
●北海道 全国の権利擁護センター等 窓口一覧※R3.2現在

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

岩見沢市 成年後見支援センター 0126-35-5210 068-0031 岩見沢市11条西3丁目1番地9
岩見沢広域総合福祉セン
ター内

http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/support

美唄市 美唄市成年後見支援センター 0126-62-0770 072-0026 美唄市西3条南3丁目6-2 総合福祉センターぽぷら内 http://www.bibai.com/shakyo/sab_54.htm
滝川市 生活あんしんサポートセンター 0125-22-2397 073-0032 北海道滝川市明神町1丁目3番1号 ＮＴＴ東日本滝川ビル1階 http://www.takikawa-shakyo.or.jp/publics/index/44/

砂川市 成年後見支援センター 0125-52-2588 073-0167 砂川市西7条北4丁目1番1号
砂川総合福祉センター（社
会福祉協議会内）

http://sunagawa-shakyo.jp/service1.html#seinenkouken

長沼町 長沼町地域包括支援センター 069-1315 北海道夕張郡長沼町南町2-3-1

沼田町 沼田町地域包括支援センター 0164-35-2111 078-2202 北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号
https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj
7s300000012ck.html

札幌市 高齢者・障がい者生活あんしん支援セ011-632-7355 060-0042 札幌市中央区大通西19丁目1-1
札幌市社会福祉総合セン
ター3階

https://www.sapporo-
shakyo.or.jp/consult/anshin/guardianship.html

千歳市 千歳市成年後見支援センター 0123-27-2525 066-0042 千歳市東雲町1丁目11 https//www.chitose-syakyo.or.jp/guardianship.html

江別市 江別市成年後見支援センター 011-375-8988 069-0811 江別市錦町１４番地８７
江別市総合社会福祉セン
ター

http://www.ebetsu-shyakyo.jp/

恵庭市 恵庭市成年後見支援センター 0123-33-9436 061-1446 恵庭市末広町124番地 恵庭市社会福祉協議会内
http://www.eniwa-
syakyo.or.jp/undertaking/guardianships.html

北広島市 北広島市成年後見センター 011-378-4285 061-1133
北広島市栄町1丁目５-２　北広島エル
フィンビル2階

北広島市社会福祉協議会内
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=34&m
=1808

石狩市 成年後見センター 	0133-72-2941 061-3216 石狩市花川北6条1丁目41-1
石狩市総合保健福祉セン
ター「りんくる」

http://ishikari-shakyo.org/

小樽市
積丹町
古平町
仁木町
余市町

赤井川村

ニセコ町 ニセコ町生活サポートセンター 0136-44-2234 048-1501 北海道虻田郡ニセコ町字富士見95番地 ニセコ町民センター内
https//www.protech-web.co.jp/homepage/niseko-
s/guide.html

小樽・北しりべし成年後見センター 0134-33-7760 047-0033
小樽市稲穂２-２２-１　小樽経済セン
タービル１F

http://www.otaru-shakyo.jp/tutelage/
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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

		岩見沢市 イワミザワシ		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0126-35-5210		068-0031		岩見沢市11条西3丁目1番地9		岩見沢広域総合福祉センター内		http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/support

		美唄市 ビバイ シ		美唄市成年後見支援センター		0126-62-0770		072-0026		美唄市西3条南3丁目6-2　		総合福祉センターぽぷら内		http://www.bibai.com/shakyo/sab_54.htm

		滝川市 タキガワ シ		生活あんしんサポートセンター		0125-22-2397		073-0032		北海道滝川市明神町1丁目3番1号		ＮＴＴ東日本滝川ビル1階 		http://www.takikawa-shakyo.or.jp/publics/index/44/

		砂川市 スナガワシ		成年後見支援センター		0125-52-2588		073-0167		砂川市西7条北4丁目1番1号		砂川総合福祉センター（社会福祉協議会内）		http://sunagawa-shakyo.jp/service1.html#seinenkouken

		長沼町 ナガヌママチ		長沼町地域包括支援センター				069-1315		北海道夕張郡長沼町南町2-3-1

		沼田町 ヌマタ マチ		沼田町地域包括支援センター ヌマタ		0164-35-2111		078-2202		北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号 ホッカイドウ ウリュウグン ヌマタチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バン ゴウ				https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s300000012ck.html

		札幌市 サッポロシ		高齢者・障がい者生活あんしん支援センター		011-632-7355		060-0042		札幌市中央区大通西19丁目1-1　		札幌市社会福祉総合センター3階		https://www.sapporo-shakyo.or.jp/consult/anshin/guardianship.html

		千歳市 チトセシ		千歳市成年後見支援センター チトセシ セイネン コウケン シエン		0123-27-2525		066-0042		千歳市東雲町1丁目11 チトセシ シノノメチョウ チョウメ				https//www.chitose-syakyo.or.jp/guardianship.html

		江別市 エベツシ		江別市成年後見支援センター		011-375-8988		069-0811		江別市錦町１４番地８７　		江別市総合社会福祉センター		http://www.ebetsu-shyakyo.jp/

		恵庭市 エニワシ		恵庭市成年後見支援センター		0123-33-9436		061-1446		恵庭市末広町124番地 		恵庭市社会福祉協議会内		http://www.eniwa-syakyo.or.jp/undertaking/guardianships.html

		北広島市 キタヒロシマシ		北広島市成年後見センター		011-378-4285		061-1133		北広島市栄町1丁目５-２　北広島エルフィンビル2階　		北広島市社会福祉協議会内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=34&m=1808

		石狩市 イシカリシ		成年後見センター			0133-72-2941		061-3216		石狩市花川北6条1丁目41-1　		石狩市総合保健福祉センター「りんくる」		http://ishikari-shakyo.org/

		小樽市 オタルシ		小樽・北しりべし成年後見センター		0134-33-7760		047-0033 		小樽市稲穂２-２２-１　小樽経済センタービル１F				http://www.otaru-shakyo.jp/tutelage/

