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いばらき高齢者プラン 21 推進委員会設置要項    

 

１ 趣 旨 

 介護保険制度の円滑な運営を図るとともに、高齢者保健福祉施策の一層の充実・強化を図るため、

いばらき高齢者プラン 21 推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

２ 審議事項 

 委員会は次の事項について審議する。 

（１）いばらき高齢者プラン 21 の策定方針に関すること。 

（２）いばらき高齢者プラン 21 の原案に関すること。 

（３）いばらき高齢者プラン 21 の点検・評価及び推進に関すること。 

（４）その他必要事項 

 

３ 委 員 

（１）委員は、別表に掲げる保健・医療及び福祉関係団体の代表者並びに学識経験者、保険者・被保

険者の代表者等で構成し、保健福祉部長が委嘱する。 

（２）委員の任期は、委嘱の日の属する年度を含め３年度間とする。ただし、再任を妨げない。 

欠員が生じた場合、後任委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

４ 委員長及び副委員長 

（１）委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から選任する。 

（２）委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。 

（３）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

５ 会 議 

（１）委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。 

（２）委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができるものとする。 

 

６ 事務局 

 委員会の事務局は、茨城県保健福祉部長寿福祉推進課に置く。 

 

 付則 

 この要項は、平成 20 年４月 16 日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 23 年５月 17 日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 25 年 10 月 16 日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 26 年５月 30 日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 27 年６月 22 日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 28 年２月１日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 29 年５月 31 日から施行する。 

付則 

 この要項は、令和２年９月 23 日から施行する。 
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いばらき高齢者プラン 21 推進委員会委員名簿    

（別表） 

選出区分 団体等名称 職名 氏名 備考 

学識経験者 

茨城県立健康プラザ 管理者 大田 仁史  

茨城大学教育学部 教 授 瀧澤 利行 委員長 

保健・医療 

関係者 

(一社)茨城県医師会 常任理事 伊藤 金一  

(公社)茨城県歯科医師会 理 事 小野寺 鏡子  

(公社)茨城県看護協会 専務理事 中島 貞子  

(公社)茨城県栄養士会 会 長 入江 三弥子  

(一社)茨城県介護老人保健施設協会 会 長 小柳 賢時  

(公社)茨城県薬剤師会 副会長 西野 郁郎  

(一社)茨城県リハビリテーション専門職協会 会 長 佐藤 弘行  

福祉関係者 

(一社)茨城県介護支援専門員協会 副会長 浅野 有子  

(社福)茨城県社会福祉協議会 （  ） （  ） 副委員長 

(一社)茨城県福祉サービス振興会 常務理事 宇田川 真由美  

(一財)茨城県民生委員児童委員協議会 会 長 倉持 嘉男  

(一社)茨城県老人福祉施設協議会 会 長 木村 哲之  

(一社)茨城県介護福祉士会 会 長 森 久紀  

(一社)茨城県社会福祉士会 会 長 竹之内 章代  

保険者 

牛久市保健福祉部高齢福祉課 課 長 川真田 智子  

大洗町福祉課 課 長 小林 美弥  

被保険者 

(公財)茨城県老人クラブ連合会 会 長 伊藤 達也  

(公社)認知症の人と家族の会茨城県支部 
本部理事 

茨城県支部代表 
宮原 節子  
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いばらき高齢者プラン 21 推進委員会設置要項    

 

１ 趣 旨 

 介護保険制度の円滑な運営を図るとともに、高齢者保健福祉施策の一層の充実・強化を図るため、

いばらき高齢者プラン 21 推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

２ 審議事項 

 委員会は次の事項について審議する。 

（１）いばらき高齢者プラン 21 の策定方針に関すること。 

（２）いばらき高齢者プラン 21 の原案に関すること。 

（３）いばらき高齢者プラン 21 の点検・評価及び推進に関すること。 

（４）その他必要事項 

 

３ 委 員 

（１）委員は、別表に掲げる保健・医療及び福祉関係団体の代表者並びに学識経験者、保険者・被保

険者の代表者等で構成し、保健福祉部長が委嘱する。 

（２）委員の任期は、委嘱の日の属する年度を含め３年度間とする。ただし、再任を妨げない。 

欠員が生じた場合、後任委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

４ 委員長及び副委員長 

（１）委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から選任する。 

（２）委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。 

（３）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

５ 会 議 

（１）委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。 

（２）委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができるものとする。 

 

