
圏
域

市町村名 名　称 所在地
電  話
ＦＡＸ

メールアドレス

0267-22-1700

0267-22-1966

0267-62-2111

0267-62-2172

0267-92-2525

0267-92-4335

0267-86-2528

0267-86-2633

0267-97-3600

0267-97-3515

0267-96-2211

0267-96-2158

0267-78-1050

0267-78-1051

0267-77-2111

0267-77-2879

0267-44-3333

0267-44-1396

0267-32-6522

0267-31-2511

0267-56-2311

0267-56-2310

0268-23-5158

0268-24-9423

0268-42-1118

0268-42-1121

0268-72-2203

0268-72-4140

0268-85-2067

0268-85-3467

0268-64-8888

0268-64-8880

0268-75-2046

0268-68-4011

0268-49-0111

0268-49-3670

障がいを理由とする差別に関する相談窓口一覧

小諸市 厚生課 小諸市相生町3-3-3 fukushi@city.komoro.nagano.jp

佐久市 福祉課 佐久市中込3056 fukushi@city.saku.nagano.jp

佐
久

fukushi@vill.kawakami.nagano.jp

南牧村 住民課

軽井沢町 保健福祉課 軽井沢町大字長倉4844-1 hokenfukushi@town.karuizawa.lg.jp

北相木村 住民福祉課 北相木村2744

川上村

南相木村 住民課 南相木村3498-1 jyuumin@vill.minamiaiki.lg.jp 

保健福祉課 川上村大字原312

小海町 町民課 小海町大字豊里57-1 shakaifukushi@koumi-town.jp

佐久穂町 健康福祉課 佐久穂町大字高野町569 hukushi@town.sakuho.nagano.jp

jyuuminhukusi@vill.kitaaiki.lg.jp

南牧村大字海ノ口1051 fukushi@vill.minamimaki.lg.jp

立科町 町民課 立科町大字芦田2532 t-fukushi@town.tateshina.nagano.jp

御代田町 保健福祉課 御代田町大字馬瀬口1794-6 hukusi@town.miyota.nagano.jp

障がい者支援課 上田市大手1-11-16 shogaisien@city.ueda.nagano.jp

上田市

武石
市民サービス課

上田市下武石772
(武石健康センター内)

tsimin@city.ueda.nagano.jp

真田
市民サービス課

上田市真田町長7178-1 ssimin@city.ueda.nagano.jp

東御市 福祉課 東御市鞍掛197 engo@city.tomi.nagano.jp

丸子
市民サービス課

上田市上丸子1612 msimin@city.ueda.nagano.jp

青木村 住民福祉課 青木村大字田沢111 hukusi@vill.aoki.nagano.lg.jp

長和町 町民福祉課 長和町古町4247-１ fukushi@town.nagano-nagawa.lg.jp

上
小



圏
域

市町村名 名　称 所在地
電  話
ＦＡＸ

メールアドレス

0266-23-4811

0266-22-8492

0266-52-4141

0266-53-6073

0266-72-2101

0266-73-0391

0266-27-1111

0266-28-1070

0266-62-9144

0266-62-5228

0266-79-7092

0266-79-7093

0265-78-4111

0265-78-5778

0265-83-2111

0265-83-8590

0266-41-1111

0266-43-3307

0265-79-3111
(内線121.126)

0265-70-6699

0265-86-3111

0265-86-2225

0265-72-2105

0265-73-9799

0265-88-3001

0265-88-3890

0265-85-4128

0265-85-5701

0265-22-4511
（内線5714）

0265-22-8133

0265-36-7022

0265-36-5091

0265-35-9412

0265-35-6854

0260-22-4051

0260-22-2576

諏訪市 社会福祉課 諏訪市高島1-22-30 shogai@city.suwa.lg.jp

岡谷市 社会福祉課 岡谷市幸町8-1 fukusi@city.okaya.lg.jp

下諏訪町 健康福祉課 下諏訪町4613-8 fukushi@town.shimosuwa.lg.jp

茅野市 地域福祉課 茅野市塚原2-6-1 chiikifukushi@city.chino.lg.jp 

原　村 保健福祉課
原村6649-3
(地域福祉センター内)

fukushi@vill.hara.lg.jp

富士見町 住民福祉課 富士見町落合10777 syakaifukusi@town.fujimi.lg.jp

駒ヶ根市 福祉課 駒ヶ根市赤須町20-1 fukusi@city.komagane.nagano.jp

伊那市 福祉相談課 伊那市下新田3050 syogai@city.ina.lg.jp

箕輪町 福祉課　 箕輪町大字中箕輪10298 fukushi＠town.minowa.lg.jp

辰野町 保健福祉課 辰野町中央１ hoken@town.tatsuno.lg.jp

南箕輪村 健康福祉課 南箕輪村4825-1 fukushi-c@vill.minamiminowa.lg.jp

飯島町 健康福祉課 飯島町飯島2537 chi-fuku@town.iijima.lg.jp

宮田村 福祉課 宮田村7027-1 hoken@vill.miyada.nagano.jp

中川村 保健福祉課 中川村大草4045-1 wel-chiiki@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