		積丹町 シャコタンチョウ

		古平町 フルビラ マチ

		仁木町 ニキ マチ

		余市町 ヨイチ マチ

		赤井川村 アカイガワムラ

		ニセコ町 チョウ		ニセコ町生活サポートセンター チョウ セイカツ		0136-44-2234		048-1501		北海道虻田郡ニセコ町字富士見95番地 チョウ ジ フジミ バンチ		ニセコ町民センター内 チョウ ミン ナイ		https//www.protech-web.co.jp/homepage/niseko-s/guide.html

		倶知安町 クッチャンチョウ		倶知安町生活サポートセンター クッチャンチョウ セイカツ				044-0003		北海道虻田郡倶知安町北3条東4丁目　		保健福祉会館内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/kutchan-syakyo/index.html

		苫小牧市 トマコマイシ		苫小牧市成年後見支援センター		0144-32-7111		053-0021		苫小牧市若草町３丁目３番８号　		苫小牧市民活動センター１階		http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/soudan/soudan4.shtml

		室蘭市 ムロランシ		室蘭成年後見支援センター		0143-83-5062		050-0083		室蘭市東町２丁目３番３号　ハートセンタービル				http://www.muroranshakyo.jp/torikumi-09.htm

		登別市 ノボリベツシ

		豊浦町 トヨウラ マチ

		壮瞥町

		洞爺湖町

		伊達市 ダテシ		伊達市成年後見支援センター ダテシ セイネン コウケン シエン		0142-22-4141		052-0024		伊達市鹿島町20-1 ダテシ カシマチョウ				http://www.date-shakyo.or.jp/seinen/

		日高町 ヒダカ チョウ				01456-2-5131		059-2192		北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1 ヒダカチョウ モンベツ ホンマチ バンチ				http://town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/houkatsu/sien-seinen.html

		平取町				01457-4-2267		055-0107		北海道沙流郡平取町本町88番地１　				http://www.birasha.com/

		新ひだか町		新ひだか町総合生活支援センターきぃがる シン チョウ ソウゴウ セイカツ シエン		 0146-43-3121		056-0019		北海道日高郡新ひだか町静内青柳町２丁目３−１				https://shinhidaka-shakyo.or.jp/index.php

		七飯町				0138-66-2488		041-1192		北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 ホッカイドウ カメダグン ナナエ マチ ホンチョウ チョウメ バン ゴウ		民生部福祉課地域包括支援係 ミンセイ ブ フクシ カ チイキ ホウカツ シエン カカリ		https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000290.html

		江差町		江差町成年後見支援センター エサシチョウ セイネンコウケンシエン		0139-52-2441		043-0032		 北海道 檜山郡江差町字新栄町264-2 		江差町老人福祉センター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=48

		名寄市		名寄市成年後見センター セイネンコウケン		01654-3-9862		096-0011		名寄市西1条南12丁目  ナヨロシ ニシ ジョウ ミナミ チョウメ		名寄市総合福祉センター内		http://www.nayoro-shakyo.jp/seinenkoken/

		富良野市		富良野市権利擁護センターいちい		0167-39-2215		076-0057		北海道富良野市住吉町1-28				https://furanosyakyo.or.jp/publics/index/45/

		南富良野町		生活サポートセンター		0167-39-7711		079-2403		北海道空知郡南富良野町字幾寅708番地　		保健福祉センターみなくる内		http://www.nanpu-shakyo.jp/lifesupport/

		留萌市		留萌市権利擁護支援センター ケンリヨウゴ シエン		0164-42-5530		077－0023		留萌市五十嵐町１丁目１－10　		保健福祉センター「はーとふる」２階		https://www.e-rumoi.jp/content/000009890.pdf

		羽幌町		羽幌町生活支援相談センター		0164-69-2311		078-4107		北海道苫前郡羽幌町南７条３丁目１番地		羽幌町勤労青少年ホーム内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/haboroshakyo/project.html

		天塩町 テシオチョウ				01632-2-3201		098-3312		天塩郡天塩町字川口5699番地1		天塩町保健ふれあいｾﾝﾀｰ内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/teshio/index.html

		猿払村		猿払村成年後見支援センター		01635-2-3685		098-6234		宗谷郡猿払村鬼志別北町２８番地　		猿払村保健福祉総合センター		https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/photo/detail/552.html 
https://nayoro.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1849&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

		中頓別町		なかとんべつサポートセンター		01634-6-1717		098-5551		北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175 ホッカイドウ エダ サチ グン ナカトンベツ マチ ジ ナカトンベツ

		豊富町		豊富町あんしんサポートセンター未來		0162-82-1131		098-4111		北海道天塩郡豊富町字豊富西１条８丁目				http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/201704131492042284k.pdf

		幌延町		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		01632-5-2090		098-3223		天塩郡幌延田I字幌延 102番地 1		幌延町保健センター内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/horonobe/link.html

		北見市		北見市成年後見支援センター キタミシ セイネン コウケン シエン		0157-61-8182		090-0065		北見市寿町3丁目4番1号　 キタミシ コトブキマチ チョウメ バン ゴウ		北見市総合福祉会館内		http://kitami-shakyo.jp/?page_id=1058

		網走市		生活サポートセンター“らいと”		0152-67-7095		093-0061		網走市北１１条東１丁目１０番地　		網走市総合福祉センター内		http://www.a-shakyo.jp/seikathufukushishikin.html

		紋別市		紋別市成年後見センター		0158-23-2350		094-0005		紋別市幸町７丁目１番１０号 		総合福祉センター　はーとぴあ２１内		https://mombetsu.jp/soshiki/hoken/kaigo/news/2020-0720-1458-106.html

		美幌町		美幌町成年後見支援センター		0152-72-1165		092-8650		網走郡美幌町字東３条北２丁目１番地　		しゃきっとプラザ２階		http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015111700013/