６ 事務局 

 委員会の事務局は、茨城県保健福祉部長寿福祉推進課に置く。 

 

 付則 

 この要項は、平成 20 年４月 16 日から施行する。 

 付則 

 この要項は、平成 23 年５月 17 日から施行する。 
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 この要項は、平成 25 年 10 月 16 日から施行する。 
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 この要項は、平成 27 年６月 22 日から施行する。 
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 この要項は、平成 28 年２月１日から施行する。 
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 この要項は、平成 28 年４月１日から施行する。 
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 この要項は、令和２年９月 23 日から施行する。 
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いばらき高齢者プラン 21 推進委員会委員名簿    

（別表） 

選出区分 団体等名称 職名 氏名 備考 

学識経験者 

茨城県立健康プラザ 管理者 大田 仁史  

茨城大学教育学部 教 授 瀧澤 利行 委員長 

保健・医療 

関係者 

(一社)茨城県医師会 常任理事 伊藤 金一  

(公社)茨城県歯科医師会 理 事 小野寺 鏡子  

(公社)茨城県看護協会 専務理事 中島 貞子  

(公社)茨城県栄養士会 会 長 入江 三弥子  

(一社)茨城県介護老人保健施設協会 会 長 小柳 賢時  

(公社)茨城県薬剤師会 副会長 西野 郁郎  

(一社)茨城県リハビリテーション専門職協会 会 長 佐藤 弘行  

福祉関係者 

(一社)茨城県介護支援専門員協会 副会長 浅野 有子  

(社福)茨城県社会福祉協議会 （  ） （  ） 副委員長 

(一社)茨城県福祉サービス振興会 常務理事 宇田川 真由美  

(一財)茨城県民生委員児童委員協議会 会 長 倉持 嘉男  

(一社)茨城県老人福祉施設協議会 会 長 木村 哲之  

(一社)茨城県介護福祉士会 会 長 森 久紀  

(一社)茨城県社会福祉士会 会 長 竹之内 章代  

保険者 

牛久市保健福祉部高齢福祉課 課 長 川真田 智子  

大洗町福祉課 課 長 小林 美弥  

被保険者 

(公財)茨城県老人クラブ連合会 会 長 伊藤 達也  

(公社)認知症の人と家族の会茨城県支部 
本部理事 

茨城県支部代表 
宮原 節子  
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「第８期いばらき高齢者プラン 21」策定経過      

 

年月日 経過等 

令和２年 

10 月 

第１回いばらき高齢者プラン 21 推進委員会（書面開催） 

（第８期プラン策定の考え方、素案検討） 

令和３年 

１月 

第２回いばらき高齢者プラン 21 推進委員会（書面開催） 

（第８期プラン原案検討、市町村介護サービス見込み量の中間集計結果

等） 

１月 19 日 
国から介護保険事業計画基本指針の告示及び老人福祉計画の作成通知

が発出 

３月 
第３回いばらき高齢者プラン 21 推進委員会（書面開催） 

（第８期プラン最終案の報告） 

 
→ 市町村介護保険サービス見込み量等の最終集計及び数値目標等の

最終確認、プラン最終案に反映 

３月 25 日 
茨城県高齢化対策推進本部会議（庁議） 

（プランの決定） 
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県内の地域包括支援センター一覧            

 地域の高齢者の福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置されている地域包括支

援センターは、高齢者に関する総合的な相談窓口です。 

  (令和２年４月１日現在) 

