
●北海道 全国の中核機関 窓口一覧※R2.12現在

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

黒松内町 黒松内町生活サポートセンター 0136-72-3124 048-0101
北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の
1

黒松内町保健福祉センター
内

https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

蘭越町 蘭越町生活サポートセンター 0136-57-5203 048-1301 北海道磯谷郡蘭越町8番地2 https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

真狩村 真狩村生活サポートセンター 0136-45-3105 048-1631 北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 真狩村保健福祉センター内
https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-
syakyou/project.html

留寿都村 留寿都村安心生活サポートセンター 0136-47-2222 048-1371
北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地
4

https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

喜茂別町 喜茂別町役場 0136-33-2211 044-0201 北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

京極町 京極町生活サポートセンター 0136-42-3681 044-0121 北海道虻田郡京極町三崎68番地 京極町福祉センター
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m
=1559

新冠町 新冠町役場 0146-47-2111 059-2492 北海道新冠郡新冠町北星町3-2 https://www.niikappu.jp

函館市 函館市成年後見センター 0138-23-2600 040-0063 北海道函館市若松町33-6
函館市総合福祉センター
(あいよる21)2階

http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

上ノ国町
上ノ国町生活あんしんサポートセン
ター

0139-55-4016 049-0611 北海道桧山郡上ノ国町字大留96
高齢者等健康づくり総合交
流センター

https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

今金町 あんしんサポートセンター 0137-82-0557 049-4308 北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53
旭川市
鷹栖町

東神楽町
当麻町
比布町
愛別町
上川町
東川町
美瑛町
士別市
和寒町
剣淵町

http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

士別地域成年後見センター 0165-26-7500 095-0015 北海道士別市東5条3丁目1-1 サポートセンターしべつ http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

旭川成年後見支援センター 0166-23-1003 070-0035 北海道旭川市5条通4丁目
旭川市ときわ市民ホール1
階


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町		喜茂別町役場 キモベツ マチ ヤクバ		0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ		新冠町役場 ニイカップ マチ ヤクバ		0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/koreisha/?id=anc04
http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ				0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtmlhttps://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.htmlhttps://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.htmlhttps://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.htmlhttp://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/https://www.niikappu.jp/https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp/https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo



●青森県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

上富良野町 上富良野町権利擁護センター 0167-45-3505 071-0561 北海道空知郡上富良野町大町2-8-4
上富良野町保健福祉総合セ
ンター｢かみん｣

https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=
24005

音更町 音更町成年後見サポートセンター 0155-42-2400 080-0101 北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 音更町総合福祉センター内 http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

帯広市
帯広市成年後見支援センター「みま
もーる」

0155-20-3225 080-0847 北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 帯広市グリーンプラザ1階 http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

足寄町 足寄町成年後見支援センター 0156-28-0722 089-3716 北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
弘前市
黒石市
平川市

西目屋村
藤崎町
大鰐町

田舎館村
板柳町

八戸市 八戸市成年後見センター 0178-24-1324 039-1166 青森県八戸市根城八丁目8-155 八戸市総合福祉会館1階
http://www.hachinohe-
shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

五所川原市 成年後見支援センターごしょがわら173-35-2111(2464 037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 地域包括支援センター内
http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/sein
enkoukensien.html

鰺ヶ沢町
深浦町

鶴田町 鶴田町地域包括支援センター 0173-22-3394 038-3503
青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津
193

https://tsuruta-syakyo.or,jp/

大間町 大間町役場 0175-37-4558 039-4601
青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７
番地１

なし

https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

権利擁護センターあじがさわ 0173-82-1602 038-2761
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後
家屋敷9-4

総合保健福祉センター内
http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.ht
ml#kennriyougosennta-

弘前圏域権利擁護支援センター 0172-26-6557 036-8003 青森県弘前市大字駅前町9番地20
ヒロロ３階ヒロロスクエア
内


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/koreisha/?id=anc04
http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ				0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtmlhttps://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.htmlhttps://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ		大間町役場 オオママチ ヤクバ		0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ				0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.htmlhttp://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.htmlhttps://tsuruta-syakyo.or,jp/



●岩手県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
盛岡市
滝沢市
雫石町
紫波町
矢巾町

釜石市

遠野市
大槌町
二戸市
一戸町
軽米町
九戸村

なしカシオペア権利擁護支援センター 0195-43-3042 028-6103 岩手県二戸市石切所字川原46-1

岩手教育会館２階 https://www.koukennet.org/

0198-62-8459
（遠野地区）

026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15-26

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094
/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwat
e_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___ic
sFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

盛岡広域成年後見センター

釜石・遠野地域成年後見センター

019-626-6112 020-0022 岩手県盛岡市大通一丁目1番16号

●宮城県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
女川町 女川町役場　健康福祉課 0225-54-3131 985-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ www.town.onagawa.miyagi.jp

●秋田県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

三種町 三種町成年後見支援センター 0185-72-4400 018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5
（福）三種町社会福祉協議
会内

https://www.mitane-kouken.or.jp/

羽後町
羽後町 福祉保健課 地域包括支援セ
ンター

0183-62-2111 012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		0195-43-3042		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原46-1				なし

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ				0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.koukennet.org/https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdfhttp://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ				0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.town.onagawa.miyagi.jp/


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ				0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.mitane-kouken.or.jp/



●山形県

●福島県

●茨城県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

山形市 山形市成年後見センター 023-674-0680 990-0832 山形県山形市城西町2丁目2番22号
山形市総合福祉センター内
1階

https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

天童市 天童市成年後見センター 023-654-5156 994-0013 山形県天童市老野森二丁目6番3号 天童市総合福祉センター内
https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-
kouken

村山市 村山市成年後見センター 0237-52-0321 995-0035 山形県村山市中央一丁目５番２４号 村山市福祉センター内１階 https://www.mrymshakyo.org

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

いわき市 権利擁護・成年後見センター 0246-27-8571 973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191 総合保健福祉センター２階
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/10010000002
10/index.html

田村市 田村市地域包括支援センター 0247-68-3737 963-4111 福島県田村市大越町上大越字古川97
田村市地域包括支援セン
ター内

http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

南会津町 成年後見センター 0241-64-5035 967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字中町甲
3918番地10

https://m-aizu-
shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

楢葉町 双葉地方権利擁護支援センター 0240-23-7222 979-0514
福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31
番地

楢葉まなび館内

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
取手市 取手市成年後見サポートセンター 0297-72-0603 302-0021 茨城県取手市寺田5144－3 福祉交流センター内 http://www.toride-shakyo.or.jp

牛久市
牛久市成年後見制度利用促進に伴う
中核機関

029-871-1296 300-1293 茨城県牛久市中央3丁目15番地2 牛久市役所分庁舎内 現在ホームページにアップしていません

●栃木県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

栃木市 栃木市成年後見サポートセンター 0282-22-4501 328-0027 栃木県栃木市今泉町2-1-40
栃木市栃木保健福祉セン
ター内

http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

鹿沼市 鹿沼市成年後見センター 0289-63-2175 322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1 保健福祉部高齢福祉課内
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-
0000004764-0.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ				0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-koukenhttps://www.mrymshakyo.org/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.htmlhttp://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.htmlhttps://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.toride-shakyo.or.jp/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62



		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28





		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.htmlhttps://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html



●群馬県

●埼玉県

●埼玉県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

渋川市 渋川市成年後見サポートセンター 0279-25-7196 377-8501 渋川市石原80番地 （市役所高齢者安心課内）
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/
p006859.html

上野村 上野村地域包括支援センター 0274-59-2309 370-1614 群馬県多野郡上野村大字川和11番地
http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/
index.html

神流町 神流町地域包括支援センター 0274-57-2111 370-1592 群馬県多野郡神流町大字万場90-6 保健福祉課（本庁舎２階） http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62
草津町 草津町役場 地域包括支援センター 0279-88-0294 377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津28

千代田町 千代田町地域包括支援センター 0276-86-6227 370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1 住民福祉課
https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki
001.html

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

深谷市 深谷市成年後見サポートセンター 048-573-6561 366-0823 埼玉県深谷市本住町１２－８
（福）深谷市社会福祉協議
会内

http://www.fukaya-shakyo.com/

志木市 志木市基幹福祉相談センター 048-476-6021 353-0004
埼玉県志木市本町５丁目２６－１（郵便
物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１
－１－１）

志木市役所第1庁舎
（フォーシーズンズ志木・
マルイファミリー志木8
階）共生社会推進課内

https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,htm
l

和光市 和光市権利擁護センター 048-452-7111 351-0104 埼玉県和光市南1-23-1 総合福祉会館1階
http://www.wako-
shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

ふじみ野市 ふじみ野市成年後見センター 049-266-1981 356-0051 ふじみ野市大井中央2-2-1
大井総合福祉センター4階
ふじみ野市社会福祉協議会
大井支所内

kouken@fujimino-shakyou.or.jp

越生町 越生町成年後見センター 049-292-2977 350-0416 埼玉県入間郡越生町大字越生908-12 http://www.ogose-shakyo.or.jp/
保健センター 0493-65-1010 355-0356 埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1
地域包括支援センター 0493-65-1010 355-0356 埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1 保健センター内
社会福祉協議会 0493-65-1536 355-0356 埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2 保健センター同建物西側
福祉課 0493-65-1521 355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490 ときがわ町役場本庁舎１階

皆野町 皆野町成年後見センター 0494-63-1122 369-1623 埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1
皆野町老人福祉センター
「長生荘内」

http://www.town.minano.saitama.jp/

ときがわ町


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.htmlhttp://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.htmlhttp://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.fukaya-shakyo.com/https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,htmlhttp://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028mailto:kouken@fujimino-shakyou.or.jphttp://www.ogose-shakyo.or.jp/http://www.town.minano.saitama.jp/



●千葉県

●東京都

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

千葉市 千葉市成年後見支援センター 043-209-6000 260-0844
千葉市中央区千葉寺町1208-2 千葉市ハーモニープラザ３

階
http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

館山市
鴨川市

南房総市
鋸南町

木更津市 きさらづ成年後見支援センター 0438-22-6229 292-0834 千葉県木更津市潮見２-９ http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/
浦安市 うらやす成年後見支援センター 047-355-5315 279-0042 千葉県浦安市東野1-7-1 総合福祉センター内 http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien
山武市 さんむ成年後見支援センター 0475-82-7111 289-1306 千葉県山武市白幡1627 http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html
松戸市 松戸市成年後見支援センター 047-710-6676 271-0094 千葉県松戸市上矢切299-1 生活相談課 http://www.matsudo-shakyo.com
佐倉市 佐倉市成年後見支援センター 043-484-1288 285-0013 千葉県佐倉市海隣寺町87 社会福祉センター２階 http://www.sakura-kouken.jp

http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター安房地域権利擁護推進センター 04-7093-5000 296-0033 千葉県鴨川市八色887-1

