
都道府県名 市区町村名 直営・委託等の別 委託先等

1 北海道 黒松内町 委託等 （福）　黒松内町社会福祉協議会

2 北海道 蘭越町 委託等 （福）　蘭越町社会福祉協議会

3 北海道 ニセコ町 委託等 （福）　ニセコ町社会福祉協議会

4 北海道 真狩村 直営＋委託等 （福）　真狩村社会福祉協議会

5 北海道 留寿都村 委託等 （福）　留寿都村社会福祉協議会

6 北海道 京極町 委託等 （福）　京極町社会福祉協議会

7 北海道 函館市 委託等 （福）　函館市社会福祉協議会

8 北海道 今金町 委託等 （福）　今金町社会福祉協議会

9 北海道 旭川市 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

10 北海道 士別市 委託等 （福）　士別市社会福祉協議会

11 北海道 鷹栖町 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

12 北海道 東神楽町 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

13 北海道 当麻町 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

14 北海道 比布町 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

15 北海道 愛別町 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

16 北海道 上川町 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

17 北海道 東川町 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

18 北海道 美瑛町 委託等 （福）　旭川市社会福祉協議会

19 北海道 和寒町 委託等 （福）　士別市社会福祉協議会

20 北海道 剣淵町 委託等 （福）　士別市社会福祉協議会

21 北海道 幌加内町 委託等 （福）　士別市社会福祉協議会

22 北海道 大空町 委託等 （福）　大空町社会福祉協議会

23 北海道 音更町 委託等 （福）　音更町社会福祉協議会

24 青森県 八戸市 委託等 （福）　八戸市社会福祉協議会

25 青森県 鰺ヶ沢町 委託等 （福）　鯵ヶ沢町社会福祉協議会

26 青森県 深浦町 委託等 （福）　鯵ヶ沢町社会福祉協議会

27 岩手県 釜石市 委託等 （福）　釜石市社会福祉協議会

28 岩手県 遠野市 委託等 （福）　釜石市社会福祉協議会

29 岩手県 大槌町 委託等 （福）　釜石市社会福祉協議会

30 岩手県 二戸市 委託等 （特非）カシオペア権利擁護支援センター

31 岩手県 一戸町 委託等 （特非）カシオペア権利擁護支援センター

32 岩手県 軽米町 委託等 （特非）カシオペア権利擁護支援センター

33 岩手県 九戸村 委託等 （特非）カシオペア権利擁護支援センター

34 山形県 山形市 委託等 （福）　山形市社会福祉協議会
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35 山形県 天童市 委託等 （福）　天童市社会福祉協議会

36 福島県 いわき市 直営

37 福島県 南会津町 委託等 （福）　南会津町社会福祉協議会

38 茨城県 牛久市 委託等 （福）　牛久市社会福祉協議会

39 栃木県 栃木市 委託等 （福）　栃木市社会福祉協議会

40 埼玉県 志木市 直営

41 埼玉県 和光市 委託等 （福）　和光市社会福祉協議会

42 千葉県 千葉市 委託等 （福）　千葉市社会福祉協議会

43 千葉県 館山市 委託等 （福）　鴨川市社会福祉協議会

44 千葉県 鴨川市 委託等 （福）　鴨川市社会福祉協議会

45 千葉県 浦安市 委託等 （福）　浦安市社会福祉協議会

46 千葉県 南房総市 委託等 （福）　鴨川市社会福祉協議会

47 千葉県 山武市 直営＋委託等 （福）　山武市社会福祉協議会

48 千葉県 鋸南町 委託等 （福）　鴨川市社会福祉協議会

49 東京都 港区 直営＋委託等 （福）　港区社会福祉協議会

50 東京都 目黒区 委託等 （福）　目黒区社会福祉協議会

51 東京都 渋谷区 委託等 （福）　渋谷区社会福祉協議会

52 東京都 中野区 委託等 （福）　中野区社会福祉協議会

53 東京都 杉並区 委託等 （公社）　杉並区成年後見センター

54 東京都 北区 委託等 （福）　北区社会福祉協議会

55 東京都 板橋区 委託等 （福）　板橋区社会福祉協議会

56 東京都 練馬区 委託等 （福）　練馬区社会福祉協議会

57 東京都 葛飾区 委託等 （福）　葛飾区社会福祉協議会

58 東京都 江戸川区 委託等 （福）　江戸川区社会福祉協議会

59 東京都 八王子市 委託等 （福）　八王子市社会福祉協議会

60 東京都 三鷹市 委託等 （福）　三鷹市社会福祉協議会

61 東京都 青梅市 委託等 （福）　青梅市社会福祉協議会

62 東京都 府中市 委託等 （福）　府中市社会福祉協議会

63 東京都 調布市 委託等 （一社）　多摩南部成年後見センター

64 東京都 町田市 委託等 （福）　町田市社会福祉協議会

65 東京都 小金井市 委託等 （福）　小金井市社会福祉協議会

66 東京都 日野市 委託等 （一社）　多摩南部成年後見センター

67 東京都 国立市 委託等 （福）　国立市社会福祉協議会

68 東京都 狛江市 委託等
（福）　狛江市社会福祉協議会
（一社）　多摩南部成年後見センター

69 東京都 武蔵村山市 委託等 （福）　武蔵村山市社会福祉協議会
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70 東京都 多摩市 委託等 （一社）　多摩南部成年後見センター

