
介護保険・高齢者福祉に関する相談は

相 談 窓 口
白山市役所
本　　庁 長寿介護課 倉光二丁目 1 ☎ 274-9529

美川支所 市民福祉課 美川浜町ヨ 103 ☎ 278-8117

鶴来支所 市民福祉課 鶴来本町四丁目ヌ 85 ☎ 272-1113

河内市民サービスセンター 市民サービス課 河内町福岡 77 ☎ 272-1100

吉野谷市民サービスセンター 市民サービス課 佐良ニ 136 ☎ 255-5011

鳥越市民サービスセンター 市民サービス課 別宮町ロ 170 ☎ 254-2011

尾口市民サービスセンター 市民サービス課 瀬戸午 10 ☎ 256-7011

白峰市民サービスセンター 市民サービス課 白峰ハ 157-1 ☎ 259-2011

地域包括支援センター
お住いの地区 地域包括支援

センター名 所在地 電話・FAX

松任・ー木
林中・山島

白山市地域包括支援センター　
松任中央 若宮二丁目 34　 ☎ 272-5999　

FAX 275-0014

旭・中奥・郷 白山市地域包括支援センター　
光 野

番匠町 443
（光野デイサービスセンター内）

☎ 274-7718　
FAX 274-7955

出城・御手洗
千代野

白山市地域包括支援センター　
千 代 野

千代野東五丁目 1-2
（千代野会館内）

☎ 276-1011　
FAX 276-3005

石川・柏野
笠間・宮保
加賀野

白山市地域包括支援センター　
笠 間

笠間町 1738
（特別養護老人ホーム松美苑内）

☎ 274-6771　
FAX 274-6772

美川・蝶屋
湊

白山市地域包括支援センター　
美 川

平加町ヌ 119-1
（美川福祉ステーション内）

☎ 278-8585　
FAX 278-8511

ーノ宮・鶴来
蔵山・林
舘畑

白山市地域包括支援センター　
鶴 来

鶴来水戸町ノ 1
（公立つるぎ病院内）

☎ 272-3950　
FAX 272-4066

河内・吉野谷
鳥越・尾口
白峰

白山市地域包括支援センター　
大 門 園

佐良ロ 123
（特別養護老人ホーム大門園内）

☎ 255-5225　
FAX 255-5228
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令和 4 年 4 月現在のもので、サービス内容などについても変更になることもありますので、ご了承願います。
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