一般社団法人 日本介護支援専門員協会 都道府県支部連絡先一覧
平成30年8月6日現在
支部名

連絡先

北海道支部

一般社団法人北海道介護支援専門員協会

郵便番号

住所

TEL

FAX

060-0003

011-596-0392

011-596-0394

017-721-3731

017-721-3732

019-637-4527

019-637-9612

022-716-0716

022-716-0717

0186-31-0100

0186-23-8030

023-633-1098

023-615-6521

024-924-7200

024-924-7202

北海道札幌市中央区北3条西7丁目1番地
第1水産ビル4
青森県青森市新町2-8-21
030-0801
青森県医師会館6階

青森県支部

公益社団法人 青森県介護支援専門員協会

岩手県支部

岩手県介護支援専門員協会

020-0831 岩手県盛岡市三本柳8-1-3

宮城県支部

特定非営利活動法人 宮城県ケアマネジャー協会

980-0014

秋田県支部

特定非営利活動法人 秋田県介護支援専門員協会

018-5201

山形県支部

一般社団法人 山形県介護支援専門員協会

990-0021

福島県支部

一般社団法人 福島県介護支援専門員協会

963-8045

茨城県支部

特定非営利活動法人 茨城県ケアマネジャー協会

310-0851

栃木県支部

特定非営利活動法人 とちぎケアマネジャー協会

320-8508

群馬県支部

一般社団法人 群馬県介護支援専門員協会

371-8525

埼玉県支部

一般社団法人 埼玉県介護支援専門員協会

330-0062

千葉県支部

特定非営利活動法人 千葉県介護支援専門員協議会

260-0026

東京都支部
神奈川県支部
新潟県支部

特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会

102-0072

一般社団法人法人 神奈川県介護支援専門員協会

231-0023

一般社団法人 新潟県介護支援専門員協会

950-0994

宮城県仙台市青葉区本町3-7-4
宮城県社会福祉会館4階
秋田県鹿角市花輪字古館5-1
東恵園地域生活支援センター
山形県山形市小白川町2-3-31
山形県総合社会福祉センター
福島県郡山市新屋敷1丁目166番
SビルB号
茨城県水戸市千波町1918
茨城県総合福祉会館3階
栃木県宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ内３F
群馬県前橋市新前橋町13-12
群馬県社会福祉総合センター4階
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-13-8
ほまれ会館3Ｆ
千葉県千葉市中央区千葉港4-3
千葉県社会福祉センター3階
東京都千代田区飯田橋2-9-3
かすがビル10階
神奈川県横浜市中区山下町23番地
日土地山下町ビル9階
新潟県新潟市中央区上所2-2-2
新潟ユニゾンプラザ3階
富山県富山市安住町5-21
サンシップとやま3F
石川県金沢市本多町3-1-10
社会福祉法人石川県社会福祉協議会 施設振興課内