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

港区
成年後見利用支援センターサポート
みなと

03-6230-0283 106-0032
港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所
2F

http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

大田区 おおた成年後見センター 03-3736-2022 144-0051 大田区西蒲田7-49-2
大田区社会福祉センター5
階

https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

渋谷区 渋谷区成年後見支援センター 03-5457-0099 150-8010
 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所
５階

https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

中野区 中野区成年後見支援センター 03-5380-0134 164-0001 中野区中野5-68-7スマイルなかの4階
https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken
/

杉並区 杉並区成年後見センター 03-5397-1551 167-0032 東京都杉並区天沼3-19-16 ウェルファーム杉並3階 http://www.suginami-koken.or.jp/
北区 権利擁護センター「あんしん北」 03-3908-7280 114-0021 北区岸町1-6-17 https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

板橋区 権利擁護いたばしサポートセンター 03-5943-7070 173-0004 板橋区板橋二丁目65番6号
板橋区情報処理センター1
階

http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/ite
m.php?itemid=7

練馬区
権利擁護センター「ほっとサポート
ねりま」

03-5912-4022 176-0012 東京都練馬区豊玉北5-14-6 新練馬ビル5階 https://www.neri-shakyo.com/department/kenri


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

				多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1（相談は市役所で受け） チョウフシ コジママチ ソウダン シヤクショ ウ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		042-585-1111		191-0016		日野市神明1-12-1（相談は市役所で受け） ヒノシ シンメイ ソウダン シヤクショ ウ

				権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン

				権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.chiba-shakyo.jp/sc/http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センターhttp://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushienhttp://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.htmlhttp://www.matsudo-shakyo.com/http://www.sakura-kouken.jp/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-centerhttps://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.htmlhttps://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/http://www.suginami-koken.or.jp/https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7https://www.neri-shakyo.com/department/kenri



市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

葛飾区 葛飾区成年後見センター 03-5672-2833 124-0006 東京都葛飾区堀切3-34-1
地域福祉・障害者センター
（ウェルピアかつしか）3
階 

https://www.katsushika-
shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

江戸川区 安心生活センター 03-3653-6275 132-0031 東京都江戸川区松島１－３８－１ グリーンパレス1階 http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

八王子市
成年後見・あんしんサポートセン
ター八王子

042-620-7365 192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所8階 https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

武蔵野市 武蔵野市成年後見利用支援センター 0422-27-1238 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 武蔵野市福祉公社内 https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

青梅市 成年後見・権利擁護センターおうめ 0428-23-7868 198-0042 東京都青梅市東青梅1-177-3 青梅市福祉センター2F http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

調布市 調布市福祉健康部福祉総務課 042-481-7323 182-8511 調布市小島町2-35-1
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118
922038/index.html

町田市 福祉サポートまちだ 042-720-9461 194-0013 町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム4Ｆ https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

小金井市
権利擁護センター（ふくしネットこ
がねい）

042-386-0121 184-0004 東京都小金井市本町5-36-17 http://koganei-cos.org/facilities.html

日野市 権利擁護センター日野 042-594-7646 191-0031 日野市高幡1011 福祉支援センター　２Ｆ www.hinosuke.org
国立市 くにたち権利擁護センター 042-575-3222 186-8555 東京都国立市富士見台2-38-5 http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

狛江市
多摩南部成年後見センター（一次相
談は狛江市役所）

03-3430-1111 201-8585
狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役
所で受け）

稲城市
権利擁護センター　あんしん・いな
ぎ

042-378-5459 206-0804 稲城市百村７番地 稲城市福祉センター内
https://inagishakyo.org/info/translation/adult-
guardianship/

武蔵村山市 武蔵村山市社会福祉協議会 042-566-0061 208-8503 東京都武蔵村山市学園４－５－１ 市民総合センター２階 http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

多摩市 権利擁護センター 042-373-5677 206-0032 多摩市南野3-15-1
二幸産業・NSP健幸福祉プ
ラザ７階

http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター（一次相談は狛江市役所） タマ ナンブ セイネン コウケン イチジ ソウダン コマエシヤクショ		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https://inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.hinosuke.org/http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/http://mmshakyo.jp/publics/index/76/http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.htmlhttps://inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.htmlhttps://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseidohttps://fukushikosha.jp/?page_id=4028http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.htmlhttps://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.htmlhttp://koganei-cos.org/facilities.html



●神奈川県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

横浜市 よこはま成年後見推進センター 045-201-2088 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目１番地
横浜市健康福祉総合セン
ター９階

http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenk
oken.html

横須賀市 よこすか成年後見センター 046-822-9613 238-8550 横須賀市小川町11番地
横須賀市役所消防庁舎１階
福祉部地域福祉課

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l10
0050224.html

藤沢市 ふじさわあんしんセンター 0466-55-3055 251-0054 藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所分庁舎1階 http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

厚木市 厚木市権利擁護支援センター 046-225-2939 243-0018 厚木市中町１－４－１
厚木市保健福祉センター４
階

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofuk
usi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.ht
ml

●新潟県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

三条市 福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係 0256-34-5472 955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
福祉保健部 高齢介護課 高
齢福祉係

https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohok
afukushinikansurukoto/8220.html

佐渡市
佐渡市社会福祉協議会　成年後見セ
ンター

0259-81-1155 952-0206 新潟県佐渡市畑野甲533番地 http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

阿賀町 阿賀町成年後見センター 0254-92-3986 959-4392 東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1
阿賀町地域包括支援セン
ター内

http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusio
n01/index.html

●富山県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
高岡市
氷見市
砺波市

小矢部市
南砺市
射水市

http://takaoka-
shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

呉西地区成年後見センター 0766-92-0810 933-0866 富山県高岡市清水町１丁目７番３０号


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階福祉部地域福祉課 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.htmlhttp://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.htmlhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.htmlhttps://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.htmlhttp://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.phphttp://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html



●石川県

●福井県

※R2.5.1設置

●山梨県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

津幡町 津幡町地域包括支援センター 076-288-7952 929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町健康福祉部 福祉課
https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkats
u_center.html

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

坂井市 坂井市高齢福祉課 0776-50-3040 919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所（本庁）
https://www.city.fukui-
sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouke
n.html

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
甲府市 福祉後見サポートセンターこうふ 055-225-2120 400-0858 甲府市相生2-17-1 http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

●長野県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
伊那市

駒ケ根市
辰野町
箕輪町
飯島町

南箕輪町
中川村
宮田村

https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01上伊那成年後見センター 0265-96-8008 396-0023 伊那市山寺298-1


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01



●岐阜県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
飯田市
松川町
高森町
阿南町
阿智村
平谷村
根羽村
下條村
売木村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊岡村
大鹿村

いいだ成年後見支援センター 0265-53-3187 395-0031 長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地 銀座堀端ビル 2 階 http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

各務原市 各務原市成年後見支援センター 058-322-5118 504-0912 各務原市那加桜町2-163
各務原市総合福祉会館内2
階

kouken@kakamigahara-shakyo.jp

関市 関市権利擁護センター 0575-23-7798 501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
健康福祉部 福祉政策課 地
域共生推進室

https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

山県市 山県市成年後見支援センター 090-8457-9800 501-2115 山県市梅原1497番地5
一般社団法人ぎふ権利擁護
センター内

http://gifu-advocacy.org/

0574-25-2111
（325)

505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１
健康福祉部福祉課障がい福
祉係

https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?
base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

0574-25-2111
（506)

505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地
健康福祉部高齢福祉課高齢
福祉係

0574-28-1126 505-0043 岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 社協総合相談センター

美濃加茂市 美濃加茂市権利擁護支援センター


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01mailto:kouken@kakamigahara-shakyo.jphttps://www.city.seki.lg.jp/0000013409.htmlhttp://gifu-advocacy.org/https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126



市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

可児市 可児市権利擁護センター 0574-62-1111 509-0292 岐阜県可児市広見1丁目1番地
可児市役所２階　高齢福祉
課福祉政策係

坂祝町 坂祝町成年後見支援センター 0574-66-2406 505-8501 加茂郡坂祝町取組46番地18 坂祝町　庁舎２階　福祉課
富加町 富加町役場　福祉保健課 0574-54-2183 501-3392 加茂郡富加町滝田1511番地 富加町役場　福祉保健課 https://www.town.tomika.gifu.jp/
川辺町 川辺町権利擁護支援センター 0574-53-7216 509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 川辺町役場　健康福祉課
七宗町 七宗町権利擁護センター 0574-48-1112 509-0401 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 七宗町役場

八百津町 八百津町成年後見相談センター 0574-43-2111 505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1

白川町 白川町成年後見支援センター 0574-72-2317 509-1105 加茂郡白川町河岐1645番地１
白川町町民会館1階　地域
包括支援センター内

東白川村 東白川村成年後見支援センター 0574-78-2100 509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 東白川村保健福祉センター
御嵩町 御嵩町権利擁護センター 0574-67-2111 505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 御嵩町役場 https://www.town.mitake.lg.jp/

●静岡県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

浜松市
浜松市社会福祉協議会 権利擁護支
援センター

053-453-7151 432-8035 浜松市中区成子町140-8 福祉交流センター5階 http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

三島市 三島市成年後見支援センター 055-972-3221 411-0841 三島市南本町20番30号 三島市社会福祉会館内
http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-
content

静岡市 静岡市成年後見支援センター 054-275-0955 420-0854 静岡市葵区城内町1番1号 静岡市中央福祉センター内 https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

牧之原市 牧之原市成年後見サポートセンター 0548-53-2613 421-0524 牧之原市須々木140番地 相良総合センターい～ら内

●愛知県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

名古屋市 名古屋市成年後見あんしんセンター 052-856-3939 462-8558 愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号
名古屋市総合社会福祉会館
5階

http://nagoya-seinenkouken.jp/

豊橋市 豊橋市成年後見支援センター 0532-57-6800 440-0055 愛知県豊橋市前畑町115
総合福祉センターあいトピ
ア内

http://toyohashi-
shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

豊田市 豊田市成年後見支援センター 0565-63-5566 471-0877 愛知県豊田市錦町1-1-1 豊田市福祉センター内
http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援セン
ター/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.town.tomika.gifu.jp/https://www.town.mitake.lg.jp/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.htmlhttp://mishimashakyo.jp/publics/index/149/https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://nagoya-seinenkouken.jp/http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/koukenhttp://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/



●三重県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
犬山市 犬山市成年後見センター -44-03250568-44- 484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 高齢者支援課及び福祉課

