
Ⅲ 相談・苦情対応窓口一覧 

 

«市町» 

    

    

 

         令和 4年 4月 1日現在 

市町名 所属部・課・係 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス 

津市 健康福祉部 介護保険課 介護保険担当 514-8611 津市西丸之内２３番１号 059-229-3149 059-229-3334 229-3149@city.tsu.lg.jp 

四日市市 健康福祉部 介護保険課 管理・保険料係 510-8601 四日市市諏訪町１番５号 059-354-8190 059-354-8280 kaigohoken@city.yokkaichi.mie.jp 

伊勢市 健康福祉部 介護保険課 516-8601 伊勢市岩渕１丁目７番２９号 0596-21-5560 0596-20-8555 kaigo@city.ise.mie.jp 

松阪市 健康福祉部 介護保険課 515-8515 松阪市殿町１３４０番地１ 0598-53-4190 0598-26-4035 kaigo.div@city.matsusaka.mie.jp 

桑名市 保健福祉部 介護高齢課 511-8601 桑名市中央町２丁目３７番地 0594-24-1489 0594-24-3133 kaigom@city.kuwana.lg.jp 

鈴鹿市 鈴鹿亀山地区広域連合 513-0801 
鈴鹿市神戸１丁目１８番１８号 

鈴鹿市役所西館３階 
059-369-3205 059-369-3202 skkaigo@mecha.ne.jp 

名張市 福祉子ども部 介護・高齢支援室 518-0492 名張市鴻之台１番町１番地 0595-63-7599 0595-63-4629 kaigo@city.nabari.mie.jp 

尾鷲市 紀北広域連合 519-3405 北牟婁郡紀北町船津８８１－３ 0597-35-0888 0597-33-1515 kihoku1@za.ztv.ne.jp 

亀山市 鈴鹿亀山地区広域連合 513-0801 
鈴鹿市神戸１丁目１８番１８号 

鈴鹿市役所西館３階 
059-369-3205 059-369-3202 skkaigo@mecha.ne.jp 

鳥羽市 健康福祉課 長寿介護係 517-0022 鳥羽市大明東町２番５号 0599-25-1186 0599-25-1154 kaigo@city.toba.lg.jp 

熊野市 紀南介護保険広域連合 519-4393 熊野市井戸町３７１ 0597-89-6001 0597-89-4000 kinankaigo@zb.ztv.ne.jp 

いなべ市 福祉部 介護保険課 511-0498 いなべ市北勢町阿下喜３１番地 0594-86-7820 0594-86-7865 tyouju@city.inabe.mie.jp 

志摩市 健康福祉部 介護・総合相談支援課 517-0592 志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２ 0599-44-0284 0599-44-5260 kaigosogo@city.shima.lg.jp 

伊賀市 健康福祉部 介護高齢福祉課 518-8501 伊賀市四十九町３１８４番地 0595-26-3939 0595-26-3950 kaigo@city.iga.lg.jp 

木曽岬町 福祉健康課 498-8503 桑名郡木曽岬町大字西対海地２５１番地 0567-68-6104 0567-66-4841 fukushi@town.kisosaki.mie.jp 

東員町 健康長寿課 511-0295 員弁郡東員町大字山田１６００番地 0594-86-2823 0594-86-2851 kenkou@town.toin.lg.jp 

菰野町 健康福祉課 介護高齢福祉係 510-1292 三重郡菰野町大字潤田１２５０ 059-391-1125 059-394-3423 fukusi@town.komono.mie.jp 

朝日町 保険福祉課 510-8522 三重郡朝日町小向８９３ 059-377-5659 059-377-2790 hoken@town.asahi.mie.jp 

川越町 福祉課 510-8588 三重郡川越町大字豊田一色２８０番地 059-366-7116 059-365-5380 k-fukushi@town.kawagoe.mie.jp 

多気町 町民環境課 介護保険係 519-2181 多気郡多気町相可１６００番地 0598-38-1113 0598-38-1140 kaigo@town.mie-taki.lg.jp 

明和町 健康あゆみ課 介護保険係 515-0332 多気郡明和町大字馬之上９４５番地 0596-63-5461 0596-52-7137 ayumi@town.mie-meiwa.lg.jp 

大台町 健康ほけん課 519-2404 多気郡大台町佐原７５０ 0598-82-3785 0598-82-1775 hoken@town.odai.lg.jp 



玉城町 保健福祉課 地域共生室 519-0433 度会郡玉城町勝田４８７６番地１ 0596-58-7373 0596-58-8688 seifuku-t@town.tamaki.lg.jp 

度会町 長寿福祉課 516-2195 度会郡度会町棚橋１２１５－１ 0596-62-1186 0596-62-0054 chiiki@town.watarai.lg.jp 

大紀町 健康福祉課 519-2703 度会郡大紀町滝原１６１０番地１ 0598-86-2216 0598-86-3276 kek@town.mie-taiki.lg.jp 

南伊勢町 高齢者支援課 516-0194 度会郡南伊勢町五ヶ所浦３０５７番地 0599-66-1709 0599-66-1113 kourei@town.minamiise.lg.jp 

紀北町 紀北広域連合 519-3405 北牟婁郡紀北町船津８８１－３ 0597-35-0888 0597-33-1515 kihoku1@za.ztv.ne.jp 

御浜町 紀南介護保険広域連合 519-4393 熊野市井戸町３７１ 0597-89-6001 0597-89-4000 kinankaigo@zb.ztv.ne.jp 

紀宝町 紀南介護保険広域連合 519-4393 熊野市井戸町３７１ 0597-89-6001 0597-89-4000 kinankaigo@zb.ztv.ne.jp 

 

«広域連合» 

    

名称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス 

鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 指導グループ 513-0801 
鈴鹿市神戸１丁目１８番１８号 

鈴鹿市役所西館３階 
059-369-3205 059-369-3202 skkaigo@mecha.ne.jp 

度会広域連合 介護係 516-2103 度会郡度会町棚橋１２０２ 0596-62-2300 0596-63-0200 watakou02@w-kouiki.jp 

鳥羽志勢広域連合 介護保険課 517-0214 志摩市磯部町迫間２２ 0599-56-1050 0599-56-1022 kaigo@ts-kouiki.jp   

紀北広域連合 介護保険給付・保険係 519-3405 北牟婁郡紀北町船津８８１－３ 0597-35-0888 0597-33-1515 kihoku1@za.ztv.ne.jp 

紀南介護保険広域連合 519-4393 熊野市井戸町３７１ 0597-89-6001 0597-89-4000 kinankaigo@zb.ztv.ne.jp 

 

«三重県国民健康保険団体連合会» 

    

名称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス 

三重県国民健康保険団体連合会 保健介護福祉課 514-8553 
津市桜橋２丁目９６番地 

三重県自治会館２階 
059-222-4165 059-222-4166 hokenkaigo@kokuhoren-mie.or.jp 

     

«三重県»     

名称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス 

三重県医療保健部長寿介護課 施設サービス班 514-8570 津市広明町１３番地 059-224-2235 059-224-2919 chojus@pref.mie.lg.jp 

三重県医療保健部長寿介護課 居宅サービス班 514-8570 津市広明町１３番地 059-224-2262 059-224-2919 chojus@pref.mie.lg.jp 

 