市町村名 地域包括支援センター名称 郵便番号 所在地 電話番号 

水戸市 水戸市地域包括支援センター 310-8610 水戸市中央 1-4-1 029-232-9110 

日立市 

日立市基幹型地域包括支援センター 317-8601 日立市助川町 1-1-1 0294-22-3111 

地域包括支援センター福祉の森聖孝園 319-1305 日立市十王町高原 333-6 0294-39-1166 

地域包括支援センター鮎川さくら館 316-0035 日立市国分町 3-12-10 0294-36-7303 

地域包括支援センター成華園 319-1222 日立市久慈町 4-19-21 0294-33-7119 

地域包括支援センター金沢弁天園 316-0014 日立市東金沢町 2-14-19 0294-33-7424 

地域包括支援センターサン豊浦 319-1411 日立市川尻町 758-27 0294－33-8811 

地域包括支援センター銀砂台 317-0071 日立市鹿島町 2－5－9 0294‐33‐6500 

地域包括支援センター神峰の森 317-0054 日立市本宮町 1-2-13 0294‐33‐5512 

地域包括支援センター小咲園 316-0001 日立市諏訪町 5-5-1 0294-32-7900 

土浦市 

地域包括支援センターうらら 300-0036 
土浦市大和町 9-2 

ウララ２総合福祉会館４階 
029-824-0332 

地域包括支援センターかんだつ 300-0011 土浦市神立中央 5-4-14 029-869-7035 

古河市 

古河市地域包括支援センター総和 306-0221 古河市駒羽根 1501 0280-92-5920 

古河市地域包括支援センター古河 306-0044  古河市新久田 271-1 0280-23-6517 

古河市地域包括支援センター三和 306-0125 古河市仁連 2228-7 0280-77-1901 

石岡市 石岡市地域包括支援センター 315-0009 石岡市大砂 10527-6 0299-35-1127 

結城市 結城市地域包括支援センター 307-8501 結城市大字結城 1447 0296-34-0324 

龍ケ崎市 龍ケ崎市地域包括支援センター 301-8611 龍ケ崎市 3710 番地 0297-62-8686 

下妻市 下妻市地域包括支援センター 304-8501 下妻市本城町 2-22 0296-43-8264 

常総市 常総市地域包括支援センター 303－8501 常総市水海道諏訪町 3222－3 0297-23-2930 

常陸太田市 常陸太田市地域包括支援センター 313-0041 
常陸太田市稲木町 33 

総合福祉会館内 
0294-72-8881 

高萩市 高萩市地域包括支援センター 318-0031 高萩市春日町 3-10 0293-22-0080 

北茨城市 

北茨城市中部地域包括支援センター 319-1592 北茨城市磯原町磯原 1630 0293-43-1111 

北茨城市南部地域包括支援センター 319-1559 北茨城市中郷町上桜井 844-6 0293-44-7111 

笠間市 笠間市地域包括支援センターほのぼの 309-1734 笠間市南友部 1966 番地 1 0296-78-5871 

取手市 

地域包括支援センター はあとぴあ 302-0011 取手市井野 253 0297-71-3210 

地域包括支援センター 緑寿荘 302-0032 取手市野々井 1926 番地 2 0297-63-4111 

地域包括支援センター さらの杜 302-0038 取手市下高井 2148 0297-70-2801 

地域包括支援センター 藤代なごみの郷 300-1511 取手市椚木 1342 番地 2 0297-70-3756 
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「第８期いばらき高齢者プラン 21」策定経過      

 

年月日 経過等 

令和２年 

10 月 

第１回いばらき高齢者プラン 21 推進委員会（書面開催） 

（第８期プラン策定の考え方、素案検討） 

令和３年 

１月 

第２回いばらき高齢者プラン 21 推進委員会（書面開催） 

（第８期プラン原案検討、市町村介護サービス見込み量の中間集計結果

等） 

１月 19 日 
国から介護保険事業計画基本指針の告示及び老人福祉計画の作成通知

が発出 

３月 
第３回いばらき高齢者プラン 21 推進委員会（書面開催） 

（第８期プラン最終案の報告） 

 
→ 市町村介護保険サービス見込み量等の最終集計及び数値目標等の

最終確認、プラン最終案に反映 

３月 25 日 
茨城県高齢化対策推進本部会議（庁議） 

（プランの決定） 
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県内の地域包括支援センター一覧            

 地域の高齢者の福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置されている地域包括支
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  (令和２年４月１日現在) 
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地域包括支援センター鮎川さくら館 316-0035 日立市国分町 3-12-10 0294-36-7303 