瀬戸市

尾張旭市
豊明市
日進市

長久手市
東郷町
小牧市
岩倉市
大口町
扶桑町

みよし市 みよし市成年後見支援センター 0561-41-8063 470-0224 愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 みよし市立福祉センター内 http://www.miyoshi-shakyo.jp/

幸田町 幸田町成年後見支援センター 0564-62-7171 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番
地4

http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

http://www.owaritoubu-kouken.net/

https://owarihokubu-kenriyougo.net/

470-0136

485-0041

愛知県日進市竹の山四丁目301番地

愛知県小牧市小牧5－407

日進市障害者福祉センター
内

ふれあいセンター2階

尾張東部権利擁護支援センター

尾張北部権利擁護支援センター

0561-75-5008

0568-74-5888

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

伊勢市
伊勢市成年後見サポートセンターき
ぼう

0596-21-1122 516-0076 伊勢市八日市場町13-1 福祉健康センター１階 https://ise-shakyo.jp/kibou

桑名市 桑名市福祉後見サポートセンター 0594-22-8218 511-0062 三重県桑名市常盤町51
http://www.kuwana-
shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

名張市
伊賀市

http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/伊賀地域福祉後見サポートセンター 0595-21-9611 518-0829 三重県伊賀市平野山之下380番地5 伊賀市総合福祉会館1階

●滋賀県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
彦根市 彦根市権利擁護サポートセンター 0749-22-2855 522-0041 彦根市平田町670 彦根市福祉センター 別館 http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

長浜市 長浜市成年後見・権利擁護センター 0749-62-1804 526-0037 長浜市高田町12－34


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.owaritoubu-kouken.net/https://owarihokubu-kenriyougo.net/http://www.miyoshi-shakyo.jp/http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://ise-shakyo.jp/kibouhttp://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php



●兵庫県

●京都府
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

京都市 京都市成年後見支援センター 075-354-8815 600-8127
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊
町83番地の1（河原町五条下る東側）

ひと・まち交流館京都 ４
階

http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

舞鶴市 舞鶴市成年後見支援センター 0773-62-5530 625-0087 京都府舞鶴市字余部下1167 舞鶴市中総合会館3階 http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

精華町 精華町権利擁護・成年後見センター 0774-94-4573 619-0243 京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1
精華町地域福祉センターか
しのき苑内

http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

●大阪府
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

大阪市 大阪市成年後見支援センター 06-4392-8282 557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
大阪市社会福祉研修・情報
センター３階

https://osaka-kouken.com/

豊中市 権利擁護・後見サポートセンター 06-6841-9382 560-0023 豊中市岡上の町2-1-15 豊中市すこやかプラザ2階
https://www.toyonaka-
shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

堺市 堺市権利擁護サポートセンター 072-225-5655 590-0078 堺市堺区南瓦町２－１ 堺市総合福祉会館4階 http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
姫路市 姫路市成年後見支援センター 079-262-9000 670-0955 姫路市安田3丁目１番地 姫路市総合福祉会館2階 http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

明石市 明石市後見支援センター 078-924-9151 673-0037 明石市貴崎1丁目5-13
明石市立総合福祉センター
内

http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

芦屋市 芦屋市権利擁護支援センター 0797-31-0682 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町14-9 芦屋市保健福祉センター内 http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/
伊丹市 伊丹市福祉権利擁護センター 072-744-5130 664-0014 伊丹市広畑３丁目１番地 いきいきプラザ内 http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html
相生市
赤穂市
宍栗市

たつの市
太子町
上郡町
佐用町

丹波篠山市
丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁
護サポートセンター

079-594-2022 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛３０１ 丹南健康福祉センター内
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-
relations/post-1142.html

https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinen
koukenshiensenter.html

西播磨成年後見支援センター 0791-72-7294 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條279-1 たつの市揖保川総合支所内


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		https://ashiya-shakyo.com/pages/43/

						0797-31-0682								http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://osaka-kouken.com/https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougohttp://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdfhttp://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.htmlhttps://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.htmlhttps://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html



●鳥取県

●奈良県

●和歌山県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
奈良市 奈良市権利擁護センター 0742-34-4900 630-8580 奈良市二条大路南1-1-1 奈良市役所内　中央棟２F http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html
生駒市 生駒市権利擁護支援センター 0743-73-0780 630－0221 生駒市さつき台2丁目6-1 https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
白浜町 白浜町成年後見支援センター 0739-43-6596 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600 白浜町役場民生課 http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
鳥取市 アドサポセンターとっとり 0857-30-5885 680-0845 鳥取市富安2丁目104-2 さざんか会館4階 http://adsuppo.net/

倉吉市

三朝町
湯梨浜町
琴浦町
北栄町

http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html
中部成年後見支援センター ミット
レーベン

0858-22-8900 682-0816　鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1 倉吉合同事務所内

●岡山県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

総社市 総社市権利擁護センター“しえん” 0866-92-8374 719-1131 総社市中央一丁目１番３号 総社市総合福祉センター内
http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.ht
ml

井原市 成年後見ステーション 0866-62-9552 715-8601 井原市井原町３１１番地１
井原市役所２階　介護保険
課　地域包括支援センター
係内

http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

備前市 地域福祉連携課　地域福祉係 0869-64-1827 705-8602 備前市東片上１２６番地 備前市役所　地域福祉係 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

岡山市 岡山市成年後見センター 086-225-4066 700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目１－１ 岡山市保健福祉会館９階

http://www.okayamashi-
shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1
%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%
A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B
C/


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.town.shirahama.wakayama.jp/


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://adsuppo.net/http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.htmlhttp://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html



●香川県

●広島県

●山口県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
福山市 権利擁護支援センター 084-928-1353 720-0032 広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 福山すこやかセンター内 https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html
呉市 呉市権利擁護センター 0823-25-3509 737-8517 広島県呉市中央５丁目１２番２１号 呉市社会福祉協議会内 http://kureshakyo.net/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

宇部市 宇部市成年後見センター 0836-34-8386 755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市役所　地域福祉・指
導監査課内

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seine
nkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

長門市
長門市役所高齢福祉課地域包括ケア
推進室

0837-27-0035 759-4192 長門市東深川1339番地2
長門市役所高齢福祉課地域
包括ケア推進室

美祢市 美祢市地域包括支援センター 0837-54-0138 759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 美祢市役所高齢福祉課内
https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shie
n/4587.html

和木町 和木町成年後見支援センター 0827-52-2196 740-8501 玖珂郡和木町和木1-1-1
和木町地域包括支援セン
ター内

https://www.town.waki.lg.jp/

平生町 平生町役場町民福祉課 0820-56-7113 742-1195 熊毛郡平生町大字平生町210-1 平生町役場町民福祉課

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

高松市 権利擁護センター 087-811-5250 760-0066 香川県高松市福岡町2-24-10
福祉コミュニティセン
ター・高松内

http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-
content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

丸亀市 後見センターまるがめ 0877-22-4976 763-0034 香川県丸亀市大手町2-1-7
丸亀市保健福祉センター
（ひまわりセンター）内

https://www.marugame-
shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

坂出市 坂出市成年後見センター 0877-46-5038 762-0043 香川県坂出市寿町1-3-38 坂出市社会福祉協議会内 http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

善通寺市 地域包括支援センター 0877-63-6331 765-8503 香川県善通寺市文京町2-1-1 善通寺市役所高齢者課内
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyou
go.html

三豊市 地域包括支援センター 0875-73-3017 767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1 三豊市役所介護保険課内
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaig
o_hoken/6/houkatsu/1868.html

宇多津町 地域包括支援センター 0877-49-8740 769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881 宇多津町保健センター１階
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiik
ihokatsu/

多度津町 成年後見支援センターたどつ 0877-32-8501 764-0017 香川県仲多度郡多度津町西港町127-1
町民健康センター２階　多
度津町社会福祉協議会

(なし)


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ				0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ				0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.htmlhttp://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.htmlhttp://kureshakyo.net/https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター（直営） ホウ チョクエイ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.town.waki.lg.jp/http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.htmlhttp://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.htmlhttp://kureshakyo.net/https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.htmlhttps://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.htmlhttps://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.town.waki.lg.jp/http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdfhttps://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.htmlhttp://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.htmlhttps://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.htmlhttps://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.htmlhttp://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.htmlhttp://kureshakyo.net/https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.htmlhttps://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.htmlhttps://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html



●高知県

●愛媛県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

四国中央市
四国中央市役所生活福祉課・高齢福
祉課

0896-28-6023・
6024

799-0497
愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55
号

生活福祉課・高齢介護課

久万高原町 地域福祉権利擁護センター 0892-50-0750 791-1501
愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920
番地1

http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

本山町 本山町権利擁護センター「さくら」 0887-76-2312 781-3601 高知県長岡郡本山町本山1041

大豊町 0887-72-0450 789-0392 高知県長岡郡大豊町津家1626
中土佐町 中土佐町権利擁護支援センター 0889-52-2058 789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

●福岡県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

北九州市
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-
huku/17300184.html

芦屋町 https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html
岡垣町
遠賀町
行橋市
苅田町

みやこ町

水巻町
水巻町社会福祉協議会権利擁護セン
ター

093-202-3700 807-0025 遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号 いきいきほーる2階
http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-
kenriyougo.html

https://seinenkouken-orange.jp/

北九州市成年後見支援センター 093-882-9123 804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号 ウェルとばた３F

行橋・京都成年後見センター 0930-26-8910 824-0063 行橋市大字中津熊501番地
行橋市総合福祉センター
ウィズゆくはし内


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ		四国中央市役所生活福祉課・高齢福祉課 シコク チュウオウシ ヤクショ セイカツ フクシ カ コウレイ フクシ カ		0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/
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Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		芦屋町 アシヤマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		岡垣町 オカガキマチ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		遠賀町 オンガチョウ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F

		苅田町 カンダマチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		みやこ町 マチ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネン コウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		芦屋町 アシヤマチ												https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		岡垣町 オカガキマチ

		遠賀町 オンガチョウ

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		苅田町 カンダマチ

		みやこ町 マチ

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855 0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.town.waki.lg.jp/http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdfhttps://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.htmlhttp://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.htmlhttps://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.htmlhttps://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.htmlhttp://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.htmlhttps://seinenkouken-orange.jp/http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.htmlhttps://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.htmlhttp://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.htmlhttp://kureshakyo.net/https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.htmlhttps://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.htmlhttps://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html



●大分県

●宮崎県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
別府市 別府市成年後見支援センター 0977-73-6070 874-0908 別府市上田の湯町15番40号 別府市社会福祉会館内 https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/
臼杵市 臼杵市市民後見センター 0972-62-4488 875-0041 臼杵市大字臼杵4番1 https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/
宇佐市 宇佐市成年後見支援センター 0978-33-0725 879-0455 宇佐市大字閤437番地 https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
都城市 都城市役所　介護保険課 0986-23-3184 855-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号 介護保険課及び福祉課
延岡市