松川町 保健福祉課 松川町元大島3823 hohuku@town.matsukawa.lg.jp

飯田市 福祉課 飯田市大久保町2534 fukushi@city.iida.lg.jp

阿南町 民生課 阿南町東條58-1 minsei@town.anan.lg.jp

高森町 健康福祉課 高森町下市田2183-1 kenkou@town.nagano-takamori.lg.jp

飯
伊

諏
訪

上
伊
那



圏
域

市町村名 名　称 所在地
電  話
ＦＡＸ

メールアドレス

0265-43-2220

0265-43-3940

0265-48-2211

0265-48-2212

0265-49-2111

0265-49-2277

0260-27-1231

0260-27-1228

0260-28-2311

0260-28-2135

0260-32-2001

0260-32-2525

0260-26-2111

0260-26-2553

0265-33-5123

0265-33-3679

0265-35-9060

0265-35-5115

0265-39-2001

0265-39-2788

0264-52-5550

0264-52-2453

0264-57-2001

0264-57-2270

0264-22-4035

0264-24-2789

0264-36-2001

0264-36-3344

0264-48-3155

0264-48-2275

0264-55-3080

0264-55-4070

0263-34-3212

0263-36-9119

0263-52-0280

0263-52-7732

平谷村 住民課 平谷村354 juumin@vill.hiraya.nagano.jp

阿智村 民生課 阿智村駒場483 fukushi@vill.achi.lg.jp

売木村968-1 jumin@urugi.jp

下條村 福祉課 下條村陽皐１ fukushi@vill.shimojo.lg.jp

根羽村 住民課 根羽村2131-1 juumin4102@nebamura.jp

喬木村6664 fukushi01@vill.takagi.nagano.jp

泰阜村 住民福祉課 泰阜村3236-1 fukushi@vill.yasuoka.nagano.jp

天龍村 住民課 天龍村平岡878 jumin@vill-tenryu.jp

上松町小川1658-1 fukusi@town.agematsu.nagano.jp

大鹿村 保健福祉課 大鹿村大字大河原354 fukusi@vill.ooshika.lg.jp

豊丘村 健康福祉課 豊丘村神稲3120 fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

木祖村大字薮原1191-1 shougai@kisomura.com

木曽町 保健福祉課 木曽町福島5764-5 fukusi@town-kiso.net

南木曽町 住民課 南木曽町読書3668-1 fukusi@town.nagiso.nagano.jp

松本市丸の内3-7 s-fukusi@city.matsumoto.lg.jp

大桑村 福祉健康課 大字長野2775-6 fukusi@vill.okuwa.lg.jp

王滝村 福祉健康課 王滝村2830-1 fukushi@vill.otaki.nagano.jp

塩尻市 福祉課 塩尻市大門7-3-3 shogaifukushi@city.shiojiri.lg.jp

木
曽

飯
伊

松
本

松本市 障害福祉課

木祖村 住民福祉課　　　

上松町 住民福祉課

喬木村 保健福祉課

売木村 住民課



圏
域

市町村名 名　称 所在地
電  話
ＦＡＸ

メールアドレス

0263-71-2251

0263-71-2328

0263-67-3001

0263-67-3094

0263-69-3500

0263-69-3505

0263-97-2100

0263-97-2101

0263-99-4102

0263-99-2745

0263-66-2111

0263-66-3370

0261-22-0420

0261-22-4700

0261-61-5000

0261-62-9441

0261-62-3290

0261-62-1030

0261-85-0713

0261-72-7001

0261-82-2582

0261-82-2232

026-224-5030

障害者権利擁護

サポートセンター

026-217-1955

026-224-5093

026-248-9003

026-248-7208

026-273-1111

026-273-1004

0268-82-3111

0268-82-3702

026-247-3111

026-247-3113

026-242-1201

026-242-1205

026-255-1179

026-255-6207

麻績村麻3837 omijumin@vill.omi.nagano.jp

安曇野市 福祉課 安曇野市豊科6000 sha-shougai@city.azumino.nagano.jp

朝日村大字古見1555-1 j-fukushi@vill.nagano-asahi.lg.jp

山形村 保健福祉課 山形村4520-1 fukushi@vill.yamagata.nagano.jp

生坂村 健康福祉課 生坂村6043-1 kenkokanri@vill.ikusaka.nagano.jp

大町市大町3887
(大町市役所内)

