
令和２年度 介護ロボットの導入支援 等　各都道府県担当窓口 （全老健調べ）

都道府県・市 部（局） 課（室） 係 電話番号

1 北海道 保健福祉部高齢者支援局 高齢者保健福祉課 介護運営係 011-204-5176

2 北海道 保健福祉部高齢者支援局 高齢者保健福祉課 基盤整備係 011-204-5271

3 青森県 健康福祉部 高齢福祉保険課 介護人材支援グループ 017-734-9298

4 岩手県 保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当 019-629-5435

5 宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課 介護人材確保推進班 022-211-2554

6 秋田県 健康福祉部 長寿社会課 介護人材対策班 018-860-1364

7 山形県 健康福祉部 長寿社会政策課 地域包括ケア推進担当 023-630-2158

8 福島県 保健福祉部 高齢福祉課 024-521-7164

9 茨城県 保健福祉部 長寿福祉推進課 介護基盤整備グループ 029-301-3321

10 栃木県 保健福祉部 高齢対策課 介護サービス班介護人材チーム 028-623-3147

11 群馬県 健康福祉部 介護高齢課 人材確保係 027-897-2732

12 埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当 048-830-3260

13 千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2350

14 東京都 福祉保健局高齢社会対策部 介護保険課 介護人材担当 03-5320-4267

15 神奈川県 福祉子どもみらい局福祉部 高齢福祉課 福祉施設グループ 045-210-1111（内線4853）

16 新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課 介護人材確保係 025-280-5272

17 富山県 厚生部 高齢福祉課 施設・居宅サービス 076-444-3414

18 石川県 健康福祉部 長寿社会課 施設サービスグループ 076-225-1416

19 福井県 健康福祉部 長寿福祉課 介護サービスＧ 0776-20-0332

20 山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課 介護基盤整備担当 055-223-1451

21 長野県 健康福祉部 介護支援課 介護人材係 026-235-7129

22 岐阜県 健康福祉部 高齢福祉課 長寿社会推進係 058-272-8296

23 岐阜県 健康福祉部 高齢福祉課 施設整備係 058-272-8298

24 静岡県 健康福祉部福祉長寿局 介護保険課 介護人材班 054-221-2314

25 愛知県 福祉局 高齢福祉課 介護保険指定・指導グループ 052-954-6289

26 三重県 医療保健部　 長寿介護課 施設サービス班 059-224-2235

27 滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係 077-528-3597

28 京都府 知事部局 地域福祉推進課 福祉人材・法人指導係 075-414-4675

29 大阪府 福祉部 高齢介護室介護事業者課 整備調整グループ 06-6944-7104

30 兵庫県 健康福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班高年施設担当 078-362-3189

31 奈良県 福祉医療部 長寿・福祉人材確保対策課 人材確保・育成係 0742-27-8039

32 和歌山県 福祉保健部福祉保健政策局 長寿社会課 振興班 073-441-2519

33 鳥取県 福祉保健部ささえあい福祉局 長寿社会課 いきいき長寿推進担当 0857-26-7179

34 島根県 健康福祉部 高齢者福祉課 介護サービス推進グループ 0852-22-5928

35 岡山県 保健福祉部 長寿社会課 長寿社会企画班 086-226-7326

36 広島県 健康福祉局 医療介護人材課 介護人材グループ 082-513-3142

37 山口県 健康福祉部 長寿社会課 施設班 083-933-2793

38 徳島県 保健福祉部 長寿いきがい課 介護支援担当 088-621-2213

39 香川県 健康福祉部 長寿社会対策課 介護人材グループ 087-832-3267

40 愛媛県 保健福祉部生きがい推進局 長寿介護課 介護研修係 089-912-2338

41 高知県 地域福祉部 地域福祉政策課 福祉・介護　人材対策室 088-823-9631

42 福岡県 保健医療介護部  高齢者地域包括ケア推進課介護人材確保対策室 － 092-643-3327

43 佐賀県 健康福祉部 長寿社会課 介護指導担当 0952-25-7105

44 長崎県 福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 095-895-2440

45 熊本県 健康福祉部長寿社会局 高齢者支援課 施設介護班 096-333-2217

46 大分県 福祉保健部 高齢者福祉課 介護サービス事業班 097-506-2683

47 宮崎県 福祉保健部 長寿介護課 施設介護担当 0985-26-7058

48 鹿児島県 くらし保健福祉部 高齢者生き生き推進課 事業者指導係 099-286-2687

49 沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 在宅福祉班 098-866-2214