高千穂町
日之影町
五ヶ瀬町

日南市 日南市ふれい健やかセンター 0987-27-3154 887-8585 宮崎県日南市中央通１－１－１
日南市ふれい健やかセン
ター

串間市 串間市福祉事務所 0987-72-1123 888-0001 串間市大字西方９３６５番地８ 福祉事務所

延岡・西臼杵権利擁護センター 0982-20-4515 882-0055 宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

●長崎県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
島原市 島原市権利擁護センター 0957-63-3855 855-0812 島原市霊南17 島原市社会福祉協議会内 https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

●熊本県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
荒尾市 荒尾市権利擁護推進センター 0968-79-7018 864-0011 荒尾市下井手193番地 https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html


Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		芦屋町 アシヤマチ												https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		岡垣町 オカガキマチ

		遠賀町 オンガチョウ

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		苅田町 カンダマチ

		みやこ町 マチ

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855-0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/
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Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		芦屋町 アシヤマチ												https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		岡垣町 オカガキマチ

		遠賀町 オンガチョウ

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		苅田町 カンダマチ

		みやこ町 マチ

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855-0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ		都城市役所　介護保険課 ミヤコノジョウシヤクショ カイゴ ホケン カ		0986-23-3184		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課 カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ		0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ		串間市福祉事務所 クシマシ フクシ ジム ショ		0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.town.waki.lg.jp/http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdfhttps://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.htmlhttp://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.htmlhttps://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.htmlhttps://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.htmlhttp://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.htmlhttps://seinenkouken-orange.jp/http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.htmlhttps://www.shimabara-shakyo.or.jp/https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.htmlhttps://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/https://www.emuemukai.jp/service/yougo_centerhttps://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.htmlhttp://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.htmlhttp://kureshakyo.net/https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.htmlhttps://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.htmlhttps://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		芦屋町 アシヤマチ												https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		岡垣町 オカガキマチ

		遠賀町 オンガチョウ

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		苅田町 カンダマチ

		みやこ町 マチ

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855-0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		芦屋町 アシヤマチ												https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		岡垣町 オカガキマチ

		遠賀町 オンガチョウ

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		苅田町 カンダマチ

		みやこ町 マチ

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855-0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ				0986-23-3184(介護保険課) 
0986-23-2980(福祉課)
※一つの番号のみ掲載の場合は介護保険課の番号でお願いします フクシカ ヒト バンゴウ ケイサイ バアイ カイゴ ホケン カ バンゴウ ネガ		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課
※順番が逆になっています カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ ジュンバン ギャク

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ				0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ				0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.town.waki.lg.jp/http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdfhttps://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.htmlhttp://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.htmlhttps://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.htmlhttps://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.htmlhttp://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.htmlhttps://seinenkouken-orange.jp/http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.htmlhttps://www.shimabara-shakyo.or.jp/https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.htmlhttps://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.htmlhttp://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.htmlhttp://kureshakyo.net/https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.htmlhttps://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.htmlhttps://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html



●鹿児島県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

霧島市 霧島市成年後見センター 0995-45-1557 899-4332
鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10
号

国分総合福祉センター内 http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

奄美市
大和村
宇検村

瀬戸内町 瀬戸内町地域包括支援センター 0997-72-1153 894-1592
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３
番地

瀬戸内町役場保健福祉課地
域支援係

https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

喜界町 喜界町社会福祉協議会 0997-65-0449 891-6201 鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 老人福祉センター内 http://kikai-shakyo.org/

（福）奄美市社会福祉協議会 0997-52-7601 894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 奄美市社会福祉センター http://amamishakyo.org/

●沖縄県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
北中城村 権利擁護支援センターひまわり 098-935-2263 901-2392 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2 https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/

※相談先がわからないなど、お困りの時には各自治体もしくは「K-ねっと」までお問い合わせください。
（k-net@shakyo.or.jp）

mailto:k-net@shakyo.or.jp

Sheet1

		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		芦屋町 アシヤマチ												https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		岡垣町 オカガキマチ

		遠賀町 オンガチョウ

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		苅田町 カンダマチ

		みやこ町 マチ

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855-0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ		都城市役所　介護保険課 ミヤコノジョウシヤクショ カイゴ ホケン カ		0986-23-3184		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課 カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ		0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ		串間市福祉事務所 クシマシ フクシ ジム ショ		0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ バンチ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/
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		市区町村 シク チョウソン		名称 メイショウ		電話 デンワ		郵便番号 ユウビン バンゴウ		住所 ジュウショ		建物名など タテモノ メイ		HP

		黒松内町 クロマツ ウチマチ		黒松内町生活サポートセンター クロマツ ウチ マチ セイカツ		0136-72-3124		048-0101		北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 ホッカイドウ コトブキ ミヤコ グン マツウチ マチ ジ クロ マツウチ バンチ		黒松内町保健福祉センター内 クロ マツウチ マチ ホケン フクシ ナイ		https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html

		蘭越町 ランコシマチ		蘭越町生活サポートセンター		0136-57-5203		048-1301		北海道磯谷郡蘭越町8番地2 ホッカイドウ イソタニ グン ラン エツ マチ バンチ				https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html

		真狩村		真狩村生活サポートセンター マ カリ ムラ		0136-45-3105		048-1631		北海道虻田郡真狩村字真狩17番地 ホッカイドウ アブ タ グン シン カ ムラ ジ マ カ バンチ		真狩村保健福祉センター内 シン カ ムラ ホケン フクシ ナイ		https://www.protech-web.co.jp/homepage/m-syakyou/project.html

		留寿都村		留寿都村安心生活サポートセンター ルスツムラ アンシン セイカツ		0136-47-2222		048-1371		北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4 ホッカイドウ アブ タ グン ルスツ ムラ ジ ルスツ バンチ				https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-shakyo

		喜茂別町				0136-33-2211		044-0201		北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 ホッカイドウ アブタグン キモベツチョウ キモベツ				http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp

		京極町		京極町生活サポートセンター キョウゴク		0136-42-3681		044-0121		北海道虻田郡京極町三崎68番地 ホッカイドウ アブ タ グン キョウゴク マチ ミサキ バンチ		京極町福祉センター キョウゴク マチ フクシ		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=63&m=1559

		新冠町 ニイカップチョウ				0146-47-2111		059-2492		北海道新冠郡新冠町北星町3-2 ホッカイドウ ニイカップグン ニイカップチョウ キタ ホシ チョウ				https://www.niikappu.jp

		函館市		函館市成年後見センター ハコダテシ セイネン コウケン		0138-23-2600		040-0063		北海道函館市若松町33-6 ホッカイドウ ハコダテシ ワカマツマチ		函館市総合福祉センター(あいよる21)2階 ハコダテシ ソウゴウ フクシ カイ		http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-defense/

		上ノ国町 フク カミ		上ノ国町生活あんしんサポートセンター		0139-55-4016		049-0611		北海道桧山郡上ノ国町字大留96 ヒヤマグン カミ クニチョウ アザ オオトメ		高齢者等健康づくり総合交流センター コウレイシャ トウ ケンコウ ソウゴウ コウリュウ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49

		今金町 イマカネ マチ		あんしんサポートセンター		0137-82-0557		049-4308		北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 ホッカイドウ セ タナ グン イマ キン マチ ジ イマ キン バンチ				https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53

		旭川市 アサヒカワシ		旭川成年後見支援センター アサヒカワ セイネン コウケン シエン		0166-23-1003		070-0035		北海道旭川市5条通4丁目 ホッカイドウ アサヒカワシ ジョウ トオ チョウメ		旭川市ときわ市民ホール1階 アサヒカワ シ シミン カイ		http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/

		鷹栖町 タカ チョウ

		東神楽町 ヒガシ カグラマチ

		当麻町 トウマ マチ

		比布町 クラ ヌノ マチ

		愛別町 アイ ベツ マチ

		上川町 ウエ カワマチ

		東川町 ヒガシカワ マチ

		美瑛町 ビエイ マチ

		士別市 シベツシ		士別地域成年後見センター シベツチイキ セイネン コウケン		0165-26-7500		095-0015		北海道士別市東5条3丁目1-1 ホッカイドウ シベツシ ヒガシ ジョウ チョウメ		サポートセンターしべつ		http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kouken/index.shtml

		和寒町 ワッサムチョウ

		剣淵町 ケンブチチョウ

		上富良野町 カミフラノチョウ		上富良野町権利擁護センター カミフラノチョウ ケンリヨウゴ		0167-45-3505		071-0561		北海道空知郡上富良野町大町2-8-4		上富良野町保健福祉総合センター｢かみん｣ 		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=97&a=24005

		音更町 オト サラ マチ		音更町成年後見サポートセンター		0155-42-2400		080-0101		北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 ホッカイドウ カワヒガシ グン オト サラ マチ オオドオ チョウメ バンチ		音更町総合福祉センター内 オト サラ マチ ソウゴウ フクシ ナイ		http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/

		帯広市 オビヒロシ		帯広市成年後見支援センター「みまもーる」		0155-20-3225		080-0847		北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 ホッカイドウ オビヒロシ コウエンヒガシマチ チョウメ バンチ		帯広市グリーンプラザ1階 オビヒロシ カイ		http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html

		足寄町 アショロチョウ		足寄町成年後見支援センター アショロチョウ セイネンコウケンシエン		0156-28-0722		089-3716		北海道足寄郡足寄町南6条2丁目7番地 ホッカイドウ アショログン アショロチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ				https://www.ashorotte-hukushi.jp/shakyo/kouken.php

		弘前市 ヒロサキシ		弘前圏域権利擁護支援センター ヒロサキ ケンイキ ケンリ ヨウゴ シエン		0172-26-6557		036-8003		青森県弘前市大字駅前町9番地20 アオモリケン ヒロサキシ オオアザ エキマエチョウ バンチ		ヒロロ３階ヒロロスクエア内 カイ ナイ		https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

		黒石市 クロイシシ

		平川市 ヒラカワシ

		西目屋村 ニシメヤムラ

		藤崎町 フジサキマチ

		大鰐町 オオワニマチ

		田舎館村 イナカダテムラ

		板柳町 イタヤナギ マチ

		八戸市 ハチノヘ シ		八戸市成年後見センター		0178-24-1324		039-1166		青森県八戸市根城八丁目8-155 アオモリケン ハチノヘシ ネ シロ ハッチョウメ		八戸市総合福祉会館1階 ハチノヘシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01

		五所川原市 ゴショガワラシ		成年後見支援センターごしょがわら セイネン コウケン シエン		0173-35-2111(2464)		037-8686		青森県五所川原市字布屋町41番地1 アオモリケン ゴショガワラシ アザ ヌノヤチョウ バンチ		地域包括支援センター内 チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/seinenkoukensien.html

