愛媛県内市町社会福祉協議会一覧
市町名
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松山市

松山市若草町 8 番地 2 号

松山市総合福祉センター

089-941-4122

・北条支所

松山市河野別府 937-1

松山市北条社会福祉センター

089-993-1400

・中島支所

松山市中島大浦 3081-2

松山市保健センター中島分室

089-997-1822

今治市

今治市南宝来町 1 丁目 9-8

今治市総合福祉センター愛らんど

0898-22-6018

・朝倉支部

今治市朝倉下乙 112-2

三世代交流センター

0898-56-3550

・玉川支部

今治市玉川町大野甲 86-1

今治市玉川福祉センター

0898-36-8140

・波方支部

今治市波方町樋口甲 250

今治市波方老人福祉センター

0898-41-7246

・大西支部

今治市大西町宮脇甲 501-2

今治市大西老人福祉センター

0898-53-5380

・菊間支部

今治市菊間町池原 20-1

今治市菊間デイサービスセンター

0898-54-5700

・吉海支部

今治市吉海町名 1466

今治市吉海老人福祉センター

0897-84-4110

・宮窪支部

今治市宮窪町宮窪 3544-2

宮窪町保健福祉総合センター

0897-86-3939

・伯方支部

今治市伯方町木浦甲 3930-1

今治市伯方福祉センター

0897-74-2123

・上浦支部

今治市上浦町甘崎 3878-1

上浦町総合福祉センター

0897-87-4274

・大三島支部

今治市大三島町野々江 2435-2 大三島町地域福祉センター

0897-83-1110

・関前支部

今治市関前岡村甲 2525-1

0897-88-2455

宇和島市

宇和島市住吉町 1 丁目 6 番 16 号 宇和島市総合福祉センター

0895-23-3711

・吉田支所

宇和島市吉田町東小路甲 58-5

吉田町総合社会福祉センター

0895-52-3166

・三間支所

宇和島市三間町迫目 126 番地

三間保健福祉センター

0895-58-1051

・津島支所

宇和島市津島町岩松 471 番地

宇和島市津島支所

0895-20-8101

八幡浜市

八幡浜市松柏乙 1101 番地

八幡浜市保健福祉総合センター

0894-23-2940

・保内支部

八幡浜市保内町宮内 1 番耕地 124 番地 1 保内保健福祉センター

0894-36-0262

新居浜市

新居浜市高木町 2 番 60 号

新居浜市総合福祉センター

0897-32-8129

・別子山分室

新居浜市別子山乙 241 番地の 6

新居浜市総合福祉センター別子山分館

0897-64-2350

今治市関前高齢者生活福祉センター

西条市

西条市周布 606 番地 1

西条市東予総合福祉センター

0898-64-2600

・西条支所

西条市神拝甲 324 番地 2

西条市総合福祉センター

0897-53-0873

・丹原支所

西条市丹原町池田 1733 番地 1 西条市丹原福祉センター

0898-76-2433

・小松支所

西条市小松町新屋敷乙 48 番地 1 西条市小松地域福祉センター

0898-72-6363

大洲市

大洲市東大洲 270 番地 1

大洲市総合福祉センター

0893-23-0313

・長浜支所

大洲市長浜甲 480 番地の 3

大洲市役所長浜支所

0893-52-1111

・肱川支所

大洲市肱川町山鳥坂 72 番地 1

大洲市肱川保健センター

0893-34-2312

・河辺支所

大洲市河辺町植松 428 番地

大洲市河辺老人福祉センター

0893-39-2510

伊予市

伊予市米湊 723 番地 1

市役所第 2 別館

089-983-6224

・中山事務所

伊予市中山町出渕 2 番耕地 138 番地 1 中山中央公民館

089-967-0100

・双海事務所

伊予市双海町上灘甲 5821 番地 6 双海保健センター

089-986-5777
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四国中央市

