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市町村名 担当課名 電話番号 郵便番号 所　在　地

 障がい福祉課 088-823-9378 780-8571  高知市本町５－１－４５

 健康増進課 088-803-8005 780-0850
 高知市丸ノ内１－７－４５
 高知市総合あんしんセンター

室戸市  保健介護課 0887-22-3105 781-7109  室戸市領家８７

安芸市  福祉事務所 0887-35-1009 784-8501  安芸市矢ノ丸１－４－４０

香南市  福祉事務所 0887-57-8509 781-5232  香南市野市町西野５３４－１

　　　　　〃
　　（赤岡支所） 0887-55-3111 781-5310  香南市赤岡町３２５－１

　　　　　〃
　　（香我美支所） 0887-55-2111 781-5452  香南市香我美町下分６４６

　　　　　〃
　　（夜須支所） 0887-55-3141 781-5601  香南市夜須町坪井２１９

　　　　　〃
　　（吉川支所） 0887-55-3121 781-5241  香南市吉川町吉原９５

香美市  福祉事務所 0887-53-3117 782-8501  香美市土佐山田町宝町１－２－１

　　　　　〃
　　（香北支所） 0887-59-2311 781-4212  香美市香北町美良布１０９７

　　　　　〃
　　（物部支所） 0887-52-9288 781-4401  香美市物部町大栃１３９０－１

南国市  福祉事務所 088-880-6566 783-8501  南国市大埇甲２３０１

土佐市  福祉事務所 088-852-1204 781-1192  土佐市高岡町甲2017－1

須崎市  福祉事務所 0889-42-3691 785-8601  須崎市山手町１－７

四万十市  福祉事務所 0880-34-1120 787-8501  四万十市中村大橋通４－１０

　　　　　〃
　（西土佐総合支所）

 福祉事務所分室
 （保健課） 0880-52-1132 787-1603  四万十市西土佐用井1110-28

宿毛市  福祉事務所 0880-63-1114 788-8686  宿毛市桜町２－１

 福祉事務所
　（身体・知的）

0880-82-1118

 健康増進課
　（精神）

0880-82-1121

東洋町  住民課 0887-29-3394 781-7414  安芸郡東洋町生見７５８－３

※奈半利町  住民福祉課 0887-38-8181 781-6402  安芸郡奈半利町乙１６５９－１

※田野町  保健福祉課 0887-38-2812 781-6410  安芸郡田野町１８２８－５

※安田町  町民生活課 0887-38-6712 781-6421  安芸郡安田町安田１８５０

※北川村  住民課 0887-32-1214 781-6441  安芸郡北川村野友甲１５３０

※馬路村  健康福祉課 0887-44-2112 781-6201  安芸郡馬路村馬路４４３

芸西村  健康福祉課 0887-33-2112 781-5792  安芸郡芸西村和食甲１２６２　

0887-38-8212

0887-38-8301

高知市

　　※奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村の５町村については、中芸広域連合が担当している業務があります。

出典） 平成28年度 「障害者福祉のしおり」より抜粋

787-0392  土佐清水市天神町１１－２

中芸広域連合  保健福祉課 781-6410  安芸郡田野町１４５６－４１

※障害者手帳をはじめ手当や福祉サービス、福祉制度の相談や申請の窓口です。
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本山町  健康福祉課 0887-70-1060 781-3601  長岡郡本山町本山６００

大豊町  住民課 0887-72-0450 789-0392  長岡郡大豊町高須２３１

土佐町  健康福祉課 0887-82-2333 781-3492  土佐郡土佐町土居２０６　

大川村  総務課 0887-84-2211 781-3703  土佐郡大川村小松２７－１　

いの町  ほけん福祉課 088-893-3810 781-2110  吾川郡いの町１４００　

　　　　　〃
　（吾北総合支所）

 住民福祉課 088-867-2300 781-2492  吾川郡いの町上八川甲１９３４

　　　　　〃
　（本川総合支所）

 住民福祉課 088-869-2114 781-2601  吾川郡いの町長沢１２３－１２

仁淀川町  保健福祉課 0889-35-0888 781-1501  吾川郡仁淀川町大崎３９３－２　

　　　　　〃
　（池川総合支所）

 住民福祉課 0889-34-2112 781-1606  吾川郡仁淀川町土居甲９１６－３

　　　　　〃
　（仁淀総合支所）

 住民福祉課 0889-32-1132 781-1892  吾川郡仁淀川町森２５７１

中土佐町  健康福祉課 0889-52-2662 789-1301  高岡郡中土佐町久礼６５８４－１

佐川町  健康福祉課 0889-22-7705 789-1202  高岡郡佐川町乙２３１０

越知町
 保健福祉課
（保健福祉センター） 0889-26-3211 781-1301  高岡郡越知町越知甲２４５７

檮原町  保健福祉支援センター 0889-65-1170 785-0612  高岡郡檮原町川西路２３２０－１

日高村  健康福祉課 0889-24-5197 781-2194  高岡郡日高村本郷６１－１

津野町
 総合保健福祉センター
 里楽 0889-55-2151 785-0202  高岡郡津野町姫野々４３１－１

四万十町  健康福祉課 0880-22-3115 786-8501  高岡郡四万十町琴平町１６－１７

　　　　　〃
　（大正地域振興局）

 町民生活課 0880-27-0112 786-0301  高岡郡四万十町大正３８０

　　　　　〃
　（十和地域振興局）

 町民生活課 0880-28-5112 786-0504  高岡郡四万十町十川１４５－３

 町民福祉課 0880-73-1113 788-0302  幡多郡大月町弘見２２３０

 保健介護課 0880-73-1365 788-0311  幡多郡大月町鉾土６０３

三原村  住民課 0880-46-2111 787-0892  幡多郡三原村来栖野３４６

黒潮町  健康福祉課 0880-43-2116 789-1992  幡多郡黒潮町入野２０１９－１

　　　　　〃
　　（佐賀支所）

 地域住民課 0880-55-3112 789-1795  幡多郡黒潮町佐賀１０９２－１
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