		津別町		津別町あんしん生活サポートセンター ツベツ マチ セイカツ		0152-77-6211		092-0235		網走郡津別町字幸町27番地2 ツベツ マチ アザ サイワイマチ バンチ				https://www.protech-web.co.jp/homepage/tsubetsu/guide.html#%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%A8

		大空町 オオゾラチョウ		大空町成年後見支援センター オオゾラチョウ セイネン コウケン シエン		0152-75-6021		099-2324		網走郡大空町女満別西1条3丁目2番5号 アバシリグン オオゾラチョウ メマンベツ ニシ ジョウ チョウメ バン ゴウ		大空町地域福祉センター内 オオゾラチョウ チイキ フクシ ナイ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=137

		上士幌町		上士幌町権利擁護センター		01564-7-7003		080-1408		河東郡上士幌町字上士幌3線237番地 カワ ヒガシ グン		生涯学習センター2階		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=154&m=2396#1

		清水町		清水町権利擁護支援センター シミズチョウ ケンリヨウゴシエン		0156-69-2200		089-0138		北海道上川郡清水町南2条7丁目1番地 ホッカイドウ カミカワグン シミズ マチ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ		清水町老人福祉センター内 シミズ マチ ロウジン フクシ ナイ		https://shimizu432tokati.web.fc2.com/

		芽室町		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0155-62-1616		082-0012		北海道河西郡芽室町東２条２丁目１５番地１		ふれあい交流館内		https://www.memuro-syakyo.jp/consultation

		更別村		さらべつ成年後見センター セイネン コウケン		0155-53-3500		089-1531		河西郡更別村 字更別190番地1　		更別村老人保健福祉センター		http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/202008121597214708k.pdf

		広尾町		広尾町成年後見あんしんセンター		01558-2-4110		089-2622		広尾郡広尾町 公園通南4丁目　		デイサービスセンター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=162&m=1794

		幕別町		幕別町成年後見サポートセンター「まくさぽ」		0155-55-3800		089-0611		北海道中川郡幕別町新町122番地の1				http://maku294.jp/makusapo/

		池田町		地域あんしんセンターいけだ チイキ		015-579-2222		083-0023		北海道中川郡池田町字西3条6丁目14-1		池田町ふれあいセンター内		http://www10.plala.or.jp/i_shakyo/shakyo_gaiyo_1.htm

		本別町		あんしんサポートセンター		0156-22-8320		089-3325		北海道中川郡本別町西美里別６番地１５		本別町総合ケアセンター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=166&m=787

		陸別町		りくべつ生活安心センター「ささエール」		0156-27-2760		089-4312		足寄郡陸別町字陸別東２条３丁目２番地 		保健センター内		https://www.rikubetsu.jp/topics/1110/

		釧路市		釧路市権利擁護成年後見センター		0154-24-1201		085-0011		釧路市旭町12番3号　 クシロシ アサヒマチ バン ゴウ		釧路市総合福祉センター3階		https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/shougaisha_f/shien/page00045.html

		釧路町		健康福祉部介護高齢課地域包括支援係		0154-40-5217		088-0628		北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1				http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30902/00005/130937150320.html

		厚岸町		あんしんサポートセンターあっけし		0153-68-9955		088-1115		厚岸郡厚岸町梅香２丁目１番地				http://akkeshishakyo.or.jp/publics/index/52/

		標茶町		標茶町安心サポートセンター「まもる」		015-485-2503		088-2312		北海道川上郡標茶町川上10丁目1番地		標茶町総合福祉センター内		http://shibecha-shakyo.jp/kenriyougo.html

		弟子屈町 テシカガチョウ				015-482-2191		088-3292		上川郡弟子屈町中央2丁目3番1号 カミカワグン テシカガチョウ チュウオウ チョウメ バン ゴウ				https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_fukushi_kosodate/kaigo_fukushi/2/1192.html

		白糠町		白糠町権利擁護センター		01547-2-2042		088-0333		白糠郡白糠町 東1条北1−1−9　		白糠町保健センター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=176

		別海町		べつかい安心サポートセンター アンシン		0153-75-2148		086-0203		別海町別海西本町36番地 ベツ ウミ マチ ベツ ウミ ニシ ホン マチ バンチ				http://shakyo-betsukai.com/

		中標津町		中標津町社協成年後見・権利擁護センター		0153-79-1231		086-1110		標津郡中標津町西10条南9丁目1番地4		中標津町総合福祉センター内		http://www.plat.or.jp/cgi/blog/blog.cgi?n=1111&mode=disp&category=03&writer=admin











































































































































































































































































































































































































































http://www.bibai.com/shakyo/sab_54.htmhttp://www.otaru-shakyo.jp/tutelage/https://www.protech-web.co.jp/homepage/kutchan-syakyo/index.htmlhttp://www.muroranshakyo.jp/torikumi-09.htmhttp://www.tomakomai-shakyo.or.jp/soudan/soudan4.shtmlhttps://shinhidaka-shakyo.or.jp/index.phphttps://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=48http://www.date-shakyo.or.jp/seinen/https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=137https://www.protech-web.co.jp/homepage/teshio/index.htmlhttp://www.birasha.com/http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/supporthttps://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_fukushi_kosodate/kaigo_fukushi/2/1192.htmlhttps://www.protech-web.co.jp/homepage/tsubetsu/guide.htmlhttp://town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/houkatsu/sien-seinen.htmlhttp://www.takikawa-shakyo.or.jp/publics/index/44/http://sunagawa-shakyo.jp/service1.htmlhttps://www.sapporo-shakyo.or.jp/consult/anshin/guardianship.htmlhttp://www.ebetsu-shyakyo.jp/http://www.eniwa-syakyo.or.jp/undertaking/guardianships.htmlhttps://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=34&m=1808http://ishikari-shakyo.org/