地域包括支援センター成華園 319-1222 日立市久慈町 4-19-21 0294-33-7119 

地域包括支援センター金沢弁天園 316-0014 日立市東金沢町 2-14-19 0294-33-7424 

地域包括支援センターサン豊浦 319-1411 日立市川尻町 758-27 0294－33-8811 

地域包括支援センター銀砂台 317-0071 日立市鹿島町 2－5－9 0294‐33‐6500 

地域包括支援センター神峰の森 317-0054 日立市本宮町 1-2-13 0294‐33‐5512 
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地域包括支援センターうらら 300-0036 
土浦市大和町 9-2 
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地域包括支援センターかんだつ 300-0011 土浦市神立中央 5-4-14 029-869-7035 
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古河市地域包括支援センター総和 306-0221 古河市駒羽根 1501 0280-92-5920 

古河市地域包括支援センター古河 306-0044  古河市新久田 271-1 0280-23-6517 

古河市地域包括支援センター三和 306-0125 古河市仁連 2228-7 0280-77-1901 

石岡市 石岡市地域包括支援センター 315-0009 石岡市大砂 10527-6 0299-35-1127 

結城市 結城市地域包括支援センター 307-8501 結城市大字結城 1447 0296-34-0324 

龍ケ崎市 龍ケ崎市地域包括支援センター 301-8611 龍ケ崎市 3710 番地 0297-62-8686 

下妻市 下妻市地域包括支援センター 304-8501 下妻市本城町 2-22 0296-43-8264 

常総市 常総市地域包括支援センター 303－8501 常総市水海道諏訪町 3222－3 0297-23-2930 

常陸太田市 常陸太田市地域包括支援センター 313-0041 
常陸太田市稲木町 33 

総合福祉会館内 
0294-72-8881 

高萩市 高萩市地域包括支援センター 318-0031 高萩市春日町 3-10 0293-22-0080 

北茨城市 

北茨城市中部地域包括支援センター 319-1592 北茨城市磯原町磯原 1630 0293-43-1111 

北茨城市南部地域包括支援センター 319-1559 北茨城市中郷町上桜井 844-6 0293-44-7111 

笠間市 笠間市地域包括支援センターほのぼの 309-1734 笠間市南友部 1966 番地 1 0296-78-5871 

取手市 

地域包括支援センター はあとぴあ 302-0011 取手市井野 253 0297-71-3210 

地域包括支援センター 緑寿荘 302-0032 取手市野々井 1926 番地 2 0297-63-4111 

地域包括支援センター さらの杜 302-0038 取手市下高井 2148 0297-70-2801 

地域包括支援センター 藤代なごみの郷 300-1511 取手市椚木 1342 番地 2 0297-70-3756 
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市町村名 地域包括支援センター名称 郵便番号 所在地 電話番号 

