芸支部 津市河芸町浜田868 059-245-8888

津市社協 芸濃支部 津市芸濃町椋本6141-1 059-265-4531

津市社協 美里支部 津市美里町三郷46-3 059-279-3366

津市社協 安濃支部 津市安濃町東観音寺418 059-268-5804

津市社協 香良洲支部 津市香良洲町2167 059-292-7711

津市社協 一志支部 津市一志町井関1792 059-295-0066

津市社協 白山支部 津市白山町川口892 059-262-7029

津市社協 美杉支部 津市美杉町奥津929 059-274-0023

伊賀市社会福祉協議会 伊賀市上野中町2976-1 0595-21-5866

伊賀市社協 上野支所 伊賀市上野中町2976-1 0595-21-5866

伊賀市社協 伊賀支所 伊賀市愛田513 0595-45-1012

伊賀市社協 島ｹ原支所 伊賀市島ｹ原4743 0595-59-3132

伊賀市社協 阿山支所 伊賀市馬場1128-1 0595-43-1854

伊賀市社協 大山田支所 伊賀市平田656-1 0595-47-0780

伊賀市社協 青山支所 伊賀市阿保1988-1 0595-52-2999

名張市社会福祉協議会 名張市丸之内79番地 0595-63-1111

松阪市社会福祉協議会 松阪市殿町1360-16 0598-21-1487

松阪市社協 松阪支所 松阪市殿町1360-16 0598-25-2770

松阪市社協 嬉野支所 松阪市嬉野権現前町423-9 0598-42-2718

松阪市社協 三雲支所 松阪市曽原町2678 0598-56-7247

松阪市社協 飯南支所 松阪市飯南町横野885 0598-32-4630

松阪市社協 飯高支所 松阪市飯高町富永72-1 0598-45-1125

～津市～

～伊賀市～

～名張市～

～松阪市～
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住所 電話

多気町社会福祉協議会 多気郡多気町四疋田587-1 0598-38-8091

多気町社協 勢和支所 多気郡多気町朝柄2889 0598-49-4523

明和町社会福祉協議会 多気郡明和町馬之上917-1 0596-52-7056

大台町社会福祉協議会 多気郡大台町粟生1010番地 05988-3-2862

大台町社協 宮川支所 多気郡大台町江馬１２２ 0598-76-0160

伊勢市社会福祉協議会 伊勢市御薗町長屋2767番地 0596-20-8610

伊勢市社協 伊勢支所 伊勢市八日市場町13-1 0596-27-2425

伊勢市社協 二見支所 伊勢市二見町茶屋456-2 0596-43-5551

伊勢市社協 小俣支所 伊勢市小俣町元町536番地 0596-27-0509

伊勢市社協 御薗支所 伊勢市御薗町長屋2767番地 0596-22-6617

玉城町社会福祉協議会 度会郡玉城町勝田4876-1 0596-58-6915

度会町社会福祉協議会 度会郡度会町棚橋字新出1202 0596-62-1117

大紀町社会福祉協議会 度会郡大紀町錦736-7 0598-73-3227

南伊勢町社会福祉協議会 度会郡南伊勢町五ｹ所浦2928 0599-66-1211

南伊勢町社協 南勢支所 度会郡南伊勢町五ｹ所浦2928 0599-66-1211

南伊勢町社協 南島支所 度会郡南伊勢町村山1132-1 0596-76-1500

鳥羽市社会福祉協議会 鳥羽市大明東町2-5 0599-25-1188

志摩市社会福祉協議会 志摩市磯辺町迫間２２ 0599-56-1600

志摩市社協 浜島支所 志摩市浜島町桧山路３ 0599-53-1726

志摩市社協 大王支所 志摩市大王町波切3243-1 0599-72-4800

志摩市社協 志摩支所 志摩市志摩町和具1066 0599-85-6511

志摩市社協 阿児支所 志摩市阿児町鵜方3098-1 0599-44-1101

志摩市社協 磯部支所 志摩市磯部町迫間955 0599-55-3885

～多気郡～

～伊勢市～

～度会郡～

～鳥羽市～

～志摩市～
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住所 電話

紀北町社会福祉協議会 北牟婁郡紀北町東長島209-9 05974-7-0725

紀北町社協 紀伊長島支所 北牟婁郡紀北町東長島209-9 05974-7-0725