市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

倶知安町 倶知安町生活サポートセンター 044-0003 北海道虻田郡倶知安町北3条東4丁目 保健福祉会館内
https://www.protech-web.co.jp/homepage/kutchan-
syakyo/index.html

苫小牧市 苫小牧市成年後見支援センター 0144-32-7111 053-0021 苫小牧市若草町３丁目３番８号
苫小牧市民活動センター１
階

http://www.tomakomai-
shakyo.or.jp/soudan/soudan4.shtml

室蘭市
登別市
豊浦町
壮瞥町

洞爺湖町
伊達市 伊達市成年後見支援センター 0142-22-4141 052-0024 伊達市鹿島町20-1 http://www.date-shakyo.or.jp/seinen/

日高町 01456-2-5131 059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の
1

http://town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/houkatsu/sien-
seinen.html

平取町 01457-4-2267 055-0107 北海道沙流郡平取町本町88番地１ http://www.birasha.com/

新ひだか町 新ひだか町総合生活支援センターきぃ 0146-43-3121 056-0019
北海道日高郡新ひだか町静内青柳町２丁
目３−１

https://shinhidaka-shakyo.or.jp/index.php

七飯町 0138-66-2488 041-1192 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号
民生部福祉課地域包括支援
係

https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00
000290.html

江差町 江差町成年後見支援センター 0139-52-2441 043-0032  北海道 檜山郡江差町字新栄町264-2 江差町老人福祉センター内 https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=48
名寄市 名寄市成年後見センター 01654-3-9862 096-0011 名寄市西1条南12丁目 名寄市総合福祉センター内 http://www.nayoro-shakyo.jp/seinenkoken/

富良野市 富良野市権利擁護センターいちい 0167-39-2215 076-0057 北海道富良野市住吉町1-28 https://furanosyakyo.or.jp/publics/index/45/

南富良野町 生活サポートセンター 0167-39-7711 079-2403 北海道空知郡南富良野町字幾寅708番地　
保健福祉センターみなくる
内

http://www.nanpu-shakyo.jp/lifesupport/

留萌市 留萌市権利擁護支援センター 0164-42-5530 077−0023 留萌市五十嵐町１丁目１−10　
保健福祉センター「はーと
ふる」２階

https://www.e-rumoi.jp/content/000009890.pdf

羽幌町 羽幌町生活支援相談センター 0164-69-2311 078-4107 北海道苫前郡羽幌町南７条３丁目１番地 羽幌町勤労青少年ホーム内
https://www.protech-
web.co.jp/homepage/haboroshakyo/project.html

天塩町 01632-2-3201 098-3312 天塩郡天塩町字川口5699番地1 天塩町保健ふれあいｾﾝﾀｰ内
https://www.protech-
web.co.jp/homepage/teshio/index.html

http://www.muroranshakyo.jp/torikumi-09.htm室蘭成年後見支援センター 0143-83-5062 050-0083
室蘭市東町２丁目３番３号　ハートセン
タービル
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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

		岩見沢市 イワミザワシ		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0126-35-5210		068-0031		岩見沢市11条西3丁目1番地9		岩見沢広域総合福祉センター内		http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/support

		美唄市 ビバイ シ		美唄市成年後見支援センター		0126-62-0770		072-0026		美唄市西3条南3丁目6-2　		総合福祉センターぽぷら内		http://www.bibai.com/shakyo/sab_54.htm

		滝川市 タキガワ シ		生活あんしんサポートセンター		0125-22-2397		073-0032		北海道滝川市明神町1丁目3番1号		ＮＴＴ東日本滝川ビル1階 		http://www.takikawa-shakyo.or.jp/publics/index/44/

		砂川市 スナガワシ		成年後見支援センター		0125-52-2588		073-0167		砂川市西7条北4丁目1番1号		砂川総合福祉センター（社会福祉協議会内）		http://sunagawa-shakyo.jp/service1.html#seinenkouken

		長沼町 ナガヌママチ		長沼町地域包括支援センター				069-1315		北海道夕張郡長沼町南町2-3-1

		沼田町 ヌマタ マチ		沼田町地域包括支援センター ヌマタ		0164-35-2111		078-2202		北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号 ホッカイドウ ウリュウグン ヌマタチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バン ゴウ				https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s300000012ck.html

		札幌市 サッポロシ		高齢者・障がい者生活あんしん支援センター		011-632-7355		060-0042		札幌市中央区大通西19丁目1-1　		札幌市社会福祉総合センター3階		https://www.sapporo-shakyo.or.jp/consult/anshin/guardianship.html

		千歳市 チトセシ		千歳市成年後見支援センター チトセシ セイネン コウケン シエン		0123-27-2525		066-0042		千歳市東雲町1丁目11 チトセシ シノノメチョウ チョウメ				https//www.chitose-syakyo.or.jp/guardianship.html

		江別市 エベツシ		江別市成年後見支援センター		011-375-8988		069-0811		江別市錦町１４番地８７　		江別市総合社会福祉センター		http://www.ebetsu-shyakyo.jp/

		恵庭市 エニワシ		恵庭市成年後見支援センター		0123-33-9436		061-1446		恵庭市末広町124番地 		恵庭市社会福祉協議会内		http://www.eniwa-syakyo.or.jp/undertaking/guardianships.html

		北広島市 キタヒロシマシ		北広島市成年後見センター		011-378-4285		061-1133		北広島市栄町1丁目５-２　北広島エルフィンビル2階　		北広島市社会福祉協議会内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=34&m=1808

		石狩市 イシカリシ		成年後見センター			0133-72-2941		061-3216		石狩市花川北6条1丁目41-1　		石狩市総合保健福祉センター「りんくる」		http://ishikari-shakyo.org/

