県内の地域包括支援センター（家庭での高齢者虐待相談窓口）
（平成25年4月1日時点）※変更の可能性があります。
圏域 №

市町村

名称（下段は通称）

電話

圏域 №

市町村

28

宇土市

宇土市地域包括支援センター

0964-24-1555

29

宇城市

宇城市地域包括支援センター

0964-25-2015

30

美里町

美里町地域包括支援センター

0964-47-7005

31

荒尾市

荒尾市地域包括支援センター

0968-63-1177

32

玉名市

玉名市包括支援センター

0968-71-0285

33

玉東町

玉東町地域包括支援センター

0968-85-6242

34

和水町

和水町地域包括支援センター

0968-86-5724

熊本市高齢者支援センターささえりあ 白川

35

南関町

南関町地域包括支援センター

0968-69-9760

熊本市中央５地域包括支援センター

36

長洲町

長洲町地域包括支援センター

0968-78-3114

鹿本 37

山鹿市

山鹿市地域包括支援センター

0968-43-1077

38

菊池市

菊池市地域包括支援センター

0968-25-7216

39

合志市

合志市地域包括支援センター

096-242-1124

40

大津町

大津町地域包括支援センター

096-292-0770

熊本市高齢者支援センターささえりあ 尾ノ上

41

菊陽町

菊陽町地域包括支援センター

096-232-2366

熊本市東2地域包括支援センター

42

阿蘇市

阿蘇市地域包括支援センター

0967-32-5122

熊本市中央１地域包括支援センター
1

熊本市
熊本市高齢者支援センターささえりあ 熊本中央

096-319-0222 宇
城

熊本市中央２地域包括支援センター
2

熊本市
熊本市中央３地域包括支援センター
熊本市

096-243-2233
熊本市高齢者支援センターささえりあ 浄行寺

有
明

熊本市中央４地域包括支援センター
4

5

熊本市

096-211-6011

熊本市

096-362-0065
熊本市高齢者支援センターささえりあ 水前寺
熊本市中央６地域包括支援センター

6

熊本市

096-241-0230
熊本市高齢者支援センターささえりあ 帯山

菊
池

熊本市東1地域包括支援センター
7

8

熊本市

096-331-6355

熊本市

096-387-8201
熊本市高齢者支援センターささえりあ 保田窪
熊本市東3地域包括支援センター

9

熊本市
熊本市高齢者支援センターささえりあ 託麻

096-380-7078 阿
蘇

熊本市東4地域包括支援センター
10

11

熊本市

096-279-3111

御船町

御船町地域包括支援センター

096-282-2911

50

嘉島町

嘉島町地域包括支援センター

096-237-2981

51

益城町

益城町地域包括支援センター

096-214-5566

52

甲佐町

甲佐町地域包括支援センター

096-235-8711

熊本市高齢者支援センターささえりあ 井芹

53

山都町

山都町地域包括支援センター

0967-72-4011

熊本市西3地域包括支援センター

54

八代市

八代市地域包括支援センターみなみ

0965-38-3373

55

八代市

八代市地域包括支援センターくまがわ

0965-35-1111

56

八代市

八代市地域包括支援センターとまと

0965-37-3337

57

八代市

八代市地域包括支援センターゆうりん

0965-33-9880

58

八代市

八代市地域包括支援センターあさひ園

0965-30-8071

熊本市高齢者支援センターささえりあ 熊本西

59

八代市

八代市地域包括支援センター安寿の里

0965-53-2601

熊本市南１地域包括支援センター

60

氷川町

氷川町地域包括支援センター

0965-52-5335

61

水俣市

水俣市地域包括支援センター

0966-62-3030

62

芦北町

芦北町地域包括支援センター

0966-86-2270

熊本市

熊本市

096-329-6743 上
益
城
096-311-5311

熊本市

096-247-6030

熊本市

096-277-2588 八
代

熊本市

096-329-2016

熊本市

096-358-5556

熊本市

芦
096-353-7277 北

熊本市高齢者支援センターささえりあ 平成

63 津奈木町 津奈木町地域包括支援センター

0966-78-4070

熊本市南３地域包括支援センター

64

人吉市

人吉市地域包括支援センター

0966-22-2111

熊本市高齢者支援センターささえりあ 熊本南

65

錦町

錦町地域包括支援センター

0966-38-1113

熊本市南４地域包括支援センター

66 あさぎり町 あさぎり町地域包括支援センター

熊本市

096-358-7222

熊本市

096-227-1695
67

上球磨地域包括支援センター

0966-42-6006

68

相良村

相良村地域包括支援センター

0966-35-1144

熊本市高齢者支援センターささえりあ 天明

69

五木村

五木村地域包括支援センター

0966-37-2214

熊本市南６地域包括支援センター

70

山江村

山江村地域包括支援センター

0966-23-2232

71

球磨村

球磨村地域包括支援センター

0966-32-1112

球
磨

熊本市南５地域包括支援センター

22

096-223-2660

熊本市

熊本市

0964-28-1131
熊本市高齢者支援センターささえりあ 火の君
熊本市北１地域包括支援センター

23

24

72

天草市

天草東地域包括支援センターあじさい

0969-66-2266

熊本市高齢者支援センターささえりあ 植木

73

天草市

天草牛深地域包括支援センターすいせん

0969-72-1133

熊本市北２地域包括支援センター

74

天草市

天草西地域包括支援センターさざんか

0969-76-1611

75

天草市

天草南地域包括支援センターうぐいす

0969-24-4115

76

天草市

天草北地域包括支援センターきずな

0969-32-2115

77

天草市

天草中央地域包括支援センターなでしこ

0969-66-9300

熊本市

096-272-6914

熊本市

096-275-6355
熊本市高齢者支援センターささえりあ 北部

天
草

熊本市北３地域包括支援センター
25

096-343-0170

熊本市
熊本市高齢者支援センターささえりあ 清水・高平
熊本市北４地域包括支援センター

26

熊本市

78 上天草市 上天草市地域包括支援センター

0969-56-1111

79

0969-35-1289

096-288-4800
熊本市高齢者支援センターささえりあ 新地
熊本市北５地域包括支援センター

27

0966-45-7231

多良木町
湯前町
水上村

熊本市高齢者支援センターささえりあ 飽田

21

0967-62-1111

096-360-5550

熊本市南２地域包括支援センター

20

高森町地域包括支援センター

49

熊本市

熊本市高齢者支援センターささえりあ 富合

19

高森町

0967-62-8222

熊本市西5地域包括支援センター

18

0967-25-2212

46

西原村地域包括支援センター

熊本市高齢者支援センターささえりあ 金峰

17

0967-46-2116

産山村地域包括支援センター

西原村

熊本市西4地域包括支援センター

16

小国町地域包括支援センター

産山村

48

熊本市高齢者支援センターささえりあ 花陵
15

小国町

45

47 南阿蘇村 南阿蘇村地域包括支援センター

熊本市西2地域包括支援センター

14

44

熊本市東5地域包括支援センター

熊本市高齢者支援センターささえりあ 三和

熊
本

0967-42-1501

熊本市高齢者支援センターささえりあ 江津湖

熊本市西1地域包括支援センター

13

43 南小国町 南小国町地域包括支援センター

096-214-6888

熊本市高齢者支援センターささえりあ 桜木・秋津
12

電話

096-221-3242
熊本市高齢者支援センターささえりあ 本荘

3

名称

熊本市

096-339-8130
熊本市高齢者支援センターささえりあ 武蔵塚

78

苓北町

苓北町地域包括支援センター