牛久市 

牛久市地域包括支援センター 300-1292 牛久市中央 3-15-1 029-878-5050 

地域包括支援センター博慈園 300-1214 牛久市女化町 253－2 029-871-5110 

つくば市 

つくば市地域包括支援センター 305-8555 つくば市研究学園一丁目１番地１ 029-883-1134 

筑波地域包括支援センター 300-4231 つくば市北条 1184 番地 1 029-828-5806 

茎崎地域包括支援センター 300-1274 つくば市下岩崎 2068 番地 029-886-9500 

大穂豊里地域包括支援センター 300-2622 つくば市要 1187 番地 299 029-869-9527 

谷田部西地域包括支援センター 305-0854 つくば市上横場 2290 番地 9 029-893-3170 

桜地域包括支援センター 305-0854 つくば市大角豆 1745 番地 5 029-886-3886 

ひたちなか市 

ひたちなか市勝田第一中学校区おとしよ

り相談センター 
312-0022 ひたちなか市金上 562-1 029-354-5221 

ひたちなか市大島中学校区おとしより相

談センター 
312-0052 ひたちなか市東石川 3183-1 029-219-5775 

ひたちなか市西部おとしより相談センター 312-0032 ひたちなか市津田 2093-1 029-276-0655 

ひたちなか市北部おとしより相談センター 312-0003 ひたちなか市足崎 1474-7 029-229-2255 

ひたちなか市東部おとしより相談センター 311-1207 ひたちなか市烏ヶ台 11835-2 029-264-1501 

鹿嶋市 

鹿嶋市だいどう地域包括支援センター 311-2206 鹿嶋市武井 1956-3 0299-77-5681 

鹿嶋市なかの地域包括支援センター 311-2215 鹿嶋市和 824-1 0299-95-9910 

鹿嶋市かしま東地域包括支援センター 314-0012 鹿嶋市平井 1350-332 0299-82-9351 

鹿嶋市かしま西地域包括支援センター 314-0031 鹿嶋市宮中 343-13 0299-85-1522 

潮来市 潮来市地域包括支援センター 311-2421 潮来市辻 765 0299-63-1288 

守谷市 

守谷市南部地域包括支援センター 302-0108 守谷市松並 1630-1 0297-38-4345 

守谷市北部地域包括支援センター 302-0103 守谷市大山新田１４９－１ 0297-21-2824 

常陸大宮市 

常陸大宮市南部地域包括支援センター 319-2261 常陸大宮市上町 318-1 0295-53-6810 

常陸大宮市北部地域包括支援センター 319-3106 常陸大宮市西野内 1537-1 0295-57-3326 

那珂市 

地域包括支援センター青燈会 311-0105 那珂市菅谷 605-2 029-295-5288 

地域包括支援センターナザレ園 319-2103 那珂市中里 361-2 029-296-3405 

地域包括支援センターゆたか園 311-0111 那珂市後台 2045-4 029-295-1287 

筑西市 

地域包括支援センターなかだて 308-0005 筑西市中舘 266 番地 2 0296-38-0680 

地域包括支援センターしらとり 308-0067 筑西市上平塚 743 番地 5 0296-45-7616 

地域包括支援センターえがお 308-0841 筑西市二木成 1669 番地 1 0296-45-6882 

地域包括支援センターまごころ 300-4516 筑西市新井新田 41 番地 2 0296-52-8552 

坂東市 

坂東市北部地域包括支援センター 306-0502 坂東市山 2721 番地 0280-82-1284 

坂東市南部地域包括支援センター 306-0626 坂東市小山 258 番地 0297-38-2161 

坂東市中央地域包括支援センター 306-0692 坂東市岩井 4365 番地 0297-35-2121 

稲敷市 

稲敷市地域包括支援センター 300-0595 
稲敷市犬塚１５７０番地１ 

（高齢福祉課内） 
029-834-5353 

地域包括支援センター水郷荘 300-0605 稲敷市幸田１２５２番地 0299-80-4535 
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市町村名 地域包括支援センター名称 郵便番号 所在地 電話番号 

かすみがうら市 かすみがうら市地域包括支援センター 315-0057 かすみがうら市上土田 433-2 

0299-59-2111 

( 内 線 1350 、

1351) 