		小樽市 オタルシ		小樽・北しりべし成年後見センター		0134-33-7760		047-0033 		小樽市稲穂２-２２-１　小樽経済センタービル１F				http://www.otaru-shakyo.jp/tutelage/

		積丹町 シャコタンチョウ

		古平町 フルビラ マチ

		仁木町 ニキ マチ

		余市町 ヨイチ マチ

		赤井川村 アカイガワムラ

		ニセコ町 チョウ		ニセコ町生活サポートセンター チョウ セイカツ		0136-44-2234		048-1501		北海道虻田郡ニセコ町字富士見95番地 チョウ ジ フジミ バンチ		ニセコ町民センター内 チョウ ミン ナイ		https//www.protech-web.co.jp/homepage/niseko-s/guide.html

		倶知安町 クッチャンチョウ		倶知安町生活サポートセンター クッチャンチョウ セイカツ				044-0003		北海道虻田郡倶知安町北3条東4丁目　		保健福祉会館内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/kutchan-syakyo/index.html

		苫小牧市 トマコマイシ		苫小牧市成年後見支援センター		0144-32-7111		053-0021		苫小牧市若草町３丁目３番８号　		苫小牧市民活動センター１階		http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/soudan/soudan4.shtml

		室蘭市 ムロランシ		室蘭成年後見支援センター		0143-83-5062		050-0083		室蘭市東町２丁目３番３号　ハートセンタービル				http://www.muroranshakyo.jp/torikumi-09.htm

		登別市 ノボリベツシ

		豊浦町 トヨウラ マチ

		壮瞥町

		洞爺湖町

		伊達市 ダテシ		伊達市成年後見支援センター ダテシ セイネン コウケン シエン		0142-22-4141		052-0024		伊達市鹿島町20-1 ダテシ カシマチョウ				http://www.date-shakyo.or.jp/seinen/

		日高町 ヒダカ チョウ				01456-2-5131		059-2192		北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1 ヒダカチョウ モンベツ ホンマチ バンチ				http://town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/houkatsu/sien-seinen.html

		平取町				01457-4-2267		055-0107		北海道沙流郡平取町本町88番地１　				http://www.birasha.com/

		新ひだか町		新ひだか町総合生活支援センターきぃがる シン チョウ ソウゴウ セイカツ シエン		 0146-43-3121		056-0019		北海道日高郡新ひだか町静内青柳町２丁目３−１				https://shinhidaka-shakyo.or.jp/index.php

		七飯町				0138-66-2488		041-1192		北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 ホッカイドウ カメダグン ナナエ マチ ホンチョウ チョウメ バン ゴウ		民生部福祉課地域包括支援係 ミンセイ ブ フクシ カ チイキ ホウカツ シエン カカリ		https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000290.html

		江差町		江差町成年後見支援センター エサシチョウ セイネンコウケンシエン		0139-52-2441		043-0032		 北海道 檜山郡江差町字新栄町264-2 		江差町老人福祉センター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=48

		名寄市		名寄市成年後見センター セイネンコウケン		01654-3-9862		096-0011		名寄市西1条南12丁目  ナヨロシ ニシ ジョウ ミナミ チョウメ		名寄市総合福祉センター内		http://www.nayoro-shakyo.jp/seinenkoken/

		富良野市		富良野市権利擁護センターいちい		0167-39-2215		076-0057		北海道富良野市住吉町1-28				https://furanosyakyo.or.jp/publics/index/45/

		南富良野町		生活サポートセンター		0167-39-7711		079-2403		北海道空知郡南富良野町字幾寅708番地　		保健福祉センターみなくる内		http://www.nanpu-shakyo.jp/lifesupport/

		留萌市		留萌市権利擁護支援センター ケンリヨウゴ シエン		0164-42-5530		077－0023		留萌市五十嵐町１丁目１－10　		保健福祉センター「はーとふる」２階		https://www.e-rumoi.jp/content/000009890.pdf

		羽幌町		羽幌町生活支援相談センター		0164-69-2311		078-4107		北海道苫前郡羽幌町南７条３丁目１番地		羽幌町勤労青少年ホーム内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/haboroshakyo/project.html

		天塩町 テシオチョウ				01632-2-3201		098-3312		天塩郡天塩町字川口5699番地1		天塩町保健ふれあいｾﾝﾀｰ内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/teshio/index.html

		猿払村		猿払村成年後見支援センター		01635-2-3685		098-6234		宗谷郡猿払村鬼志別北町２８番地　		猿払村保健福祉総合センター		https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/photo/detail/552.html 
https://nayoro.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1849&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

		中頓別町		なかとんべつサポートセンター		01634-6-1717		098-5551		北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175 ホッカイドウ エダ サチ グン ナカトンベツ マチ ジ ナカトンベツ

		豊富町		豊富町あんしんサポートセンター未來		0162-82-1131		098-4111		北海道天塩郡豊富町字豊富西１条８丁目				http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/201704131492042284k.pdf

		幌延町		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		01632-5-2090		098-3223		天塩郡幌延田I字幌延 102番地 1		幌延町保健センター内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/horonobe/link.html

		北見市		北見市成年後見支援センター キタミシ セイネン コウケン シエン		0157-61-8182		090-0065		北見市寿町3丁目4番1号　 キタミシ コトブキマチ チョウメ バン ゴウ		北見市総合福祉会館内		http://kitami-shakyo.jp/?page_id=1058

		網走市		生活サポートセンター“らいと”		0152-67-7095		093-0061		網走市北１１条東１丁目１０番地　		網走市総合福祉センター内		http://www.a-shakyo.jp/seikathufukushishikin.html

		紋別市		紋別市成年後見センター		0158-23-2350		094-0005		紋別市幸町７丁目１番１０号 		総合福祉センター　はーとぴあ２１内		https://mombetsu.jp/soshiki/hoken/kaigo/news/2020-0720-1458-106.html