紀北町社協 海山支所 北牟婁郡紀北町相賀488-1 0597-32-3355

尾鷲市社会福祉協議会 尾鷲市栄町5番5号 0597-22-3246

熊野市社会福祉協議会 熊野市井戸町1150 0597-89-5000

熊野市社協 紀和事業所 熊野市紀和町板屋１３５－１ 05979-7-0633・1117

御浜町社会福祉協議会 南牟婁郡御浜町大字下市木2040 05979-2-3813

紀宝町社会福祉協議会 南牟婁郡紀宝町鵜殿1074-1 0735-32-0957

紀宝町社協 紀宝事業所 南牟婁郡紀宝町神内277-2 0735-32-2023

津家庭裁判所 津市中央3-1 059-226-4171

津家庭裁判所 四日市支部 四日市市三栄町1-22 059-352-7151

津家庭裁判所 伊賀支部 伊賀市上野丸之内130-1 0595-21-0002

津家庭裁判所 松阪支部 松阪市中央町36-1 0598-51-0542

津家庭裁判所 伊勢支部 伊勢市岡本1丁目2-6 0596-28-3135

津家庭裁判所 熊野支部 熊野市井戸町784 05978-5-2145

いなべ市北地域包括支援センター

いなべ市北勢町阿下喜2624-2 いなべ市社会

福祉協議会北勢支所内 0594-82-1616

桑名市東部地域包括支援センター 桑名市内堀17 0594-24-8080

桑名市西部地域包括支援センター

桑名市西金井170 特別養護老人ホームいこい

内 0594-25-8660

桑名市南部地域包括支援センター 桑名市江場776-5 ヨナハ在宅ケアセンター内 0594-25-1011

桑名市北部西地域包括支援センター

桑名市多度町多度一丁目1-1 多度すこやかセ

ンター内 0594-49-2031

桑名市北部東地域包括支援センター

桑名市長島町松ヶ島66番地 長島デイサービス

センターほほえみ内 0594-42-2119

家庭裁判所

地域包括支援センター

～北牟婁郡～

～尾鷲市～

～熊野市～

～南牟婁郡～

～いなべ市～

～桑名市～
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住所 電話

木曽岬町地域包括支援センター 桑名郡木曽岬町大字和泉303-3 輪心乃里内 0567-68-8183

東員町地域包括支援センター 員弁郡東員町大字山田1600 東員町役場内 0594-86-2856

菰野町地域包括支援センター

三重郡菰野町大字潤田1281 菰野町保健福

祉センター内 059-391-2220

朝日町地域包括支援センター

三重郡朝日町大字小向891-5 朝日町保健福

祉センター内 059-377-2941

川越町地域包括支援センター

三重郡川越町大字豊田一色314 川越町社会

福祉協議会内 059-365-9999

四日市市北地域包括支援センター 四日市市富田浜町26-14 059-365-6215

四日市市中地域包括支援センター 四日市市本町9-8 本町プラザ内 059-354-8346

四日市市南地域包括支援センター 四日市市山田町5570-4 059-328-2618

鈴鹿西部地域包括支援センター 鈴鹿市平田一丁目3-5アルテハイム鈴鹿内 059-370-3751

鈴鹿北部地域包括支援センター

鈴鹿市神戸三丁目12-10 介護老人保健施設

ひまわり内 059-384-4165

鈴鹿中部地域包括支援センター

鈴鹿市神戸地子町383-1 鈴鹿市社会福祉協

議会内 059-382-5233

鈴鹿南部地域包括支援センター 鈴鹿市南若松町1 伊勢マリンホーム内 059-380-5280

亀山地域包括支援センター

亀山市羽若町545 亀山市総合保健福祉セン

ター内 0595-83-3575

津市地域包括支援センター 津市西丸之内23-1 津市役所内 059-229-3294

津一志地域包括支援センター

津市白山町川口892 津市白山保健福祉セン

ター内津市社会福祉協議会白山支部 059-262-7295

津北部東地域包括支援センター

津市河芸町浜田868 津市河芸ほほえみセン

ター内津市社会福祉協議会河芸支部 059-245-6666

津北部西地域包括支援センター

津市安濃町東観音寺353 介護老人保健施設

あのう内 059-267-1125

津中部中地域包括支援センター 津市観音寺町４４２番地３ 059-271-6535