桜川市 桜川市地域包括支援センター 309-1292 桜川市岩瀬 64-2 0296-73-4511 

神栖市 

地域包括支援センター 済生会かみす 314-0112 神栖市知手中央 7 丁目 2 番 45 号 0299-95-9500 

地域包括支援センターみのり 314-0343 神栖市土合本町 1-9082-5 0479-21-6467 

地域包括支援センター白十字会かみす 314-0134 神栖市賀 2148-26 0299-77-7678 

行方市 

行方市地域包括支援センター 311-3512 行方市玉造甲 478-1 0299-55-0114 

行方市地域包括支援センター麻生 311-3512 行方市玉造甲 478-1 0299-55-0114 

鉾田市 鉾田市地域包括支援センター 311-1517 鉾田市鉾田 1443 0291-34-0011 

つくばみらい市 つくばみらい市地域包括支援センター 300-2395 つくばみらい市福田 195 0297-57-0203 

小美玉市 小美玉市地域包括支援センター 311-3495 小美玉市上玉里 1122 0299-58-1282 

茨城町 茨城町地域包括支援センター 311-3131 東茨城郡茨城町小堤 1037-1 029-292-8577 

大洗町 大洗町地域包括支援センタ－ 311-1305 東茨城郡大洗町港中央 26-1 029-267-4100 

城里町 城里町地域包括支援センター 311-4391 東茨城郡城里町石塚 1428-25 029-288-3111 

東海村 東海村地域包括支援センター 319-1118 
那珂郡東海村舟石川駅東３丁目 9 番

33 号 
029-287-2516 

大子町 大子町地域包括支援センター 319-3526 久慈郡大子町大字大子 1846 0295-72-1175 

美浦村 美浦村地域包括支援センター 300-0492 
稲敷郡美浦村大字受領 1515 番地  

（福祉介護課内） 
029-885-0340 

阿見町 阿見町地域包括支援センター 300-0331 
稲敷郡阿見町阿見 4671-1 

阿見町総合保健福祉会館内 
029-887-8124 

河内町 河内町地域包括支援センター 300-1312 稲敷郡河内町長竿 3693-2 0297-60-4071 

八千代町 八千代町地域包括支援センター 300-3592 
結城郡八千代町大字菅谷 1170 （長

寿支援課内） 
0296-30-2400 

五霞町 五霞町地域包括支援センター 306-0303 
猿島郡五霞町江川 3201 番地福祉セ

ンター「ひばりの里」内 
0280-84-0765 

境町 境町地域包括支援センターファミール境 306-0405 猿島郡境町塚崎 4864 0280-87-7111 

利根町 利根町地域包括支援センター 300-1696 北相馬郡利根町布川 841 番地 1 0297-68-8941 
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市町村名 地域包括支援センター名称 郵便番号 所在地 電話番号 