		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		権利擁護センターあじがさわ ケンリ ヨウゴ		0173-82-1602		038-2761		青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 アオモリケン ニシ ツガル グン アジガサワ マチ オオジ マイ ト マチ ジ ウシロ イエヤシキ		総合保健福祉センター内		http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html#kennriyougosennta-

		深浦町 フカウラマチ

		鶴田町 ツルタマチ		鶴田町地域包括支援センター ツルタマチ チイキ ホウカツ シエン		0173-22-3394		038-3503		青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 アオモリ ケン キタツガルグン ツルタマチ オオアザ ツルタ アザ オキツ				https://tsuruta-syakyo.or,jp/

		大間町 オオママチ				0175-37-4558		039-4601		青森県下北郡大間町大字大間字寺道２７番地１ アオモリケン シモキタ グン オオママチ オオアザ オオマ アザ テラミチ バンチ				なし

		盛岡市 モリオカシ		盛岡広域成年後見センター モリオカ コウイキ セイネン コウケン		019-626-6112		020-0022		岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 イワテケン モリオカシ オオドオ イチ チョウメ バン ゴウ		岩手教育会館２階 イワテ キョウイク カイカン カイ		https://www.koukennet.org/

		滝沢市 タキザワシ

		雫石町 シズクイシチョウ

		紫波町 シワチョウ

		矢巾町 ヤハバチョウ

		釜石市 カマイシシ		釜石・遠野地域成年後見センター		0198-62-8459（遠野地区） トオノ チク		026-0025		岩手県釜石市大渡町3丁目15-26				https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019071900094/file_contents/2019071900094_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shitsu_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile_2019_06_11_0607_4.pdf

		遠野市 トオノシ

		大槌町 オオツチチョウ

		二戸市 ニノヘシ		カシオペア権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		090-2979-9031		028-6103		岩手県二戸市石切所字川原28-７				http://ninohe-shakyo.jp/cassiopeia.html

		一戸町 イチノヘマチ

		軽米町 カルマイマチ

		九戸村 クノヘムラ

		女川町 オナガワ マチ		女川町役場　健康福祉課 オナガワ マチヤクバ ケンコウ フクシ カ		0225-54-3131		985-2265		宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ ミヤギケン オシカグン オナガワチョウ オナガワ イッチョウメ バンチ				www.town.onagawa.miyagi.jp

		三種町 ミタネチョウ		三種町成年後見支援センター ミタネチョウ		0185-72-4400		018-2303		秋田県山本郡三種町森岳字上台93番地5 アキタケン ヤマモトグン ミタネチョウ モリタケ アザ ウエダイ バンチ		（福）三種町社会福祉協議会内 ナイ		https://www.mitane-kouken.or.jp/

		羽後町 ウゴマチ		羽後町 福祉保健課 地域包括支援センター		0183-62-2111		012-1131		秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 アキタケン オガチグン ウゴマチ ニシモナイ アザ ナカノ

		山形市 ヤマガタシ		山形市成年後見センター ヤマガタシ セイネンコウケン		023-674-0680		990-0832		山形県山形市城西町2丁目2番22号 ヤマガタケン ヤマガタシ ジョウサイ マチ チョウメ バン ゴウ		山形市総合福祉センター内1階 ヤマガタシ ソウゴウ フクシ ナイ カイ		https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/

		天童市 テンドウシ		天童市成年後見センター		023-654-5156		994-0013		山形県天童市老野森二丁目6番3号 ヤマガタケン テンドウシ ロウ ノ モリ ニチョウメ バン ゴウ		天童市総合福祉センター内 テンドウシ ソウゴウ フクシ ナイ		https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

		村山市 ムラヤマ シ		村山市成年後見センター ムラヤマ シ セイネン コウケン		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５番２４号 ヤマガタケン ムラヤマシ チュウオウ イッチョウメ バン ゴウ		村山市福祉センター内１階 ムラヤマ シ フクシ ウチ カイ		https://www.mrymshakyo.org

		いわき市 シ		権利擁護・成年後見センター		0246-27-8571		973-8408		いわき市内郷高坂町四方木田191		総合保健福祉センター２階		http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html

		田村市 タムラ シ		田村市地域包括支援センター タムラシ チイキ ホウカツ シエン		0247-68-3737		963-4111		福島県田村市大越町上大越字古川97 フクシマケン タムラ シ オオゴエマチ ウエ オオコシ ジ フルカワ		田村市地域包括支援センター内 タムラ シ チイキ ホウカツ シエン ナイ		http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html

		南会津町 ミナミ アイヅマチ		成年後見センター セイネンコウケン		0241-64-5035		967-0004		福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番地10 フクシマケン ミナミアイヅグン ミナミアイヅ マチ タジマ ジ ナカ マチ コウ バンチ				https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

		楢葉町 ナラハマチ		双葉地方権利擁護支援センター フタバ チホウ ケンリヨウゴ シエン		0240-23-7222		979-0514		福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31番地 フクシマケン フタバグン ナラハマチ オオアザ シモ コバナ ジ バク ニュウ バンチ		楢葉まなび館内 ナラハ カン ナイ

		取手市 トリデシ		取手市成年後見サポートセンター トリデシ セイネン コウケン		0297-72-0603		302-0021		茨城県取手市寺田5144－3 イバラキケン トリデシ テラダ		福祉交流センター内 フクシ コウリュウ ナイ		http://www.toride-shakyo.or.jp

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関 ウシクシ セイネン コウケン セイド リヨウ ソクシン トモナ チュウカク キカン		029-871-1296		300-1293		茨城県牛久市中央3丁目15番地2 イバラキケン ウシクシ チュウオウ チョウメ バンチ		牛久市役所分庁舎内 ウシクシヤクショ ブンチョウシャ ナイ		現在ホームページにアップしていません ゲンザイ

		栃木市 トチギシ		栃木市成年後見サポートセンター トチギ シ セイネン コウケン		0282-22-4501		328-0027		栃木県栃木市今泉町2-1-40 トチギケン トチギシ イマイズミチョウ		栃木市栃木保健福祉センター内 トチギシ トチギ ホケン フクシ ナイ		http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼市成年後見センター カヌマシ セイネンコウケン		0289-63-2175		322-8601		栃木県鹿沼市今宮町1688-1 トチギケン カヌマシ イマミヤ マチ		保健福祉部高齢福祉課内 ホケン フクシブ コウレイ フクシ カ ナイ		https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-0.html

		渋川市 シブカワ シ		渋川市成年後見サポートセンター		0279-25-7196		377-8501		渋川市石原80番地		（市役所高齢者安心課内）		https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html

		上野村 ウエノ ムラ		上野村地域包括支援センター		0274-59-2309		370-1614		群馬県多野郡上野村大字川和11番地				http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html

		神流町 カミ ナガ マチ		神流町地域包括支援センター カミ ナガ マチ チイキホウカツシエン		0274-57-2111		370-1592		群馬県多野郡神流町大字万場90-6		保健福祉課（本庁舎２階）		http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62

		草津町 クサツ マチ		草津町役場 地域包括支援センター		0279-88-0294		377-1711		群馬県吾妻郡草津町大字草津28

		千代田町 チヨダマチ		千代田町地域包括支援センター		0276-86-6227		370-0598		群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1		住民福祉課		https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html

		深谷市 フカヤシ		深谷市成年後見サポートセンター フカヤシ セイネン コウケン		048-573-6561		366-0823		埼玉県深谷市本住町１２－８ サイタマケン フカヤシ モトスミチョウ		（福）深谷市社会福祉協議会内 フク フカヤシ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.fukaya-shakyo.com/

		志木市 シキシ		志木市基幹福祉相談センター シキシ キカン フクシ ソウダン		048-476-6021		353-0004		埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１） ユウビンブツ ソウフ サキ シキシ ナカムネオカ		志木市役所第1庁舎（フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階）共生社会推進課内 シキ		https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html

		和光市 ワコウシ		和光市権利擁護センター ワコウシ ケンリ ヨウゴ		048-452-7111		351-0104		埼玉県和光市南1-23-1 サイタマケン ワコウシ ミナミ		総合福祉会館1階 ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

		ふじみ野市 ノシ		ふじみ野市成年後見センター		049-266-1981		356-0051		ふじみ野市大井中央2-2-1		大井総合福祉センター4階  ふじみ野市社会福祉協議会大井支所内		kouken@fujimino-shakyou.or.jp

		越生町 オゴセマチ		越生町成年後見センター		049-292-2977		350-0416 		埼玉県入間郡越生町大字越生908-12				http://www.ogose-shakyo.or.jp/

		ときがわ町 マチ		保健センター ホケン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1

				地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		0493-65-1010		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151-1		保健センター内

				社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0493-65-1536		355-0356		埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀145-2		保健センター同建物西側

				福祉課  フクシカ		0493-65-1521		355-0395		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490		ときがわ町役場本庁舎１階

		皆野町 ミナノマチ		皆野町成年後見センター ミナノマチ セイネン コウケン		0494-63-1122		369-1623		埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1 サイタマケン チチブグン ミナノマチ オオアザ オオフチ バンチ		皆野町老人福祉センター「長生荘内」 ミナノマチ ロウジン フクシ チョウセイ ソウ ナイ		http://www.town.minano.saitama.jp/

		千葉市 チバシ		千葉市成年後見支援センター チバシ セイネンコウケンシエン		043-209-6000		260-0844		千葉市中央区千葉寺町1208-2
　		千葉市ハーモニープラザ３階		http://www.chiba-shakyo.jp/sc/

		館山市 タテヤマシ		安房地域権利擁護推進センター		04-7093-5000		296-0033		千葉県鴨川市八色887-1				http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター

		鴨川市 カモガワシ

		南房総市 ミナミボウソウシ

		鋸南町 キョナンマチ

		木更津市 キサラヅシ		きさらづ成年後見支援センター		0438-22-6229		292-0834 		千葉県木更津市潮見２-９ チバケン				http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/

		浦安市 ウラヤスシ		うらやす成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		047-355-5315		279-0042		千葉県浦安市東野1-7-1		総合福祉センター内		http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien

		山武市 サンブ シ		さんむ成年後見支援センター		0475-82-7111		289-1306 		千葉県山武市白幡1627　				http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html

		松戸市 マツドシ		松戸市成年後見支援センター マツドシ セイネン コウケン シエン		047-710-6676		271-0094		千葉県松戸市上矢切299-1 チバケン マツドシ ウエ ヤギリ		生活相談課 セイカツ ソウダン カ		http://www.matsudo-shakyo.com