hukushi@city.omachi.nagano.jp

池田町 健康福祉課 池田町大字池田2005-1 fukushi@town.ikeda.nagano.jp

筑北村 住民福祉課 筑北村西条4195 fukshi@vill.chikuhoku.lg.jp

大町市 福祉課

小谷村大字中小谷丙131 hukushi@vill.otari.nagano.jp

長野市 障害福祉課 長野市大字鶴賀緑町1613 shougai@city.nagano.lg.jp

松川村64-1
(松川村保健センター内)

fukushi@vill.matsukawa.nagano.jp

白馬村 健康福祉課 白馬村大字北城7025 hukushi@vill.hakuba.lg.jp

松川村 福祉課

小谷村 住民福祉課

坂城町大字坂城10050 hukusi@town.sakaki.nagano.jp

小布施町 健康福祉課 小布施町大字小布施1491-2 fukushi@town.obuse.nagano.jp

須坂市大字須坂1528-1 s-fukushi@city.suzaka.nagano.jp

千曲市 福祉課 千曲市杭瀬下二丁目１番地 shogai@city.chikuma.lg.jp

須坂市 福祉課

坂城町 福祉健康課

fukusi@town.shinano.lg.jp

高山村 村民生活課 高山村大字牧130-1 sonmin@vill.takayama.nagano.jp

信濃町 住民福祉課　 信濃町大字柏原428-2

大
北

松
本

長
野

朝日村 住民福祉課

麻績村 住民課



圏
域

市町村名 名　称 所在地
電  話
ＦＡＸ

メールアドレス

026-253-4764

026-253-6887

026-269-2323

026-269-3578

0269-22-2111

0269-22-3879

0269-62-3111

0269-62-3127

0269-33-3116

0269-33-1104

0269-82-3111

0269-82-4121

0269-85-3112

0269-85-4760

0269-87-3114

0269-87-3083

小川村 住民福祉課 小川村大字高府8800-8 fukushi@vill.ogawa.nagano.jp

飯綱町 保健福祉課 飯綱町大字牟礼2795-1 fukushi@town.iizuna.lg.jp

kofukushi@town.yamanouchi.lg.jp

飯山市 保健福祉課 飯山市大字飯山1110-1 hoken@city.iiyama.nagano.jp

中野市 福祉課 中野市三好町1-3-19 shogai-f@city.nakano.nagano.jp

山ノ内町 健康福祉課 山ノ内町大字平穏3352-1

minsei@vill.sakae.nagano.jp

野沢温泉村 民生課 野沢温泉村大字豊郷9817 fukushi@vill.nozawaonsen.nagano.jp

木島平村 民生課　 木島平村大字往郷914-6 kenfuku@vill.kijimadaira.lg.jp

栄　村 健康支援課 栄村大字北信3433

北
信

長
野

026-235-7101

026-234-2369

0267-63-3143

0267-63-3110

0268-25-7123

0268-23-1973

0266-57-2911

0266-57-2963

0265-76-6811

0265-76-6513

0265-53-0412

0265-53-0474

0264-25-2219

0264-24-2350

0263-40-1913

0263-40-1803

0261-23-6508

0261-23-6509

026-225-9057

026-223-7669

0269-62-3943

0269-63-2934

sakuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

上　田
保健福祉事務所
福祉課

上田市材木町1-2-6
(上田合同庁舎内)

uedaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

佐　久
保健福祉事務所
福祉課

佐久市大字跡部65-1
(佐久合同庁舎内)

kisoho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

飯　田
保健福祉事務所
福祉課

飯田市追手町2-678
(飯田合同庁舎内)

iidaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

inaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

諏　訪
保健福祉事務所
福祉課

諏訪市上川1-1644-10
(諏訪合同庁舎内)

suwaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

s-kaisho@pref.nagano.lg.jp

北　信
保健福祉事務所
福祉課

飯山市大字静間1340-1 hokuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

長　野
保健福祉事務所
福祉課

長野市大字中御所岡田98-1 nagaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

大　町
保健福祉事務所
福祉課

大町市大町1058-2
(大町合同庁舎内)

omachiho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

松　本 matsuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

木　曽
保健福祉事務所
福祉課

保
健
福
祉
事
務
所

（
県
の
現
地
機
関
）

長野市大字南長野字幅下692-2
(障がい者差別解消推進員配置)

保健福祉事務所
福祉課

松本市大字島立1020
(松本合同庁舎内)

伊　那
保健福祉事務所
福祉課

伊那市荒井3497
(伊那合同庁舎内)

木曽郡木曽町福島2757-1
(木曽合同庁舎内)

長野県 障がい者支援課