津中部西地域包括支援センター 津市野田2059 特別養護老人ホーム泉園内 059-237-2018

津中部南地域包括支援センター

津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152 特別養護老

人ホームシルバーケア豊壽園内 059-238-6511

津中部北地域包括支援センター 津市島崎町97－1 津地区医師会館2F内 059-213-3181

津中部東地域包括支援センター 津市津興2947 八幡園敷地内 059-213-8115

津久居地域包括支援センター

津市久居新町3006ポルタ久居3F久居ケアサー

ビスセンターシルバーケア豊壽園内 059-254-4165

～四日市市～

～三重郡～

～鈴鹿市～

～亀山市～

～津市～

～桑名郡・員弁郡～
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住所 電話

伊賀市地域包括支援センター 伊賀市上野丸之内116番地 0595-26-1521

名張市地域包括支援センター 名張市鴻之台1-1 名張市役所内 0595-63-7833

松阪市第一地域包括支援センター 松阪市白粉町363 松阪地区医師会館内 0598-25-1070

松阪市第二地域包括支援センター

松阪市嬉野権現前町423-9 嬉野社会福祉セ

ンター内 0598-42-7255

松阪市第三地域包括支援センター

松阪市飯南町横野885 飯南ふれあいセンター

内 0598-32-5083

松阪市第四地域包括支援センター

松阪市鎌田町244-3 介護老人保健施設嘉祥

苑となり 0598-51-5885

松阪市第五地域包括支援センター 松阪市駅部田町字峯戸25-3 0598-25-4300

多気町地域包括支援センター

多気郡多気町四疋田587-1 多気町地域福祉

センター「天啓の里」内 0598-38-8092

明和町地域包括支援センター

多気郡明和町大字馬之上944-5明和町保健

福祉センター 0598-52-7127

大台町地域包括支援センター 多気郡大台町佐原750 0598-82-3160

伊勢市中部地域包括支援センター

伊勢市八日市場町13-1 伊勢市社会福祉協議

会伊勢支所（福祉健康センター内） 0596-27-2424

伊勢市西地域包括支援センター

伊勢市小俣町元町536 伊勢市社会福祉協議

会小俣支所（小俣保健センター内） 0596-20-5055

伊勢市東地域包括支援センター

伊勢市二見町三津855 ふたみシルバーケア豊壽

園内 0596-44-1165

伊勢市南地域包括支援センター 伊勢市二俣町577-9 神路園内 0596-21-0080

玉城町地域包括支援センター 度会郡玉城町勝田4876-1 保健福祉会館内 0596-58-7373

度会町地域包括支援センター 度会郡度会町棚橋1215-1 度会町役場内 0596-62-1118

大紀町地域包括支援センター 度会郡大紀町滝原1030-1 滝原公民館内 0598-84-8050

南伊勢町地域包括支援センター

度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057 南伊勢町役場

南勢庁舎内 0599-66-1162

鳥羽市地域包括支援センター

鳥羽市大明東町2-5 鳥羽市保健福祉センター

「ひだまり」内 0599-25-1182

志摩市地域包括支援センター 志摩市阿児町鵜方3098-22 志摩市役所内 0599-44-0284

紀北町地域包括支援センター

北牟婁郡紀北町東長島209-9 紀北町社会福

祉協議会内 0597-47-0517

～伊賀市～

～名張市～

～北牟婁郡～

～松阪市～

～多気郡～

～伊勢市～

～度会郡～

～鳥羽市～

～志摩市～
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住所 電話

尾鷲市地域包括支援センター

尾鷲市栄町5番5号 尾鷲市福祉保健センター

内 0597-22-3003

熊野市地域包括支援センター

熊野市井戸町1150 熊野市保健福祉センター

内 0597-89-5811

御浜町地域包括支援センター

南牟婁郡御浜町大字阿田和6120-1 御浜町

役場内 05979-3-0514

紀宝町地域包括支援センター

南牟婁郡紀宝町鵜殿324 紀宝町役場本庁舎

内1階 0735-33-0175