		佐倉市 サクラシ		佐倉市成年後見支援センター サクラシ セイネン コウケン シエン		043-484-1288		285-0013		千葉県佐倉市海隣寺町87 チバケン サクラシ ウミ トナリ テラ マチ		社会福祉センター２階 シャカイ フクシ カイ		http://www.sakura-kouken.jp

		港区 ミナトク		成年後見利用支援センターサポートみなと		03-6230-0283		106-0032		港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F				http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/

		大田区 オオタク		おおた成年後見センター セイネン コウケン		03-3736-2022		144-0051		大田区西蒲田7-49-2 オオタク ニシカマタ		大田区社会福祉センター5階 オオタク シャカイ フクシ カイ		https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center

		渋谷区 シブヤク		渋谷区成年後見支援センター		03-5457-0099		150-8010		 東京都渋谷区宇田川町1-1　渋谷区役所５階				https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html

		中野区 ナカノク		中野区成年後見支援センター		03-5380-0134		164-0001		中野区中野5-68-7スマイルなかの4階				https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/

		杉並区 スギナミク		杉並区成年後見センター スギナミク セイネン コウケン		03-5397-1551		167-0032		東京都杉並区天沼3-19-16		ウェルファーム杉並3階		http://www.suginami-koken.or.jp/

		北区 キタク		権利擁護センター「あんしん北」		03-3908-7280		114-0021		北区岸町1-6-17				https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/

		板橋区 イタバシク		権利擁護いたばしサポートセンター		03-5943-7070		173-0004		板橋区板橋二丁目65番6号		板橋区情報処理センター1階		http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7

		練馬区 ネリマ ク		権利擁護センター「ほっとサポートねりま」		03-5912-4022		176-0012		東京都練馬区豊玉北5-14-6		新練馬ビル5階		https://www.neri-shakyo.com/department/kenri

		葛飾区 カツシカク		葛飾区成年後見センター		03-5672-2833		124-0006		東京都葛飾区堀切3-34-1		地域福祉・障害者センター（ウェルピアかつしか）3階 		https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/

		江戸川区 エドガワク		安心生活センター		03-3653-6275		132-0031		東京都江戸川区松島１－３８－１		グリーンパレス1階		http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html

		八王子市 ハチオウジシ		成年後見・あんしんサポートセンター八王子		042-620-7365		192-8501		八王子市元本郷町3-24-1		八王子市役所8階 カイ		https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido

		武蔵野市 ムサシノシ		武蔵野市成年後見利用支援センター ムサシノシ セイネン コウケン リヨウ シエン		0422-27-1238		180-0001		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 ムサシノシ キッショウジ キタマチ		武蔵野市福祉公社内 ムサシノシ フクシ コウシャ ナイ		https://fukushikosha.jp/?page_id=4028

		青梅市 オウメシ		成年後見・権利擁護センターおうめ ケンリヨウゴ		0428-23-7868		198-0042		東京都青梅市東青梅1-177-3		青梅市福祉センター2F		http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132

		調布市 チョウフシ		調布市福祉健康部福祉総務課 チョウフシ フクシ ケンコウ ブ フクシ ソウムカ		042-481-7323		182-8511		調布市小島町2-35-1 チョウフシ コジママチ				https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html

		町田市 マチダシ		福祉サポートまちだ		042-720-9461		194-0013		町田市原町田4-9-8 		町田市民フォーラム4Ｆ		https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html

		小金井市 コガネイシ		権利擁護センター（ふくしネットこがねい）		042-386-0121		184-0004		東京都小金井市本町5-36-17				http://koganei-cos.org/facilities.html

		日野市 ヒノシ		権利擁護センター日野 ヒノ		042-594-7646		191-0031		日野市高幡1011 ヒノシ タカハタ		福祉支援センター　２Ｆ フクシ シエン		www.hinosuke.org

		国立市 クニタチシ		くにたち権利擁護センター		042-575-3222		186-8555		東京都国立市富士見台2-38-5				http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07

		狛江市 コマエシ		多摩南部成年後見センター タマ ナンブ セイネン コウケン		03-3430-1111		201-8585		狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受け） コマエシ イズミホンチョウ

		稲城市 イナギシ		権利擁護センター　あんしん・いなぎ ケンリヨウゴ		042-378-5459		206-0804		稲城市百村７番地 イ 004 バンチ		稲城市福祉センター内 イ フクシ ナイ		https//inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/

		武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		武蔵村山市社会福祉協議会		042-566-0061		208-8503		東京都武蔵村山市学園４－５－１		市民総合センター２階		http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

		多摩市 タマシ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		042-373-5677		206-0032		多摩市南野3-15-1 タマシ ミナミノ		二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 ニコウ サンギョウ ケン サチ フクシ カイ		http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html

		藤沢市 フジサワシ		ふじさわあんしんセンター		0466-55-3055		251-0054		藤沢市朝日町1-1		藤沢市役所分庁舎1階		http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html

		横浜市 ヨコハマシ		よこはま成年後見推進センター セイネン コウケン スイシン		045-201-2088		231-8482		横浜市中区桜木町1丁目１番地 ヨコハマシ ナカク サクラギチョウ チョウメ バンチ		横浜市健康福祉総合センター９階 ヨコハマシ ケンコウ フクシ ソウゴウ カイ		http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html

		横須賀市 ヨコスカシ		よこすか成年後見センター　※ セイネン コウケン		046-822-9613		238-8550		横須賀市小川町11番地 ヨコスカシ オガワチョウ バンチ		横須賀市役所消防庁舎１階 ヨコスカ シヤクショ ショウボウ チョウシャ カイ		https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html

		厚木市 アツギシ		厚木市権利擁護支援センター アツギシ ケンリ ヨウゴ シエン		046-225-2939		243-0018		厚木市中町１－４－１ アツギシ ナカチョウ		厚木市保健福祉センター４階		https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html

		三条市 サンジョウシ		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		0256-34-5472		955-8686		新潟県三条市旭町2-3-1		福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係		https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html

		佐渡市 サドシ		佐渡市社会福祉協議会　成年後見センター サドシ シャカイ フクシ キョウギカイ セイネンコウケン		0259-81-1155		952-0206		新潟県佐渡市畑野甲533番地				http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php

		阿賀町 アガマチ		阿賀町成年後見センター アガマチ セイネン コウケン		0254-92-3986		959-4392		東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1		阿賀町地域包括支援センター内 アガマチ チイキホウカツシエン ナイ		http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html

		高岡市 タカオカシ		呉西地区成年後見センター		0766-92-0810		933-0866		富山県高岡市清水町１丁目７番３０号				http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8

		氷見市 ヒミシ

		砺波市 トナミ シ

		小矢部市 コヤベ シ

		南砺市 ミナミ シ

		射水市 イミズシ

		津幡町 ツバタマチ		津幡町地域包括支援センター ツバタマチ チイキ ホウカツ シエン		076-288-7952		929-0393		石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 イシカワケン カホクグン ツバタ マチ アザ カガツメ バンチ		津幡町健康福祉部 福祉課 ツバタマチ フクシカ		https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html

		坂井市 サカイシ		坂井市高齢福祉課 サカイシ コウレイ フクシカ		0776-50-3040		919-0592		福井県坂井市坂井町下新庄1-1 フクイケン サカイシ サカイ チョウ シモ シンジョウ		坂井市役所（本庁） サカイシ ヤクショ ホンチョウ		https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html

		甲府市 コウフシ		福祉後見サポートセンターこうふ		055-225-2120		400-0858		甲府市相生2-17-1 コウフシ アイオイ				http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm

		伊那市 イナシ		上伊那成年後見センター		0265-96-8008		396-0023		伊那市山寺298-1				https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

		駒ケ根市 コマガネシ

		辰野町 タツノマチ

		箕輪町 ミノワマチ

		飯島町 イイジママチ

		南箕輪町 ミナミ ミノワマチ

		中川村 ナカガワ ムラ

		宮田村 ミヤタ ムラ

		飯田市 イイダシ		いいだ成年後見支援センター		0265-53-3187		395-0031		長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地		銀座堀端ビル 2 階		http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/

		松川町 マツカワマチ

		高森町 タカモリマチ

		阿南町 アナン マチ

		阿智村 アチ ムラ

		平谷村 ヒラタニ ムラ

		根羽村 ネ ハネ ムラ

		下條村 シモジョウムラ

		売木村 ウリ キムラ

		天龍村 テンリュウムラ

		泰阜村 タイ ムラ

		喬木村 キョウ キ ムラ

		豊岡村 トヨオカ ムラ

		大鹿村 オオシカ ムラ

		各務原市 カガミハラ シ		各務原市成年後見支援センター カカミガハラシ セイネン コウケン シエン		058-322-5118		504-0912		各務原市那加桜町2-163 カガミハラ シ ナカサクラマチ		各務原市総合福祉会館内2階 カガミハラ シ ソウゴウフクシカイカン ナイ カイ		kouken@kakamigahara-shakyo.jp

		関市 セキシ		関市権利擁護センター		0575-23-7798		501-3894		岐阜県関市若草通3丁目1番地		健康福祉部 福祉政策課 地域共生推進室 チイキ キョウセイ スイシン シツ		https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html

		山県市 ヤマガタシ		山県市成年後見支援センター ヤマガタシ セイネン コウケン シエン		090-8457-9800		501-2115		山県市梅原1497番地5 ヤマガタシ ウメハラ バンチ		一般社団法人ぎふ権利擁護センター内 イッパンシャダンホウジン ケンリヨウゴ ナイ		http://gifu-advocacy.org/

		美濃加茂市 ミノカモシ		美濃加茂市権利擁護支援センター ミノカモシ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-25-2111（325)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ ギフケン ミノカモシ オオタチョウ バンチ		健康福祉部福祉課障がい福祉係 ケンコウ フクシ ブ フクシカ ショウ フクシ カカリ		https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide

						0574-25-2111（506)		505-8606		岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 バンチ		健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ケンコウ フクシ ブ コウレイ フクシ カ コウレイ フクシ カカリ

						0574-28-1126		505-0043		岐阜県美濃加茂市深田町３丁目５番８号 フカタマチ チョウメ バン ゴウ		社協総合相談センター

		可児市 カニシ		可児市権利擁護センター カニシ ケンリ ヨウゴ		0574-62-1111		509-0292		岐阜県可児市広見1丁目1番地 カニシ ヒロ ミ チョウメ バンチ		可児市役所２階　高齢福祉課福祉政策係 カニシ ヤクショ カイ コウレイ フクシ カ フクシ セイサク カカリ

		坂祝町 サカホギチョウ		坂祝町成年後見支援センター サカホギチョウ セイネンコウケンシエン		0574-66-2406		505-8501		加茂郡坂祝町取組46番地18 カモグン サカホギチョウ トリクミ バンチ		坂祝町　庁舎２階　福祉課 サカホギチョウ チョウシャ カイ フクシ カ