四国中央市三島宮川 4 丁目 6 番 55 号 四国中央市福祉会館

0896-28-6127

・川之江支所

四国中央市金生町下分 865

川之江文化センター

0896-28-6237

・土居支所

四国中央市土居町入野 174-3

土居福祉センター

0896-28-6351

・新宮支所

四国中央市新宮町新宮 50

新宮高齢者福祉センター

0896-72-2774

西予市

西予市宇和町卯之町 2 丁目 450 番地

西予市庁舎第二別館

0894-62-3770

・明浜支所

西予市明浜町高山甲 3678 番地

西予市明浜総合支所庁舎

0894-64-1284

・野村支所

西予市野村町 12 号 15 番地

西予市野村保健福祉センター

0894-72-3999

・城川支所

西予市城川町下相 938 番地

西予市城川保健福祉センター

0894-82-1266

・三瓶支所

西予市三瓶町朝立 1 番耕地 360 番地 西予市三瓶保健福祉総合センター

東温市

東温市田窪 300 番地 2

東温市農村環境改善センター

089-955-5535

上島町

越智郡上島町岩城 2239 番地

上島町岩城高齢者生活福祉センター

0897-74-0761

・弓削支所

越智郡上島町弓削上弓削 218 番地 2 上島町弓削老人福祉センター

0897-77-2224

・生名支所

越智郡上島町生名 2133 番地 3 上島町生名老人デイサービスセンター

0897-76-2638

・魚島支所

越智郡上島町魚島 1 番耕地 1362 番地 1 上島町魚島総合支所

0897-78-0011

・岩城支所

越智郡上島町岩城 2239 番地

0897-75-3177

上島町岩城高齢者生活福祉センター

0894-33-3046

久万高原町

上浮穴郡久万高原町久万 45 番地 2

・面河支所

上浮穴郡久万高原町渋草 2310 番地

0892-21-0800

・美川支所

上浮穴郡久万高原町上黒岩 2920 番地 1 福祉・保健センターみかわ

・柳谷支所

上浮穴郡久万高原町柳井川 846 番地 保健福祉センターやなだに

0892-54-2941

松前町

伊予郡松前町大字筒井 710 番地 1 松前町総合福祉センター

089-985-4144

砥部町

伊予郡砥部町大南 719 番地

砥部町老人福祉センター

089-962-7100

・広田支所

伊予郡砥部町総津 387

広田老人憩いの家

089-969-5577
0893-44-3820

おもご高齢者生活支援ハウス

内子分庁

0892-50-1833
0892-56-0750

内子町

喜多郡内子町内子 1515 番地

内子町役場

・小田支所

喜多郡内子町小田 82 番地

小田保健センター

0892-52-2627

伊方町

西宇和郡伊方町湊浦 866 番地

伊方保健センター

0894-38-2360

・瀬戸支所

西宇和郡伊方町三机乙 1087 番地 1 瀬戸デイサービスセンター

0894-57-2180

・三崎支所

西宇和郡伊方町三崎 1700 番地 16 三崎保健福祉センター

0894-54-2222

鬼北町

北宇和郡鬼北町近永 781

0895-45-3709

・日吉支所

北宇和郡鬼北町下鍵山 500

0895-44-2588

松野町

北宇和郡松野町大字松丸 1661-13 ふれあい福祉センター

0895-42-0794

愛南町

南宇和郡愛南町御荘平城 2139 番地

御荘老人福祉センター

0895-70-1251

・内海支所

南宇和郡愛南町柏 434 番地 1

内海保健センター

0895-70-6077

・御荘支所

南宇和郡愛南町御荘平城 2139 番地

御荘老人福祉センター

0895-72-3547

・城辺支所

南宇和郡愛南町城辺甲 2487 番地 城辺社会福祉会館

0895-70-1011

・一本松支所

南宇和郡愛南町一本松 5049 番地 1

0895-70-2177

・西海支所

南宇和郡愛南町樫月 212 番地 1 西海保健福祉センター

0895-82-0066

鬼北町総合福祉センター
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