
高齢者虐待防止事業相談機関一覧（令和4年10月現在）

●地域包括支援センター
　※担当する地域は中学校区（日常生活圏域）ごとに分かれています。

区 圏域 名　称
担当する地域
（中学校区）

電話番号

1 阿賀北 松浜・南浜・濁川 松潟1482-1 障がい者支援施設松潟の園　内 025-258-1212

2 くずつか 葛塚・木崎・早通[★1] 東栄町1-1-35
豊栄さわやか老人福祉センター
                                        1階

025-386-8100

3 上土地亀 岡方・光晴[★2] 上土地亀2433-1
特別養護老人ホーム
                       ながうらの郷　内

025-386-1150

4 山の下 山の下 秋葉1-1-15 秋葉1丁目バス停　そば 025-250-0032

5 藤見・下山 藤見・下山 河渡本町2-35 河渡2丁目バス停　そば 025-290-7155

6 木戸・大形
東新潟（木戸小）
・大形・木戸

上木戸5-2-1 複合施設なじょも　内 025-272-3552

7 石山 石山・東石山 中野山4-16-13 サンライフ中野山　内 025-277-0077

8 関屋・白新 関屋・白新[★3] 関屋大川前1-2-36
特別養護老人ホーム
                      関屋おもと園　内

025-231-5659

9 ふなえ
寄居・新潟柳都
（旧二葉・旧舟栄）

入船町3-3629-1 老人保健施設入舟　内 025-229-3600

10 宮浦東新潟
宮浦・東新潟
（沼垂小・笹口小）

鐙1-5-16 自動車学校　そば 025-240-6111

11 鳥屋野・上山 鳥屋野・上山[★4] 神道寺1-10-6 神道寺公園　隣 025-240-6077

12 山潟 山潟 長潟1204-1 ツクイ・サンフォレスト新潟山潟 内 025-257-7090

13 大江山・横越 大江山・横越[★5] 三百地2312-1 リバーサイド輝  内 025-278-7860

14 かめだ 亀田・亀田西 早通6-7-34
介護老人保健施設
                        亀田園　敷地内

025-383-1780

15 曽野木両川 曽野木・両川[★6] 曽川甲1326
特別養護老人ホーム
                 にいがた新生園　隣

025-282-7295

16 にいつ日宝町 新津第五 日宝町5-25 新津図書館　前 0250-22-1931

17 新津 新津第一・新津第二 古田3-2-7
ヘルパーステーションほっと新津
内

0250-25-3081

18 こすど 小合・金津・小須戸 小須戸3785-1 スーパー　そば 0250-61-1311

19 しろね北 臼井・白根北 高井東2-2-30 北田中バス停　そば 025-362-1750

20 しろね南 白南・白根第一 上下諏訪木817-1 南区社会福祉協議会　内 025-373-6770

21 あじかた 味方・月潟 西白根44 介護老人保健施設常盤園　内 025-372-5121

22 小新・小針 小針・小新[★7] 小針藤山1-17 小針小学校前バス停　そば 025-201-1351

23 坂井輪 坂井輪 新通4734 特別養護老人ホーム穂波の里内 025-269-1611

24 五十嵐 五十嵐 上新栄町6-17-33 清心学園前バス停　そば 025-３７８-２２５５

25 黒埼 黒埼 鳥原3255-1 ケアハウスことぶき　敷地内 025-377-1522

26 赤塚 内野・赤塚・中野小屋 赤塚4782 特別養護老人ホーム松風園　内 025-264-3377

27 西川 西川 旗屋701-2 西川社会福祉センター　内 0256-88-3122

28 中之口・潟東 潟東・中之口 福島313-1 中之口高齢者支援センター　内 025-375-8833

29 巻 巻東・巻西 巻甲1569-7 動物病院　そば 0256-73-6780

30 岩室 岩室 橋本97-1
介護老人保健施設いわむろの里
内

0256-82-5501
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★2の光晴中学校区の中にある葛塚中央コミュニティ協議会の区域は、★1の圏域となります。　　　★3の関屋中学校区の中にある青山小学校区は、★7の圏域となります。
★5の横越中学校区の中にある北区十二前は、★2の圏域となります。　　　★6の曽野木中学校区の中にある中央区上沼、湖南、高美町は、★4の圏域となります。
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高齢者虐待防止事業相談機関一覧（令和4年10月現在）

●各区健康福祉課
名　称 所在地

1 北区 健康福祉課 北区東栄町1-1-14

2 東区 健康福祉課 東区下木戸1-4-1

3 中央区 健康福祉課 中央区西堀通6-866 NEXT21

4 江南区 健康福祉課 江南区泉町3-4-5

5 秋葉区 健康福祉課 秋葉区程島2009

6 南区 健康福祉課 南区白根1235

7 西区 健康福祉課 西区寺尾東3-14-41

8 西蒲区 健康福祉課 西蒲区巻甲2690-1

●地域保健福祉センター
名　称 所在地

1 北地域保健福祉センター 北区松浜1-7-1

2 石山地域保健福祉センター 東区石山1-1-12

3 東地域保健福祉センター 中央区東万代町9-52

4 南地域保健福祉センター 中央区新和3-3-1

5 黒埼地域保健福祉センター 西区大野町2843-1

6 西地域保健福祉センター 西区内野町413

7 巻地域保健福祉センター 西蒲区巻甲4363

※ 地域保健福祉センターは市民の皆さんが毎日を健やかに過ごせるように支援しています。

保健師・ケースワーカー・看護師・窓口相談員が対応しています。

●市役所
所在地

福祉部 高齢者支援課 中央区学校町通1-602-1　

名　称 電話番号

025-226-1290

電話番号

025-387-1325

025-250-2320

025-223-7216

025-382-4383

0250-25-5679

025-372-6320

025-264-7330

0256-72-8362

電話番号

025-264-7474

025-264-7731

0256-72-7100

025-387-1781

025-250-2901

025-243-5312

025-285-2373

新潟市における⾼齢者虐待の現状（令和３年度）

通報件数は年々増えています。
虐待件数は横ばいですが、毎年新たな虐待が
発生しています。

介護負担が大きい認知症⾼齢者は、
虐待を受けやすい傾向にあります。