		富加町 トミカ マチ		富加町役場　福祉保健課 トミカチョウ ヤクバ フクシ ホケン カ		0574-54-2183		501-3392		加茂郡富加町滝田1511番地 カモグン トミカチョウ タキ タ バンチ		富加町役場　福祉保健課		https://www.town.tomika.gifu.jp/

		川辺町 カワベ マチ		川辺町権利擁護支援センター カワベ マチ ケンリ ヨウゴ シエン		0574-53-7216		509-0393		岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 カモ グン カワベ マチ ナカカワベ バンチ		川辺町役場　健康福祉課 カワベ マチ ヤクバ ケンコウ フクシ カ

		七宗町 ヒチソウチョウ		七宗町権利擁護センター ヒチソウチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-48-1112		509-0401		岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 ギフケン カモグン ヒチソウチョウ カミアソウ バンチ		七宗町役場 ヒチソウチョウ ヤクバ

		八百津町 ヤオツチョウ		八百津町成年後見相談センター ヤオツチョウ セイネン コウケン ソウダン		0574-43-2111		505-0301		岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 ５０５－０３０１ バンチ

		白川町 シラカワチョウ		白川町成年後見支援センター シラカワチョウ セイネンコウケンシエン		0574-72-2317		509-1105		加茂郡白川町河岐1645番地１ カモグン シラカワチョウ カワ チマタ バンチ		白川町町民会館1階　地域包括支援センター内 シラカワチョウ チョウミン カイカン カイ チイキホウカツシエン ナイ

		東白川村 ヒガシシラカワムラ		東白川村成年後見支援センター ヒガシシラカワムラ セイネン コウケン シエン		0574-78-2100		509-1302		岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 ギフケン カモグン ヒガシシラカワムラ カミ ツチ		東白川村保健福祉センター ヒガシシラカワムラ ホケン フクシ

		御嵩町 ミタケチョウ		御嵩町権利擁護センター ミタケチョウ ケンリ ヨウゴ		0574-67-2111		505-0192		岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 ギフケンカニグンミタケチョウ ミタケ バンチ		御嵩町役場 ミタケチョウ ヤクバ		https://www.town.mitake.lg.jp/

		浜松市 ハママツシ		浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター		053-453-7151		432-8035		浜松市中区成子町140-8		福祉交流センター5階		http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html

		三島市 ミシマシ		三島市成年後見支援センター		055-972-3221		411-0841		三島市南本町20番30号		三島市社会福祉会館内		http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content

		静岡市 シズオカシ		静岡市成年後見支援センター シズオカシ セイネン コウケン シエン		054-275-0955		420-0854		静岡市葵区城内町1番1号 シズオカシ アオイク ジョウナイチョウ バン ゴウ		静岡市中央福祉センター内 シズオカ シ チュウオウ フクシ ナイ		https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html

		牧之原市 マキノハラシ		牧之原市成年後見サポートセンター マキノハラシ セイネン コウケン		0548-53-2613		421-0524		牧之原市須々木140番地 マキノハラシ ススキ バンチ		相良総合センターい～ら内 サガラ ソウゴウ ナイ

		名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市成年後見あんしんセンター		052-856-3939		462-8558		愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 アイチケン		名古屋市総合社会福祉会館5階		http://nagoya-seinenkouken.jp/

		豊橋市 トヨハシシ		豊橋市成年後見支援センター		0532-57-6800		440-0055		愛知県豊橋市前畑町115		総合福祉センターあいトピア内		http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken

		豊田市 トヨダ シ		豊田市成年後見支援センター		0565-63-5566		471-0877		愛知県豊田市錦町1-1-1 アイチケン		豊田市福祉センター内 トヨダ シ フクシ ナイ		http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/

		犬山市 イヌヤマシ		犬山市成年後見センター イヌヤマシ セイネンコウケン		0568-44-0325
0568-44-0321		484-8501		愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 アイチケン イヌヤマシ オオアザ イヌヤマ アザ ヒガシハタ バンチ		高齢者支援課及び福祉課 コウレイシャシエンカ オヨ フクシカ

		瀬戸市 セトシ		尾張東部権利擁護支援センター		0561-75-5008		470-0136		愛知県日進市竹の山四丁目301番地 アイチケン		日進市障害者福祉センター内		http://www.owaritoubu-kouken.net/

		尾張旭市 オワリ アサヒシ

		豊明市 トヨアケシ

		日進市 ニッシンシ

		長久手市 ナガクテシ

		東郷町 トウゴウ マチ

		小牧市 コマキシ		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		愛知県小牧市小牧5－407		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/

		岩倉市 イワクラシ

		大口町

		扶桑町

		みよし市 シ		みよし市成年後見支援センター シ セイネンコウケンシエン		0561-41-8063		470-0224		愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 アイチケン シ ミヨシ チョウ ジント ヤマ バンチ		みよし市立福祉センター内 シリツ フクシ ナイ		http://www.miyoshi-shakyo.jp/

		幸田町 コウダ マチ		幸田町成年後見支援センター		0564-62-7171		444-0113		愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4				http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

		伊勢市 イセシ		伊勢市成年後見サポートセンターきぼう		0596-21-1122		516-0076		伊勢市八日市場町13-1		福祉健康センター１階		https://ise-shakyo.jp/kibou

		桑名市 クワナシ		桑名市福祉後見サポートセンター		0594-22-8218		511-0062		三重県桑名市常盤町51 ５１１－００６２				http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0

		名張市 ナバリシ		伊賀地域福祉後見サポートセンター		0595-21-9611		518-0829		三重県伊賀市平野山之下380番地5		伊賀市総合福祉会館1階		http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/

		伊賀市 イガシ

		彦根市 ヒコネシ		彦根市権利擁護サポートセンター		0749-22-2855		522-0041		彦根市平田町670		彦根市福祉センター 別館		http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3

		長浜市 ナガハマシ		長浜市成年後見・権利擁護センター ナガハマシ セイネン コウケン ケンリ ヨウゴ		0749-62-1804		526-0037		長浜市高田町12－34 ナガハマシ タカダ チョウ

		京都市 キョウトシ		京都市成年後見支援センター		075-354-8815		600-8127		京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）		ひと・まち交流館京都 ４階		http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/

		舞鶴市 マイヅルシ		舞鶴市成年後見支援センター マイヅルシ セイネン コウケン シエン		0773-62-5530		625-0087		京都府舞鶴市字余部下1167 キョウトフ マイヅル シ アザ アマルベ シモ		舞鶴市中総合会館3階 マイヅルシ ナカ ソウゴウ カイカン カイ		http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/

		精華町 セイカマチ		精華町権利擁護・成年後見センター		0774-94-4573		619-0243		京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1		精華町地域福祉センターかしのき苑内		http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/

		大阪市 オオサカシ		大阪市成年後見支援センター		06-4392-8282		557-0024		大阪市西成区出城2-5-20		大阪市社会福祉研修・情報センター３階		https://osaka-kouken.com/

		豊中市 トヨナカシ		権利擁護・後見サポートセンター		06-6841-9382		560-0023		豊中市岡上の町2-1-15		豊中市すこやかプラザ2階		https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo

		堺市 サカイシ		堺市権利擁護サポートセンター サカイシ ケンリ ヨウゴ		072-225-5655		590-0078		堺市堺区南瓦町２－１ サカイシ サカイクミナミカワラマチ		堺市総合福祉会館4階 サカイシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/

		姫路市 ヒメジシ		姫路市成年後見支援センター		079-262-9000		670-0955		姫路市安田3丁目１番地		姫路市総合福祉会館2階		http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/

		明石市 アカシシ		明石市後見支援センター アカシシ		078-924-9151		673-0037		明石市貴崎1丁目5-13 アカシシ		明石市立総合福祉センター内		http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf

		芦屋市 アシヤシ		芦屋市権利擁護支援センター		0797-31-0682		659-0051		兵庫県芦屋市呉川町14-9		芦屋市保健福祉センター内		http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/

		伊丹市 イタミシ		伊丹市福祉権利擁護センター		072-744-5130		664-0014		伊丹市広畑３丁目１番地		いきいきプラザ内		http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html

		相生市 アイオイシ		西播磨成年後見支援センター		0791-72-7294		671-1621		兵庫県たつの市揖保川町正條279-1		たつの市揖保川総合支所内 シ イボガワソウゴウシショ ナイ		https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html

		赤穂市 アコウシ

		宍栗市 シシ グリ シ

		たつの市 シ

		太子町 タイシ マチ

		上郡町 カミゴオリ マチ

		佐用町 サヨウ マチ

		丹波篠山市 タンバササヤマ シ		丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター タンバ		079-594-2022		669-2205		兵庫県丹波篠山市網掛３０１		丹南健康福祉センター内 ナイ		https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html

		奈良市 ナラシ		奈良市権利擁護センター		0742-34-4900		630-8580		奈良市二条大路南1-1-1 ナラシ ニジョウ オオジ ミナミ		奈良市役所内　中央棟２F		http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html

		生駒市 イコマシ		生駒市権利擁護支援センター		0743-73-0780		630－0221		生駒市さつき台2丁目6-1				https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/

		白浜町 シラハマ マチ		白浜町成年後見支援センター シラハマ マチ セイネンコウケンシエン		0739-43-6596		649-2211		和歌山県西牟婁郡白浜町1600		白浜町役場民生課 シラハマチョウ ヤクバ ミンセイ カ		http://www.town.shirahama.wakayama.jp/

		鳥取市 トットリシ		アドサポセンターとっとり		0857-30-5885		680-0845		鳥取市富安2丁目104-2		さざんか会館4階 カイカン カイ		http://adsuppo.net/

		倉吉市 クラヨシシ		中部成年後見支援センター ミットレーベン		0858-22-8900 		682-0816　		鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1		倉吉合同事務所内		http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html

		三朝町 ミササチョウ

		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		琴浦町 コトウラチョウ

		北栄町 ホクエイチョウ

		総社市 ソウジャシ		総社市権利擁護センター“しえん”		0866-92-8374		719-1131		総社市中央一丁目１番３号		総社市総合福祉センター内		http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html

		井原市 イバラシ		成年後見ステーション セイネン コウケン		0866-62-9552		715-8601		井原市井原町３１１番地１ イバラシ イバラチョウ バンチ		井原市役所２階　介護保険課　地域包括支援センター係内 イバラ シヤクショ カイ カイゴ ホケンカ チイキ ホウカツ シエン カカリ ナイ		http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/