牛久市 

牛久市地域包括支援センター 300-1292 牛久市中央 3-15-1 029-878-5050 

地域包括支援センター博慈園 300-1214 牛久市女化町 253－2 029-871-5110 

つくば市 

つくば市地域包括支援センター 305-8555 つくば市研究学園一丁目１番地１ 029-883-1134 

筑波地域包括支援センター 300-4231 つくば市北条 1184 番地 1 029-828-5806 

茎崎地域包括支援センター 300-1274 つくば市下岩崎 2068 番地 029-886-9500 

大穂豊里地域包括支援センター 300-2622 つくば市要 1187 番地 299 029-869-9527 

谷田部西地域包括支援センター 305-0854 つくば市上横場 2290 番地 9 029-893-3170 

桜地域包括支援センター 305-0854 つくば市大角豆 1745 番地 5 029-886-3886 

ひたちなか市 

ひたちなか市勝田第一中学校区おとしよ

り相談センター 
312-0022 ひたちなか市金上 562-1 029-354-5221 

ひたちなか市大島中学校区おとしより相

談センター 
312-0052 ひたちなか市東石川 3183-1 029-219-5775 

ひたちなか市西部おとしより相談センター 312-0032 ひたちなか市津田 2093-1 029-276-0655 

ひたちなか市北部おとしより相談センター 312-0003 ひたちなか市足崎 1474-7 029-229-2255 

ひたちなか市東部おとしより相談センター 311-1207 ひたちなか市烏ヶ台 11835-2 029-264-1501 

鹿嶋市 

鹿嶋市だいどう地域包括支援センター 311-2206 鹿嶋市武井 1956-3 0299-77-5681 

鹿嶋市なかの地域包括支援センター 311-2215 鹿嶋市和 824-1 0299-95-9910 

鹿嶋市かしま東地域包括支援センター 314-0012 鹿嶋市平井 1350-332 0299-82-9351 

鹿嶋市かしま西地域包括支援センター 314-0031 鹿嶋市宮中 343-13 0299-85-1522 

潮来市 潮来市地域包括支援センター 311-2421 潮来市辻 765 0299-63-1288 

守谷市 

守谷市南部地域包括支援センター 302-0108 守谷市松並 1630-1 0297-38-4345 

守谷市北部地域包括支援センター 302-0103 守谷市大山新田１４９－１ 0297-21-2824 

常陸大宮市 

常陸大宮市南部地域包括支援センター 319-2261 常陸大宮市上町 318-1 0295-53-6810 

常陸大宮市北部地域包括支援センター 319-3106 常陸大宮市西野内 1537-1 0295-57-3326 

那珂市 

地域包括支援センター青燈会 311-0105 那珂市菅谷 605-2 029-295-5288 

地域包括支援センターナザレ園 319-2103 那珂市中里 361-2 029-296-3405 

地域包括支援センターゆたか園 311-0111 那珂市後台 2045-4 029-295-1287 

筑西市 

地域包括支援センターなかだて 308-0005 筑西市中舘 266 番地 2 0296-38-0680 

地域包括支援センターしらとり 308-0067 筑西市上平塚 743 番地 5 0296-45-7616 

地域包括支援センターえがお 308-0841 筑西市二木成 1669 番地 1 0296-45-6882 

地域包括支援センターまごころ 300-4516 筑西市新井新田 41 番地 2 0296-52-8552 

坂東市 

坂東市北部地域包括支援センター 306-0502 坂東市山 2721 番地 0280-82-1284 

坂東市南部地域包括支援センター 306-0626 坂東市小山 258 番地 0297-38-2161 

坂東市中央地域包括支援センター 306-0692 坂東市岩井 4365 番地 0297-35-2121 

稲敷市 

稲敷市地域包括支援センター 300-0595 
稲敷市犬塚１５７０番地１ 

（高齢福祉課内） 
029-834-5353 

地域包括支援センター水郷荘 300-0605 稲敷市幸田１２５２番地 0299-80-4535 
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市町村名 地域包括支援センター名称 郵便番号 所在地 電話番号 

かすみがうら市 かすみがうら市地域包括支援センター 315-0057 かすみがうら市上土田 433-2 

0299-59-2111 

( 内 線 1350 、

1351) 

桜川市 桜川市地域包括支援センター 309-1292 桜川市岩瀬 64-2 0296-73-4511 

神栖市 

地域包括支援センター 済生会かみす 314-0112 神栖市知手中央 7 丁目 2 番 45 号 0299-95-9500 

地域包括支援センターみのり 314-0343 神栖市土合本町 1-9082-5 0479-21-6467 

地域包括支援センター白十字会かみす 314-0134 神栖市賀 2148-26 0299-77-7678 

行方市 

行方市地域包括支援センター 311-3512 行方市玉造甲 478-1 0299-55-0114 

行方市地域包括支援センター麻生 311-3512 行方市玉造甲 478-1 0299-55-0114 

鉾田市 鉾田市地域包括支援センター 311-1517 鉾田市鉾田 1443 0291-34-0011 

つくばみらい市 つくばみらい市地域包括支援センター 300-2395 つくばみらい市福田 195 0297-57-0203 

小美玉市 小美玉市地域包括支援センター 311-3495 小美玉市上玉里 1122 0299-58-1282 

茨城町 茨城町地域包括支援センター 311-3131 東茨城郡茨城町小堤 1037-1 029-292-8577 

大洗町 大洗町地域包括支援センタ－ 311-1305 東茨城郡大洗町港中央 26-1 029-267-4100 

城里町 城里町地域包括支援センター 311-4391 東茨城郡城里町石塚 1428-25 029-288-3111 

東海村 東海村地域包括支援センター 319-1118 
那珂郡東海村舟石川駅東３丁目 9 番

33 号 
029-287-2516 

大子町 大子町地域包括支援センター 319-3526 久慈郡大子町大字大子 1846 0295-72-1175 

美浦村 美浦村地域包括支援センター 300-0492 
稲敷郡美浦村大字受領 1515 番地  

（福祉介護課内） 
029-885-0340 

阿見町 阿見町地域包括支援センター 300-0331 
稲敷郡阿見町阿見 4671-1 

阿見町総合保健福祉会館内 
029-887-8124 

河内町 河内町地域包括支援センター 300-1312 稲敷郡河内町長竿 3693-2 0297-60-4071 

八千代町 八千代町地域包括支援センター 300-3592 
結城郡八千代町大字菅谷 1170 （長

寿支援課内） 
0296-30-2400 

五霞町 五霞町地域包括支援センター 306-0303 
猿島郡五霞町江川 3201 番地福祉セ

ンター「ひばりの里」内 
0280-84-0765 

境町 境町地域包括支援センターファミール境 306-0405 猿島郡境町塚崎 4864 0280-87-7111 

利根町 利根町地域包括支援センター 300-1696 北相馬郡利根町布川 841 番地 1 0297-68-8941 
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