		美幌町		美幌町成年後見支援センター		0152-72-1165		092-8650		網走郡美幌町字東３条北２丁目１番地　		しゃきっとプラザ２階		http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015111700013/

		津別町		津別町あんしん生活サポートセンター ツベツ マチ セイカツ		0152-77-6211		092-0235		網走郡津別町字幸町27番地2 ツベツ マチ アザ サイワイマチ バンチ				https://www.protech-web.co.jp/homepage/tsubetsu/guide.html#%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%A8

		大空町 オオゾラチョウ		大空町成年後見支援センター オオゾラチョウ セイネン コウケン シエン		0152-75-6021		099-2324		網走郡大空町女満別西1条3丁目2番5号 アバシリグン オオゾラチョウ メマンベツ ニシ ジョウ チョウメ バン ゴウ		大空町地域福祉センター内 オオゾラチョウ チイキ フクシ ナイ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=137

		上士幌町		上士幌町権利擁護センター		01564-7-7003		080-1408		河東郡上士幌町字上士幌3線237番地 カワ ヒガシ グン		生涯学習センター2階		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=154&m=2396#1

		清水町		清水町権利擁護支援センター シミズチョウ ケンリヨウゴシエン		0156-69-2200		089-0138		北海道上川郡清水町南2条7丁目1番地 ホッカイドウ カミカワグン シミズ マチ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ		清水町老人福祉センター内 シミズ マチ ロウジン フクシ ナイ		https://shimizu432tokati.web.fc2.com/

		芽室町		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0155-62-1616		082-0012		北海道河西郡芽室町東２条２丁目１５番地１		ふれあい交流館内		https://www.memuro-syakyo.jp/consultation

		更別村		さらべつ成年後見センター セイネン コウケン		0155-53-3500		089-1531		河西郡更別村 字更別190番地1　		更別村老人保健福祉センター		http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/202008121597214708k.pdf

		広尾町		広尾町成年後見あんしんセンター		01558-2-4110		089-2622		広尾郡広尾町 公園通南4丁目　		デイサービスセンター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=162&m=1794

		幕別町		幕別町成年後見サポートセンター「まくさぽ」		0155-55-3800		089-0611		北海道中川郡幕別町新町122番地の1				http://maku294.jp/makusapo/

		池田町		地域あんしんセンターいけだ チイキ		015-579-2222		083-0023		北海道中川郡池田町字西3条6丁目14-1		池田町ふれあいセンター内		http://www10.plala.or.jp/i_shakyo/shakyo_gaiyo_1.htm

		本別町		あんしんサポートセンター		0156-22-8320		089-3325		北海道中川郡本別町西美里別６番地１５		本別町総合ケアセンター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=166&m=787

		陸別町		りくべつ生活安心センター「ささエール」		0156-27-2760		089-4312		足寄郡陸別町字陸別東２条３丁目２番地 		保健センター内		https://www.rikubetsu.jp/topics/1110/

		釧路市		釧路市権利擁護成年後見センター		0154-24-1201		085-0011		釧路市旭町12番3号　 クシロシ アサヒマチ バン ゴウ		釧路市総合福祉センター3階		https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/shougaisha_f/shien/page00045.html

		釧路町		健康福祉部介護高齢課地域包括支援係		0154-40-5217		088-0628		北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1				http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30902/00005/130937150320.html

		厚岸町		あんしんサポートセンターあっけし		0153-68-9955		088-1115		厚岸郡厚岸町梅香２丁目１番地				http://akkeshishakyo.or.jp/publics/index/52/

		標茶町		標茶町安心サポートセンター「まもる」		015-485-2503		088-2312		北海道川上郡標茶町川上10丁目1番地		標茶町総合福祉センター内		http://shibecha-shakyo.jp/kenriyougo.html

		弟子屈町 テシカガチョウ				015-482-2191		088-3292		上川郡弟子屈町中央2丁目3番1号 カミカワグン テシカガチョウ チュウオウ チョウメ バン ゴウ				https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_fukushi_kosodate/kaigo_fukushi/2/1192.html

		白糠町		白糠町権利擁護センター		01547-2-2042		088-0333		白糠郡白糠町 東1条北1−1−9　		白糠町保健センター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=176

		別海町		べつかい安心サポートセンター アンシン		0153-75-2148		086-0203		別海町別海西本町36番地 ベツ ウミ マチ ベツ ウミ ニシ ホン マチ バンチ				http://shakyo-betsukai.com/

		中標津町		中標津町社協成年後見・権利擁護センター		0153-79-1231		086-1110		標津郡中標津町西10条南9丁目1番地4		中標津町総合福祉センター内		http://www.plat.or.jp/cgi/blog/blog.cgi?n=1111&mode=disp&category=03&writer=admin
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市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

猿払村 猿払村成年後見支援センター 01635-2-3685 098-6234 宗谷郡猿払村鬼志別北町２８番地　
猿払村保健福祉総合セン
ター

https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/photo/detail/552.
html
https://nayoro.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_c
ommon_download&item_id=1849&item_no=1&attribute_i
d=22&file_no=1

中頓別町 なかとんべつサポートセンター 01634-6-1717 098-5551 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175

豊富町 豊富町あんしんサポートセンター未來0162-82-1131 098-4111 北海道天塩郡豊富町字豊富西１条８丁目
http://www.dosyakyo-
chiiki.jp/upload/201704131492042284k.pdf

幌延町 成年後見支援センター 01632-5-2090 098-3223 天塩郡幌延田I字幌延 102番地 1 幌延町保健センター内
https://www.protech-
web.co.jp/homepage/horonobe/link.html

北見市 北見市成年後見支援センター 0157-61-8182 090-0065 北見市寿町3丁目4番1号　 北見市総合福祉会館内 http://kitami-shakyo.jp/?page_id=1058
網走市 生活サポートセンター“らいと” 0152-67-7095 093-0061 網走市北１１条東１丁目１０番地　 網走市総合福祉センター内 http://www.a-shakyo.jp/seikathufukushishikin.html

