
お住まいの

市町村名

長野市 長野市社会福祉協議会（まいさぽ長野市） 026-219-6880 不可

松本市 松本市社会福祉協議会 0263-27-2232 不可

上田市 上田市社会福祉協議会（総務課） 0268-27-2025 不可

岡谷市 岡谷市社会福祉協議会 0266-24-2121 不可

飯田市 飯田市社会福祉協議会 0265-53-3182 不可

諏訪市 諏訪市社会福祉協議会 0266-52-2508 可

須坂市 須坂市社会福祉協議会 026-245-1619 不可

小諸市 小諸市社会福祉協議会 0267-25-7337 不可

伊那市 伊那市社会福祉協議会(フードバンクいな) 0265-73-2544 不可

駒ヶ根市 駒ケ根市社会福祉協議会 0265-81-5900 不可

中野市 中野市社会福祉協議会 0269-26-3111 不可

大町市 大町市社会福祉協議会 0261-22-1501 可

飯山市 飯山市社会福祉協議会 0269-62-2840 不可

茅野市 茅野市社会福祉協議会 0266-73-4431 不可

塩尻市 塩尻市社会福祉協議会（まいさぽ塩尻） 0263-52-0026 不可

（平日）佐久市社会福祉協議会 （平日）8：30～17：15

（休日）佐久市野沢会館1F市民ギャラリー （休日）指定日のみ

千曲市 千曲市社会福祉協議会 026-276-2687 不可

東御市 東御市社会福祉協議会 0268-62-4455 不可

安曇野市 安曇野市社会福祉協議会（まいさぽ安曇野） 0263-88-8707 不可

小海町 小海町社会福祉協議会 0267-92-4107 可

佐久穂町 佐久穂町社会福祉協議会 0267-86-4273 不可

川上村 川上村社会福祉協議会 0267-97-3522 不可

南牧村 南牧村社会福祉協議会 0267-96-2363 可

南相木村 （調整中） （調整中） （調整中）

北相木村 北相木村社会福祉協議会（北相木村役場　住民福祉課） 0267-77-2111 不可

軽井沢町 軽井沢町社会福祉協議会 0267-45-8113 可

御代田町 御代田町社会福祉協議会 0267-32-1100 可

立科町 立科町社会福祉協議会 0267-56-1825 （調整中）

長和町 長和町社会福祉協議会 0268-88-3069 不可

土日、可

月、不可

下諏訪町 （調整中） （調整中） （調整中）

富士見町 富士見町社会福祉協議会 0266-78-8986 （調整中）

原村 原村社会福祉協議会 0266-79-7228 可

辰野町 辰野町社会福祉協議会 0266-41-4500 不可

箕輪町 箕輪町社会福祉協議会 0265-79-4180 不可

飯島町 飯島町社会福祉協議会 0265-86-5511 不可

南箕輪村 南箕輪村社会福祉協議会 0265-76-5522 不可

中川村 中川村社会福祉協議会 0265-88-3552 不可

青木村 青木村社会福祉協議会 0268-49-2129

〇支援食糧を寄付いただける場合は、お住まいの市町村から連絡先をご確認いただき、事前に受付場所となっている社会
福祉協議会等へ連絡をお願いします。

〇調整中の市町村があります。その場合は長野県社会福祉協議会（026-226-1882）へ連絡ください。

市町村社会福祉協議会への寄付・相談先　一覧

佐久市 0267-64-2426

支援食糧の受付場所 連絡先 土日の受付



宮田村 宮田村社会福祉協議会 0265-85-5010 不可

松川町 松川町社会福祉協議会 0265-36-3778 不可

高森町 高森町社会福祉協議会 0265-34-3717 土曜日のみ可

阿南町 阿南町社会福祉協議会 0260-22-3151 可

阿智村 阿智村社会福祉協議会 0265-45-1234 土曜日のみ可

平谷村 平谷村社会福祉協議会 0265-48-2220 不可

根羽村 （調整中） （調整中） （調整中）

下條村 下條村社会福祉協議会 0260-27-2858 不可

売木村 売木村社会福祉協議会 0260-28-2004 可

天龍村 天龍村社会福祉協議会 0260-32-2277 不可

泰阜村 泰阜村社会福祉協議会 0260-26-2162 不可

喬木村 喬木村社会福祉協議会（喬木村ボランティアセンター） 0265-33-5520 不可

豊丘村 豊丘村社会福祉協議会 0265-35-1122 不可

大鹿村 大鹿村社会福祉協議会 0265-39-2865 不可

上松町 上松町社会福祉協議会 0264-52-3560 可

南木曽町 南木曽町社会福祉協議会 0573-75-5516 土曜日のみ可

木曽町 木曽町社会福祉協議会 0264-26-1116 不可

木祖村 木祖村社会福祉協議会 0264-36-3441 可

王滝村 王滝村社会福祉協議会 0264-48-2008 不可

大桑村 大桑村社会福祉協議会 0264-55-3755 不可

麻績村 麻績村社会福祉協議会 0263-67-3099 土曜日のみ可

生坂村 生坂村社会福祉協議会 0263-69-3000 土曜日のみ可

山形村 山形村社会福祉協議会 0263-97-2102 不可

朝日村 朝日村社会福祉協議会 0263-99-2340 不可

筑北村 筑北村社会福祉協議会 0263-66-2506 不可

池田町 池田町社会福祉協議会 0261-62-9544 不可

松川村 松川村社会福祉協議会 0261-62-9000 可

白馬村 白馬村社会福祉協議会 0261-72-7230 不可

小谷村 小谷村社会福祉協議会 0261-82-2430 不可

坂城町 坂城町社会福祉協議会 0268-82-2551 可

小布施町 小布施町社会福祉協議会 026-242-6665 可

高山村 （調整中） （調整中） （調整中）

山ノ内町 山ノ内町社会福祉協議会（住民活動センター） 0269-33-2810 可

木島平村 木島平村社会福祉協議会 0269-82-4888 不可

野沢温泉村 野沢温泉村社会福祉協議会 0269-85-4347 不可

信濃町 信濃町社会福祉協議会 026-255-5926 不可

飯綱町 飯綱町社会福祉協議会（地域福祉課　多世代交流施設） 026-253-1001 可

小川村 小川村社会福祉協議会 026-269-2255 可

栄村 （調整中） （調整中） （調整中）