		備前市 ビゼンシ		地域福祉連携課　地域福祉係 チイキ フクシ レンケイ カ チイキ フクシ カカリ		0869-64-1827		705-8602		備前市東片上１２６番地 ビゼンシ ヒガシ カタカミ バンチ		備前市役所　地域福祉係 ビゼン シヤクショ チイキ フクシ カカリ		https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html

		岡山市 オカヤマシ		岡山市成年後見センター オカヤマシ セイネン コウケン		086-225-4066		700-8546		岡山市北区鹿田町一丁目１－１ オカヤマシ キタク シカタ マチ イッチョウメ		岡山市保健福祉会館９階 オカヤマシ ホケン フクシ カイカン カイ		http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

		福山市 フクヤマシ		権利擁護支援センター ケンリ ヨウゴ シエン		084-928-1353		720-0032		広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 ヒロシマケン フクヤマシ ミヨシチョウ ミナミ ２チョウメ バン ゴウ		福山すこやかセンター内 フクヤマ ナイ		https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

		呉市 クレ シ		呉市権利擁護センター クレシ ケンリ ヨウゴ		0823-25-3509		737-8517		広島県呉市中央５丁目１２番２１号 ヒロシマケン クレシ チュウオウ チョウメ バン ゴウ		呉市社会福祉協議会内 クレシ シャカイ フクシ キョウギカイ ウチ		http://kureshakyo.net/

		宇部市 ウベシ		宇部市成年後見センター ウベシ セイネン コウケン		0836-34-8386		755-8601		宇部市常盤町一丁目7番1号 ウベシ トキワ マチ １チョウメ バン ゴウ		宇部市役所　地域福祉・指導監査課内 ウベ シヤクショ チイキ フクシ シドウ カンサ カ ナイ		https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.html

		長門市 ナガトシ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシヤクショ コウレイ フクシ カ チイキ ホウカツ スイシン シツ		0837-27-0035		759-4192		長門市東深川1339番地2 ナガトシ ヒガシ フカガワ バンチ		長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室 ナガトシ ヤクショ コウレイ フクシカ チイキ ホウカツ スイシン シツ

		美祢市 ミネシ		美祢市地域包括支援センター ミネシ チイキ ホウカツ シエン		0837-54-0138		759-2292		美祢市大嶺町東分326-1 ミネ シ オオミネ マチ ヒガシ		美祢市役所高齢福祉課内 ミネシヤクショ コウレイ フクシカ ナイ		https://www2.city.mine.lg.jp//lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html

		和木町 ワキチョウ		和木町成年後見支援センター ワキチョウ セイネン コウケン シエン		0827-52-2196		740-8501		玖珂郡和木町和木1-1-1 クガグン ワキチョウ ワキ		和木町地域包括支援センター内 ワキチョウ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.town.waki.lg.jp/

		平生町 ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオ マチ ヤクバ チョウミン フクシカ		0820-56-7113		742-1195		熊毛郡平生町大字平生町210-1 クマゲ グン ヒラオチョウ オオアザ ヒラオチョウ		平生町役場町民福祉課 ヒラオチョウ ヤクバ チョウミン フクシカ

		高松市 タカ		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		087-811-5250		760-0066		香川県高松市福岡町2-24-10 タカマツシ フクオカチョウ		福祉コミュニティセンター・高松内 フクシ タカマツ ナイ		http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

		丸亀市 マルガメシ		後見センターまるがめ		0877-22-4976		763-0034		香川県丸亀市大手町2-1-7		丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）内 ナイ		https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

		坂出市 サカ		坂出市成年後見センター サカ セイネンコウケン		0877-46-5038		762-0043		香川県坂出市寿町1-3-38 カガ サカ		坂出市社会福祉協議会内 サカ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/

		善通寺市 ゼン		地域包括支援センター ホウ		0877-63-6331		765-8503 		香川県善通寺市文京町2-1-1		善通寺市役所高齢者課内 ゼンツウジシヤクショ コウレイシャ カナイ		https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html

		三豊市 ミトヨシ		地域包括支援センター ホウ		0875-73-3017		767-8585		香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1		三豊市役所介護保険課内 ミトヨ シヤクショ カイゴ ホケン カナイ		https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

		宇多津町 ウタ		地域包括支援センター		0877-49-8740		769-0292		香川県綾歌郡宇多津町1881		宇多津町保健センター１階 ウタヅ マチ ホケン カイ		https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/

		多度津町 タド		成年後見支援センターたどつ セイネンコウケン シエン		0877-32-8501		764-0017		香川県仲多度郡多度津町西港町127-1 カガ ニシ ミナトマチ		町民健康センター２階　多度津町社会福祉協議会 チョウミン ケンコウ カイ タドツチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		(なし)

		四国中央市 シコクチュウオウシ				0896-28-6023・6024		799-0497		愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 エヒメケン シコクチュウオウシ ミシマミヤガワ チョウメ バン ゴウ		生活福祉課・高齢介護課 セイカツ

		久万高原町 クマコウゲンチョウ		地域福祉権利擁護センター チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		0892-50-0750		791-1501		愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ カミ クロイワ バンチ				http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/

		本山町 モトヤママチ		本山町権利擁護センター「さくら」		0887-76-2312		781-3601		高知県長岡郡本山町本山1041

		大豊町 オオトヨチョウ				0887-72-0450		789-0392		高知県長岡郡大豊町津家1626 コウチケン ナガオカグン オオトヨチョウ ツゲ

		中土佐町 ナカトサチョウ		中土佐町権利擁護支援センター ナカトサチョウ ケンリ ヨウゴ シエン		0889-52-2058		789-1301		高知県高岡郡中土佐町久礼52-2 コウチケン タカオカ グン ナカトサ チョウ クレ				http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

		北九州市 キタキュウシュウシ		北九州市成年後見支援センター キタキュウシュウシ セイネン コウケン シエン		093-882-9123		804-0067		北九州市戸畑区汐井町1番6号		ウェルとばた３F		https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html

		芦屋町 アシヤマチ												https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html

		岡垣町 オカガキマチ

		遠賀町 オンガチョウ

		行橋市 ユクハシシ		行橋・京都成年後見センター ユクハシ ミヤコ セイネンコウケン		0930-26-8910		824-0063		行橋市大字中津熊501番地 ユクハシ シ オオアザ ナカツ クマ －		行橋市総合福祉センター　ウィズゆくはし内 ユクハシシ ソウゴウフクシ ナイ		https://seinenkouken-orange.jp/

		苅田町 カンダマチ

		みやこ町 マチ

		水巻町 ミズマキマチ		水巻町社会福祉協議会権利擁護センター		093-202-3700		807-0025		遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号		いきいきほーる2階		http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html

		島原市 シマバラシ		島原市権利擁護センター シマバラシ ケンリ ヨウゴ		0957-63-3855		855-0812		島原市霊南17		島原市社会福祉協議会内		https://www.shimabara-shakyo.or.jp/

		荒尾市 アラオシ		荒尾市権利擁護推進センター		0968-79-7018		864-0011		荒尾市下井手193番地				https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html

		別府市 ベップ シ		別府市成年後見支援センター ベップシ セイネン コウケン シエン		0977-73-6070		874-0908		別府市上田の湯町15番40号		別府市社会福祉会館内 ベップシ シャカイ フクシ カイカン ナイ		https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/

		臼杵市 ウスキシ		臼杵市市民後見センター ウスキシ シミン コウケン		0972-62-4488		875-0041 		臼杵市大字臼杵4番1				https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/

		宇佐市 ウサシ		宇佐市成年後見支援センター		0978-33-0725		879-0455		宇佐市大字閤437番地				https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/

		都城市 ミヤコノジョウシ		都城市役所　介護保険課 ミヤコノジョウシヤクショ カイゴ ホケン カ		0986-23-3184		855-8555		宮崎県都城市姫城町6街区21号		介護保険課及び福祉課 カイゴ ホケン カ オヨ フクシカ

		延岡市 ノベオカシ		延岡・西臼杵権利擁護センター		0982-20-4515		882-0055		宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9 バンチ				https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center

		高千穂町 タカチホ マチ

		日之影町 ヒノカゲチョウ

		五ヶ瀬町 ゴカセチョウ

		日南市 ニチナンシ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ		0987-27-3154		887-8585		宮崎県日南市中央通１－１－１ ミヤザキ ケン ニチナンシ チュウオウトオ		日南市ふれい健やかセンター ニチナンシ スコ

		串間市 クシマシ		串間市福祉事務所 クシマシ フクシ ジム ショ		0987-72-1123		888-0001		串間市大字西方９３６５番地８ クシマシ オオアザニシカタ バンチ		福祉事務所 フクシジムショ

		霧島市 キリシマシ		霧島市成年後見センター キリ シマ シ セイネン コウケン		0995-45-1557		899-4332		鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 カゴシマケン キリシマシ コクブ チュウオウ ３チョウメ バン ゴウ		国分総合福祉センター内		http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/

		奄美市 アマミシ		（福）奄美市社会福祉協議会		0997-52-7601		894-0036		鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 カゴシマケン アマミシ ナゼ ナガハマ チョウ		奄美市社会福祉センター アマミシ シャカイ フクシ		http://amamishakyo.org/

		大和村 ヤマト ムラ

		宇検村 ウケン ムラ

		瀬戸内町 セトウチ マチ		瀬戸内町地域包括支援センター セトウチチョウ チイキ ホウカツ シエン		0997-72-1153		894-1592		鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 カゴシマケン オオシマグン セトウチチョウ コニヤ フナツ バンチ		瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 セトウチチョウ ヤクバ ホケン フクシ カ チイキ シエン カカリ		https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp

		喜界町 キカイチョウ		喜界町社会福祉協議会 キカイチョウ シャカイ フクシ キョウギ カイ		0997-65-0449		891-6201		鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 カゴシマケン オオシマグン キカイチョウ アガレン バンチ		老人福祉センター内 ロウジン フクシ ナイ		http://kikai-shakyo.org/

		北中城村 キタナカグスクソン		権利擁護支援センターひまわり ケンリ ヨウゴ シエン		098-935-2263		901-2392		沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2 オキナワケン ナカガミグン キタナカグスクソン ジ キシャバ				https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/



http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/shogaisha/?id=anc01https://www.town.waki.lg.jp/http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdfhttps://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.htmlhttp://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.htmlhttps://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.htmlhttps://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.htmlhttp://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.htmlhttps://seinenkouken-orange.jp/http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.htmlhttps://www.shimabara-shakyo.or.jp/https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.htmlhttps://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/https://www.emuemukai.jp/service/yougo_centerhttp://www.shakyo.or.jp/hp/1742/https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.htmlhttp://amamishakyo.org/https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jphttp://kikai-shakyo.org/https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.htmlhttp://kureshakyo.net/https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.htmlhttps://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/ubesiseinenkoukennsennta-/index.htmlhttps://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html
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