紋別市 紋別市成年後見センター 0158-23-2350 094-0005 紋別市幸町７丁目１番１０号 
総合福祉センター　はーと
ぴあ２１内

https://mombetsu.jp/soshiki/hoken/kaigo/news/2020-
0720-1458-106.html

美幌町 美幌町成年後見支援センター 0152-72-1165 092-8650 網走郡美幌町字東３条北２丁目１番地　 しゃきっとプラザ２階
http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/201511170
0013/

津別町 津別町あんしん生活サポートセンター0152-77-6211 092-0235 網走郡津別町字幸町27番地2

https://www.protech-
web.co.jp/homepage/tsubetsu/guide.html#%E3%81%82%
E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E7%94%9F%E6%B4
%BB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%
E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%8
0%80%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%A8

大空町 大空町成年後見支援センター 0152-75-6021 099-2324 網走郡大空町女満別西1条3丁目2番5号 大空町地域福祉センター内 https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=137

上士幌町 上士幌町権利擁護センター 01564-7-7003 080-1408 河東郡上士幌町字上士幌3線237番地 生涯学習センター2階
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=154&
m=2396#1

清水町 清水町権利擁護支援センター 0156-69-2200 089-0138 北海道上川郡清水町南2条7丁目1番地 清水町老人福祉センター内 https://shimizu432tokati.web.fc2.com/
芽室町 成年後見支援センター 0155-62-1616 082-0012 北海道河西郡芽室町東２条２丁目１５番地ふれあい交流館内 https://www.memuro-syakyo.jp/consultation

更別村 さらべつ成年後見センター 0155-53-3500 089-1531 河西郡更別村 字更別190番地1　
更別村老人保健福祉セン
ター

http://www.dosyakyo-
chiiki.jp/upload/202008121597214708k.pdf


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

		岩見沢市 イワミザワシ		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0126-35-5210		068-0031		岩見沢市11条西3丁目1番地9		岩見沢広域総合福祉センター内		http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/support

		美唄市 ビバイ シ		美唄市成年後見支援センター		0126-62-0770		072-0026		美唄市西3条南3丁目6-2　		総合福祉センターぽぷら内		http://www.bibai.com/shakyo/sab_54.htm

		滝川市 タキガワ シ		生活あんしんサポートセンター		0125-22-2397		073-0032		北海道滝川市明神町1丁目3番1号		ＮＴＴ東日本滝川ビル1階 		http://www.takikawa-shakyo.or.jp/publics/index/44/

		砂川市 スナガワシ		成年後見支援センター		0125-52-2588		073-0167		砂川市西7条北4丁目1番1号		砂川総合福祉センター（社会福祉協議会内）		http://sunagawa-shakyo.jp/service1.html#seinenkouken

		長沼町 ナガヌママチ		長沼町地域包括支援センター				069-1315		北海道夕張郡長沼町南町2-3-1

		沼田町 ヌマタ マチ		沼田町地域包括支援センター ヌマタ		0164-35-2111		078-2202		北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号 ホッカイドウ ウリュウグン ヌマタチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バン ゴウ				https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s300000012ck.html

		札幌市 サッポロシ		高齢者・障がい者生活あんしん支援センター		011-632-7355		060-0042		札幌市中央区大通西19丁目1-1　		札幌市社会福祉総合センター3階		https://www.sapporo-shakyo.or.jp/consult/anshin/guardianship.html

		千歳市 チトセシ		千歳市成年後見支援センター チトセシ セイネン コウケン シエン		0123-27-2525		066-0042		千歳市東雲町1丁目11 チトセシ シノノメチョウ チョウメ				https//www.chitose-syakyo.or.jp/guardianship.html

		江別市 エベツシ		江別市成年後見支援センター		011-375-8988		069-0811		江別市錦町１４番地８７　		江別市総合社会福祉センター		http://www.ebetsu-shyakyo.jp/

		恵庭市 エニワシ		恵庭市成年後見支援センター		0123-33-9436		061-1446		恵庭市末広町124番地 		恵庭市社会福祉協議会内		http://www.eniwa-syakyo.or.jp/undertaking/guardianships.html

		北広島市 キタヒロシマシ		北広島市成年後見センター		011-378-4285		061-1133		北広島市栄町1丁目５-２　北広島エルフィンビル2階　		北広島市社会福祉協議会内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=34&m=1808

		石狩市 イシカリシ		成年後見センター			0133-72-2941		061-3216		石狩市花川北6条1丁目41-1　		石狩市総合保健福祉センター「りんくる」		http://ishikari-shakyo.org/

		小樽市 オタルシ		小樽・北しりべし成年後見センター		0134-33-7760		047-0033 		小樽市稲穂２-２２-１　小樽経済センタービル１F				http://www.otaru-shakyo.jp/tutelage/

		積丹町 シャコタンチョウ

		古平町 フルビラ マチ

		仁木町 ニキ マチ

		余市町 ヨイチ マチ

		赤井川村 アカイガワムラ

		ニセコ町 チョウ		ニセコ町生活サポートセンター チョウ セイカツ		0136-44-2234		048-1501		北海道虻田郡ニセコ町字富士見95番地 チョウ ジ フジミ バンチ		ニセコ町民センター内 チョウ ミン ナイ		https//www.protech-web.co.jp/homepage/niseko-s/guide.html

		倶知安町 クッチャンチョウ		倶知安町生活サポートセンター クッチャンチョウ セイカツ				044-0003		北海道虻田郡倶知安町北3条東4丁目　		保健福祉会館内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/kutchan-syakyo/index.html

		苫小牧市 トマコマイシ		苫小牧市成年後見支援センター		0144-32-7111		053-0021		苫小牧市若草町３丁目３番８号　		苫小牧市民活動センター１階		http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/soudan/soudan4.shtml