ハローワーク津 津市島崎町327-1 059-228-9161

ハローワーク桑名 桑名市桑栄町1-2 サンファーレ北館１階 0594-22-5141

ハローワーク四日市 四日市市本町3-95 059-353-5566

ハローワーク鈴鹿 鈴鹿市神戸９丁目13-3 059-382-8609

ハローワーク伊賀 伊賀市四十九町3074-2 0595-21-3221

ハローワークプラザ名張

名張市丸之内79 名張市総合福祉センターふれ

あい 1階 0595-63-0900

ハローワーク松阪 松阪市高町493-6 松阪合同庁舎1階 0598-51-0860

ハローワーク伊勢 伊勢市岡本1-1-17 0596-27-8609

ハローワーク尾鷲 尾鷲市林町2-35 0597-22-0327

ハローワーク熊野 熊野市井戸町赤坂739-3 0597-89-5351

津地域障がい者就業・生活支援センター ふらっと 津市大門7-15 津センターパレス３階 059-229-1380

障がい者就業・生活支援センターそういん 桑名市寿町1-11 0594-27-7188

四日市障がい者就業・生活支援センター プラウ 四日市市諏訪町2-2 総合会館3階 059-354-2550

鈴鹿亀山障害者就業・生活支援センター あい 鈴鹿市神戸1-18-18 鈴鹿市役所西館２階 059-381-1035

伊賀圏域障がい者就業・生活支援センター ジョブサ

ポート ハオ 名張市西原町2625 0595-65-7710

伊賀圏域障がい者就業・生活支援センター ジョブサ

ポート ハオ（伊賀事務所） 伊賀市丸之内500 ハイトピア伊賀３階 0595-48-7702

～いなべ市・桑名市・桑名郡・員弁郡～

～三重郡・四日市市～

ハローワーク

～伊賀市・名張市～

～津市～

障害者就業・生活支援センター

～鈴鹿市・亀山市～

～尾鷲市～

～熊野市～

～南牟婁郡～
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住所 電話

松阪・多気地域障がい者就業・生活支援センター

Ｊマーベル 松阪市京町508-1 101ビル４階 0598-20-8680

伊勢志摩障害者就業・生活支援センター ブレス 伊勢市岩渕2-4-9 0596-20-6525

障がい者就業・生活支援センター 結 尾鷲市栄町5-5 0597-37-4011

紀南地域障がい者就業・生活支援センター Colors 熊野市井戸町383 0597-85-4500

三重障害者職業センター 津市島崎町327-1 059-224-4726

四日市年金事務所 四日市市十七軒町17-23 059-353-5515

津年金事務所 津市桜橋3-446-33 059-228-9112

街角の年金相談センター津オフィス 三重県津市丸之内養正町4－1森永三重ビル1階 059-264-7700

松阪年金事務所 松阪市宮町17-3 0598-51-5115

伊勢年金事務所 伊勢市宮後3-5-33 0596-27-3601

尾鷲年金事務所 尾鷲市林町2-23 0597-22-2340

津税務署 津市桜橋2丁目99 059-228-3131

桑名税務署 桑名市江場7-6 0594-22-5121

四日市税務署 四日市市西浦2丁目2-8 059-352-3141

鈴鹿税務署 鈴鹿市神戸９丁目24-45 059-382-0351

上野税務署 伊賀市緑ヶ丘本町1680 0595-21-0950

松阪税務署 松阪市高町493-6 松阪合同庁舎 0598-52-3021

伊勢税務署 伊勢市岩渕1丁目2-24 0596-28-3191

尾鷲税務署 尾鷲市末広町1-30 0597-22-2222

いなべ市福祉事務所（社会福祉課） いなべ市大安町大井田2705 0594-78-3511

北勢福祉事務所（三重郡・員弁郡・桑名郡） 四日市市新正４丁目21-5（県四日市庁舎内） 059-352-0235

年金事務所

福祉事務所

税務署

～松阪市・多気郡～

～熊野市・南牟婁郡～

～伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会郡～

～北牟婁郡・尾鷲市～

三重障害者職業センター
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住所 電話

桑名市社会福祉事務所（福祉総務課） 桑名市中央町2丁目37 0594-24-1169

