
令和４年度

市町名 相談窓口 担当区域 相談窓口の電話番号
夜間・休日の

電話番号

和邇あんしん長寿相談所 小松・木戸・和邇・小野
077-594-2660
077-594-2727

真野あんしん長寿相談所 葛川・伊香立・真野・真野北
077-573-1521
077-573-1522

堅田あんしん長寿相談所 堅田・仰木・仰木の里・仰木の里東
077-574-1010
077-574-1080

比叡あんしん長寿相談所 雄琴・日吉台・坂本・下坂本・唐崎
077-578-6637
077-578-6692

中第二あんしん長寿相談所 滋賀・山中比叡平
077-521-1471
077-521-1472

中あんしん長寿相談所 藤尾・長等・逢坂・中央
077-528-2003
077-528-2006

膳所あんしん長寿相談所 平野・膳所
077-522-8867
077-522-8882

晴嵐あんしん長寿相談所 富士見・晴嵐
077-534-2661
077-534-2662

南あんしん長寿相談所 石山・南郷・大石・田上
077-533-1332
077-533-1352

瀬田あんしん長寿相談所 上田上・青山・瀬田・瀬田南
077-545-3918
077-545-3931

瀬田第二あんしん長寿相談.所 瀬田東・瀬田北
077-545-5760
077-545-5762

長寿政策課 大津市全域 077-528-2741

長寿いきがい課 市全域 077-561-2362
077-561-2499

（守衛室）

高穂地域包括支援センター 志津・志津南・矢倉 077-561-8143

草津地域包括支援センター 草津・草津第二・渋川 077-561-8144

老上地域包括支援センター 老上・老上西 077-561-8145

玉川地域包括支援センター 玉川・南笠東 077-561-8146

松原地域包括支援センター 山田・笠縫 077-561-8147

新堂地域包括支援センター 笠縫東・常盤 077-568-4148

南部地区地域包括支援センター 守山・小津学区 077-585-9201

中部地区地域包括支援センター 玉津・吉身学区 077-584-5519

北部地区地域包括支援センター 河西・速野・中洲学区 077-516-4160

守山市地域包括支援センター 守山市全域 077-581-0330

長寿政策課 守山市全域 077-584-5474

栗東地域包括支援センター 栗東中学校区 077-558-6979

栗東西地域包括支援センター 栗東西中学校区 077-584-4121

葉山地域包括支援センター 葉山中学校区 077-552-5280 

栗東市長寿福祉課 栗東市全域 077-551-1940
077-553-1234

（市役所宿直・日直）

野洲市
高齢福祉課
（地域包括支援センター）

野洲市全域 077-588-2337
077-587-1121

（市役所宿日直）

長寿福祉課（高齢者支援係） 甲賀市全域 0748-69-2164

水口地域包括支援センター 水口町 0748-65-1170

土山地域包括支援センター 土山町 0748-66-1610

甲賀地域包括支援センター 甲賀町 0748-88-8136

甲南地域包括支援センター 甲南町 0748-86-8034

信楽地域包括支援センター 信楽町 0748-82-3180

高齢者虐待に関する相談窓口等

草津市

大津市
077-523-1234

(コールセンター・守衛室)

守山市
077-583-2525

（市役所宿直・日直）

栗東市

甲賀市
0748-65-0650

(市役所宿直・日直)
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湖南市地域包括支援センター甲西支所甲西中学校区 0748-72-8501

湖南市地域包括支援センター石部支所石部中学校区 0748-76-4102

湖南市地域包括支援センター甲西北支所甲西北中学校区 0748-69-5104

湖南市地域包括支援センター日枝支所日枝中学校区 0748-76-3226

湖南市地域包括支援センター本所 各支所との連携 0748-71-4652

東部地域包括支援センター 金田・馬淵・武佐・安土・老蘇 0748-46-3364

西部地域包括支援センター 桐原・桐原東・北里 0748-36-2205

中北部地域包括支援センター 八幡・島・岡山・沖島 0748-31-1970

長寿福祉課 近江八幡市全域 0748-31-3737
0748-33-3111
(市役所宿日直)

東近江市 地域包括支援センター 東近江市全域 0748-24-5641
0748-24-1234

（守衛室）

日野町 日野町地域包括支援センター 日野町全域 0748-52-6001
0748-52-1211
(代表:宿直室)

竜王町 福祉課 竜王町全域 0748-58-3704
0748-58-3700
（代表：宿直室）

高齢福祉推進課 彦根市全域 0749-23-9660
0749-22-1411
(市役所宿日直)

彦根市地域包括支援センターひらた 金城・平田 0749-21-3555

鳥居本 0749-21-5412

城東・佐和山 0749-24-0494

彦根市地域包括支援センターハピネス 城西・城北 0749-27-6702

彦根市地域包括支援センターゆうじん 城南・高宮・旭森 0749-21-3341

彦根市地域包括支援センターきらら 城陽・若葉・河瀬・亀山 0749-28-9323

彦根市地域包括支援センターいなえ 稲枝東・稲枝北・稲枝西 0749-47-3320

地域包括支援センター 愛荘町全域 0749-42-4690
0749-42-4111（代）

（役場宿日直）

福祉課 愛荘町全域 0749-42-7691
0749-42-4111（代）

（役場宿日直）

保健福祉課 豊郷町全域 0749-35-8116
0749-35-8111(代)

(役場宿日直)

豊郷町地域包括支援センター 豊郷町全域 0749-35-8057

甲良町 保健福祉課 甲良町全域 0749-38-5151 0749-38-3311

多賀町 多賀町地域包括支援センター 多賀町全域 0749-48-8115
0749-48-8111
（役場宿直室）

長寿推進課 市全域 0749-65-7841 0749-62-4111(代)

南長浜地域包括支援センター 長浜・六荘・西黒田・神田 0749-65-8352

神照郷里地域包括支援センター 神照・南郷里・北郷里 0749-65-8267

浅井びわ虎姫地域包括支援センター 浅井・びわ・虎姫 0749-73-2653

湖北高月地域包括支援センター 湖北・高月 0749-85-5702

木之本余呉西浅井地域包括支援センター木之本・余呉・西浅井 0749-82-3570

米原市基幹包括支援センター 米原市全域 0749‐53‐5121

山東伊吹地域包括支援センター 山東・伊吹 0749-55-8100

米原近江地域包括支援センター 米原・近江 0749-51-9014

米原市
0749‐53‐5100（代）

湖南市
0748-72-1290
（市役所宿直）

近江八幡市

彦根市

彦根市地域包括支援センターすばる

豊郷町

愛荘町

長浜市
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高島市地域包括支援センター 高島市全域 0740-25-8150

あいりんつむぎ地域包括支援センター マキノ・今津地域 ０７４０-２２-２２８２

高島市
0740-25-8000

(代表:市役所宿日直)