71 東京都 稲城市 委託等 （一社）　多摩南部成年後見センター

72 神奈川県 藤沢市 委託等 （福）　藤沢市社会福祉協議会

73 新潟県 佐渡市 委託等 （福）　佐渡市社会福祉協議会

74 新潟県 阿賀町 直営

75 富山県 高岡市 委託等 （福）　高岡市社会福祉協議会

76 富山県 氷見市 委託等 （福）　高岡市社会福祉協議会

77 富山県 砺波市 委託等 （福）　高岡市社会福祉協議会

78 富山県 小矢部市 委託等 （福）　高岡市社会福祉協議会

79 富山県 南砺市 委託等 （福）　高岡市社会福祉協議会

80 富山県 射水市 委託等 （福）　高岡市社会福祉協議会

81 山梨県 甲府市 委託等 （福）　甲府市社会福祉協議会

82 長野県 飯田市 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

83 長野県 伊那市 直営＋委託等 （福）　伊那市社会福祉協議会

84 長野県 駒ヶ根市 直営＋委託等 （福）　伊那市社会福祉協議会

85 長野県 辰野町 直営＋委託等 （福）　伊那市社会福祉協議会

86 長野県 箕輪町 直営＋委託等 （福）　伊那市社会福祉協議会

87 長野県 飯島町 直営＋委託等 （福）　伊那市社会福祉協議会

88 長野県 南箕輪村 直営＋委託等 （福）　伊那市社会福祉協議会

89 長野県 中川村 直営＋委託等 （福）　伊那市社会福祉協議会

90 長野県 宮田村 直営＋委託等 （福）　伊那市社会福祉協議会

91 長野県 松川町 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

92 長野県 高森町 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

93 長野県 阿南町 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

94 長野県 阿智村 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

95 長野県 下條村 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

96 長野県 売木村 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

97 長野県 天龍村 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

98 長野県 泰阜村 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

99 長野県 喬木村 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

100 長野県 豊丘村 委託等 （福）　飯田市社会福祉協議会

101 岐阜県 各務原市 委託等 （福）　各務原市社会福祉協議会

102 岐阜県 関市 直営

103 静岡県 浜松市 委託等 （福）　浜松市社会福祉協議会

104 愛知県 豊橋市 委託等 （福）　豊橋市社会福祉協議会
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105 愛知県 瀬戸市 委託等 （特非）　尾張東部成年後見センター

106 愛知県 豊田市 直営＋委託等 （福）　豊田市社会福祉協議会

107 愛知県 小牧市 委託等 （特非）　尾張北部権利擁護支援センター

108 愛知県 尾張旭市 委託等 （特非）　尾張東部成年後見センター

109 愛知県 高浜市 委託等 （福）　高浜市社会福祉協議会

110 愛知県 豊明市 委託等 （特非）　尾張東部成年後見センター

111 愛知県 日進市 委託等 （特非）　尾張東部成年後見センター

112 愛知県 長久手市 委託等 （特非）　尾張東部成年後見センター

113 愛知県 東郷町 委託等 （特非）　尾張東部成年後見センター

114 三重県 伊勢市 委託等 （福）　伊勢市社会福祉協議会

115 三重県 桑名市 委託等 （福）　桑名市社会福祉協議会

116 滋賀県 彦根市 委託等 （福）　彦根市社会福祉協議会

117 京都府 京都市 委託等 （福）　京都市社会福祉協議会

118 京都府 精華町 委託等 （福）　精華町社会福祉協議会

119 大阪府 大阪市 委託等 （福）　大阪市社会福祉協議会

120 大阪府 豊中市 委託等 （福）　豊中市社会福祉協議会

121 兵庫県 姫路市 委託等 （福）　姫路市社会福祉協議会

122 兵庫県 芦屋市 委託等
（福）　芦屋市社会福祉協議会
（特非）　PASネット

123 兵庫県 伊丹市 委託等 （福）　伊丹市社会福祉協議会

124 兵庫県 相生市 委託等 （福）　たつの市社会福祉協議会

125 兵庫県 赤穂市 委託等 （福）　たつの市社会福祉協議会

126 兵庫県 丹波篠山市 委託等 （特非）　ウィズ・ユー

127 兵庫県 宍粟市 委託等 （福）　たつの市社会福祉協議会

128 兵庫県 たつの市 委託等 （福）　たつの市社会福祉協議会

129 兵庫県 太子町 委託等 （福）　たつの市社会福祉協議会

130 兵庫県 上郡町 委託等 （福）　たつの市社会福祉協議会

131 兵庫県 佐用町 委託等 （福）　たつの市社会福祉協議会

132 奈良県 奈良市 委託等 （福）　奈良市社会福祉協議会

133 奈良県 生駒市 委託等 （福）　生駒市社会福祉協議会

134 和歌山県 白浜町 直営＋委託等 （福）　 白浜町社会福祉協議会

135 岡山県 総社市 委託等 （福）　総社市社会福祉協議会

136 香川県 丸亀市 委託等 （福）　丸亀市社会福祉協議会

137 香川県 三豊市 直営

138 高知県 本山町 直営＋委託等 （福）　本山町社会福祉協議会

139 宮崎県 都城市 直営
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