四日市市社会福祉事務所（保護課） 四日市市諏訪町1-5 059-354-8165

鈴鹿市社会福祉事務所（生活支援課保護グループ) 鈴鹿市神戸１丁目18-18 059-382-7640

亀山市福祉事務所（地域福祉室）

亀山市羽若町545 総合保健福祉センター「あい

あい」内 0595-84-3311

津市社会福祉事務所（援護課） 津市丸ノ内27-10 津市社会福祉センター内 059-229-3151

伊賀市社会福祉事務所（厚生保護課） 伊賀市上野丸之内116 0595-22-9651

名張市社会福祉事務所（生活支援室） 名張市鴻之台１番町１ 0595-63-7582

松阪市福祉事務所（保護課） 松阪市殿町1340-1 0598-53-4051

多気町福祉事務所 多気郡多気町相可1600 0598-38-1114

伊勢市厚生福祉事務所（生活支援課支援係） 伊勢市岩淵１丁目7-29 0596-21-5556

多気度会福祉事務所 伊勢市勢田町628-2（県伊勢庁舎内） 0596-27-5139

鳥羽市社会福祉事務所（生活支援係）

鳥羽市大明東町2-5 保健福祉センター「ひだま

り」内 0599-25-1181

志摩市福祉事務所（地域福祉課保護支援係） 志摩市阿児町鵜方3098-22 0599-44-0283

紀北福祉事務所 尾鷲市坂場西町1-1（県尾鷲庁舎内） 0597-23-3431

尾鷲市社会福祉事務所（福祉保健課自立支援係） 尾鷲市中央町10-43 0597-23-8203

熊野市福祉事務所（生活支援係） 熊野市井戸町796 0597-89-4111

紀南福祉事務所 熊野市井戸町383（県熊野庁舎内） 0597-85-2150

三重大学医学部付属病院

（基幹型認知症疾患医療センター） 津市江戸橋2丁目174 059-231-6029

東員病院

（地域型認知症疾患医療センター） 員弁郡東員町大字穴太2400 0594-41-2383

三重県立こころの医療センター

（地域型認知症疾患医療センター） 津市城山1－12－1 059-235-2125

松阪厚生病院

（地域型認知症疾患医療センター） 松阪市久保町1927－2 0598-29-4522

熊野病院

（地域型認知症疾患医療センター） 熊野市久生屋町868 0597-88-1123

三原クリニック

（連携型認知症疾患医療センター） 四日市市日永西三丁目１番２１号 059-347-1611

ますずがわ神経内科クリニック

（連携型認知症疾患医療センター） 鈴鹿市飯野寺家町８１７－３ 059-369-0001

上野病院

（連携型認知症疾患医療センター） 伊賀市上野四十九町２８８８ 0595-21-5010

いせ山川クリニック

（連携型認知症疾患医療センター） 伊勢市小木町５５７ 0596-31-0031

認知症疾患医療センター

11



住所 電話

いなべ警察署 いなべ市員弁町宇野320-1 0594-84-0110

桑名警察署 桑名市大字江場626-2 0594-84-0110

四日市北警察署 四日市市松原町4-32 059-366-0110

四日市西警察署 三重郡菰野町大字大強原3241 059-394-0110

四日市南警察署 四日市市新正5丁目5-5 059-355-0110

鈴鹿警察署 鈴鹿市江島町3446 059-380-0110

亀山警察署 亀山市野村4丁目1-27 0595-82-0110

津警察署 津市丸之内22-1 059-213-0110

津南警察署 津市久居明神町2501-1 059-254-0110

伊賀警察署 伊賀市四十九町1929-1 0595-21-0110

名張警察署 名張市蔵持町芝出837-3 0595-62-0110

松阪警察署 松阪市中央町366-1 0598-53-0110

大台警察署 多気郡大台町佐原848 0598-84-0110

伊勢警察署 伊勢市神田久志本町1481-3 0596-20-0110

鳥羽警察署 鳥羽市松尾町74-4 0599-25-0110

尾鷲警察署 尾鷲市古戸町1-50 0597-25-0110

紀宝警察署 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2 0735-33-0110

熊野警察署 熊野市井戸町380 0597-88-0110

警察署
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