029-243-6261

029-243-6264

028-643-1307

028-643-1319

027-255-6226

027-255-6444

048-835-4343

048-835-4344

043-204-3631

043-204-3632

03-3556-1541

03-3556-1543

045-671-0284

045-671-0287

025-281-5616

025-282-5151

076-432-6455

076-432-6450

076-224-1211

076-208-5760

富山県支部

一般社団法人富山県介護支援専門員協会

930-0094

石川県支部

石川県介護支援専門員協会

920-8557

福井県支部

一般社団法人 福井県介護支援専門員協会

918-8004 福井県福井市西木田3-8-16

0776-60-1466

0776-60-1477

055-222-1661

055-222-1671

026-268-1366

026-268-1367

058-322-3155

058-322-3156

054-252-9882

054-252-9884

052-223-6621

052-212-1615

山梨県支部

一般社団法人 山梨県介護支援専門員協会

400-0807 山梨県甲府市東光寺2-19-29

長野県支部

特定非営利活動法人 長野県介護支援専門員協会

380-0928

岐阜県支部

特定非営利活動法人 岐阜県居宅介護支援事業協議会

501-0222 岐阜県瑞穂市別府1193番地1

静岡県支部

特定非営利活動法人 静岡県介護支援専門員協会

420-0856

愛知県支部

愛知県介護支援専門員協会

460-0008

三重県支部

一般社団法人三重県介護支援専門員協会

514-0003

滋賀県支部

滋賀県介護支援専門員連絡協議会

522-0072

京都府支部

公益社団法人 京都府介護支援専門員会

604-0874

大阪府支部

公益社団法人 大阪介護支援専門員協会

540-6591

兵庫県支部

一般社団法人 兵庫県介護支援専門員協会

651-0062

奈良県支部

特定非営利活動法人 奈良県介護支援専門員協会

634-0063

和歌山県支部
島根県支部

一般社団法人 和歌山県介護支援専門員協会

640-8319

特定非営利活動法人 島根県介護支援専門員協会

690-0061

岡山県支部

NPO法人 岡山県介護支援専門員協会

703-8258

広島県支部

一般社団法人 広島県介護支援専門員協会

734-0007

山口県支部

一般社団法人 山口県介護支援専門員協会

753-0072

長野県長野市若里七丁目1番7号
長野県社会福祉総合センター5階

静岡県静岡市葵区駿府町1-70
静岡県総合社会福祉会館４階
愛知県名古屋市中区栄2丁目10番19号
名古屋商工会議所ビル8階 公益財団法人愛知県シルバーサービス振興会内
三重県津市桜橋2丁目131
三重県社会福祉会館1F
滋賀県草津市笠山7-8-138
県立長寿社会福祉センター内 滋賀県社会福祉協議会内
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375
京都府立総合社会福祉会館7階
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
ＯＭＭビル3Ｆ
兵庫県神戸市中央区坂口通2-1-1
兵庫県福祉センター5階
奈良県橿原市久米町926
薬業会館4階
和歌山県和歌山市手平2-1-2
和歌山ビッグ愛12階
島根県松江市白潟本町43番地
スティックビル3階
岡山県岡山市中区西川原251-1
おかやま西川原プラザ別館
広島県広島市南区皆実町1-6-29
広島県健康福祉センター7Ｆ
山口県 山口市 大手町9-6
山口県社会福祉会館4階

徳島県支部

特定非営利活動法人 徳島県介護支援専門員協会

770-0866 徳島県徳島市末広2-1-80

香川県支部

香川県介護支援専門員協議会

761-2103

高知県支部

高知県介護支援専門員連絡協議会

780-0087

愛媛県支部

愛媛県介護支援専門員協会

790-0003

福岡県支部

公益社団法人 福岡県介護支援専門員協会

812-0016

香川県綾歌郡綾川町陶1720番地1
綾川町国民健康保険陶病院内
高知県高知市南久保1-16
一般社団法人こうち在宅支援ネットワーク内
愛媛県松山市三番町4-5-3
愛媛県医師会館内
福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-30
福岡県メディカルセンタービル2階
佐賀県佐賀市水ヶ江1-12-10
佐賀メディカルセンタービル4階
長崎県長崎市茂里町3番24号
長崎県総合福祉センター県棟4階
熊本県熊本市中央区神水1-3-1
ヨネザワ熊本県庁前ビル3階Ａ号室
大分県大分市大字宮崎1367番地1
甲斐ビル215号
宮崎県宮崎市橘通西5-6-57
山崎ビル4階
鹿児島県鹿児島市鴨池2-30-8
県老人福祉会館2階

佐賀県支部

佐賀県介護支援専門員協議会

840-0054

長崎県支部

特定非営利活法人 長崎県介護支援専門員連絡協議会

852-8104

熊本県支部

熊本県介護支援専門員協会

862-0954

大分県支部

NPO法人 大分県介護支援専門員協会

870-1133

宮崎県支部

一般社団法人 宮崎県介護支援専門員協会

880-0001

特定非営利活動法人 鹿児島県介護支援専門員協議会

890-0063

一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会

沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1
903-8603
沖縄県総合福祉センター東棟3階

鹿児島県支部
沖縄県支部

059-213-7766

059-213-7765

077-567-4550

077-567-3910

075-254-3970

075-254-3971

06-6943-0577

06-6943-0571

078-221-4102

078-221-4122

0744-20-1070

0744-20-1071

073-421-3066

073-421-3067

0852-60-5389

0852-60-5389

086-953-4953

086-953-4954

082-555-1450

082-250-8133

083-976-4468

083-976-4469

088-678-4200

088-611-7035

087-876-1185

087-876-3623

088-803-7065

088-813-0244

089-968-1572

089-968-1573

092-431-4585

092-431-4577

0952-37-1131

0952-37-1132

095-893-6152

095-893-6153

096-288-6553

096-288-6554

097-504-7500

097-504-7501

0985-61-1830

0985-61-1832

099-255-0072

099-298-1737

098-887-4833

098-887-4834