		室蘭市 ムロランシ		室蘭成年後見支援センター		0143-83-5062		050-0083		室蘭市東町２丁目３番３号　ハートセンタービル				http://www.muroranshakyo.jp/torikumi-09.htm

		登別市 ノボリベツシ

		豊浦町 トヨウラ マチ

		壮瞥町

		洞爺湖町

		伊達市 ダテシ		伊達市成年後見支援センター ダテシ セイネン コウケン シエン		0142-22-4141		052-0024		伊達市鹿島町20-1 ダテシ カシマチョウ				http://www.date-shakyo.or.jp/seinen/

		日高町 ヒダカ チョウ				01456-2-5131		059-2192		北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1 ヒダカチョウ モンベツ ホンマチ バンチ				http://town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/houkatsu/sien-seinen.html

		平取町				01457-4-2267		055-0107		北海道沙流郡平取町本町88番地１　				http://www.birasha.com/

		新ひだか町		新ひだか町総合生活支援センターきぃがる シン チョウ ソウゴウ セイカツ シエン		 0146-43-3121		056-0019		北海道日高郡新ひだか町静内青柳町２丁目３−１				https://shinhidaka-shakyo.or.jp/index.php

		七飯町				0138-66-2488		041-1192		北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 ホッカイドウ カメダグン ナナエ マチ ホンチョウ チョウメ バン ゴウ		民生部福祉課地域包括支援係 ミンセイ ブ フクシ カ チイキ ホウカツ シエン カカリ		https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000290.html

		江差町		江差町成年後見支援センター エサシチョウ セイネンコウケンシエン		0139-52-2441		043-0032		 北海道 檜山郡江差町字新栄町264-2 		江差町老人福祉センター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=48

		名寄市		名寄市成年後見センター セイネンコウケン		01654-3-9862		096-0011		名寄市西1条南12丁目  ナヨロシ ニシ ジョウ ミナミ チョウメ		名寄市総合福祉センター内		http://www.nayoro-shakyo.jp/seinenkoken/

		富良野市		富良野市権利擁護センターいちい		0167-39-2215		076-0057		北海道富良野市住吉町1-28				https://furanosyakyo.or.jp/publics/index/45/

		南富良野町		生活サポートセンター		0167-39-7711		079-2403		北海道空知郡南富良野町字幾寅708番地　		保健福祉センターみなくる内		http://www.nanpu-shakyo.jp/lifesupport/

		留萌市		留萌市権利擁護支援センター ケンリヨウゴ シエン		0164-42-5530		077－0023		留萌市五十嵐町１丁目１－10　		保健福祉センター「はーとふる」２階		https://www.e-rumoi.jp/content/000009890.pdf

		羽幌町		羽幌町生活支援相談センター		0164-69-2311		078-4107		北海道苫前郡羽幌町南７条３丁目１番地		羽幌町勤労青少年ホーム内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/haboroshakyo/project.html

		天塩町 テシオチョウ				01632-2-3201		098-3312		天塩郡天塩町字川口5699番地1		天塩町保健ふれあいｾﾝﾀｰ内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/teshio/index.html

		猿払村		猿払村成年後見支援センター		01635-2-3685		098-6234		宗谷郡猿払村鬼志別北町２８番地　		猿払村保健福祉総合センター		https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/photo/detail/552.html 
https://nayoro.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1849&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

		中頓別町		なかとんべつサポートセンター		01634-6-1717		098-5551		北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175 ホッカイドウ エダ サチ グン ナカトンベツ マチ ジ ナカトンベツ

		豊富町		豊富町あんしんサポートセンター未來		0162-82-1131		098-4111		北海道天塩郡豊富町字豊富西１条８丁目				http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/201704131492042284k.pdf

		幌延町		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		01632-5-2090		098-3223		天塩郡幌延田I字幌延 102番地 1		幌延町保健センター内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/horonobe/link.html

		北見市		北見市成年後見支援センター キタミシ セイネン コウケン シエン		0157-61-8182		090-0065		北見市寿町3丁目4番1号　 キタミシ コトブキマチ チョウメ バン ゴウ		北見市総合福祉会館内		http://kitami-shakyo.jp/?page_id=1058

		網走市		生活サポートセンター“らいと”		0152-67-7095		093-0061		網走市北１１条東１丁目１０番地　		網走市総合福祉センター内		http://www.a-shakyo.jp/seikathufukushishikin.html

		紋別市		紋別市成年後見センター		0158-23-2350		094-0005		紋別市幸町７丁目１番１０号 		総合福祉センター　はーとぴあ２１内		https://mombetsu.jp/soshiki/hoken/kaigo/news/2020-0720-1458-106.html

		美幌町		美幌町成年後見支援センター		0152-72-1165		092-8650		網走郡美幌町字東３条北２丁目１番地　		しゃきっとプラザ２階		http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015111700013/

		津別町		津別町あんしん生活サポートセンター ツベツ マチ セイカツ		0152-77-6211		092-0235		網走郡津別町字幸町27番地2 ツベツ マチ アザ サイワイマチ バンチ				https://www.protech-web.co.jp/homepage/tsubetsu/guide.html#%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%A8

		大空町 オオゾラチョウ		大空町成年後見支援センター オオゾラチョウ セイネン コウケン シエン		0152-75-6021		099-2324		網走郡大空町女満別西1条3丁目2番5号 アバシリグン オオゾラチョウ メマンベツ ニシ ジョウ チョウメ バン ゴウ		大空町地域福祉センター内 オオゾラチョウ チイキ フクシ ナイ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=137

		上士幌町		上士幌町権利擁護センター		01564-7-7003		080-1408		河東郡上士幌町字上士幌3線237番地 カワ ヒガシ グン		生涯学習センター2階		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=154&m=2396#1

		清水町		清水町権利擁護支援センター シミズチョウ ケンリヨウゴシエン		0156-69-2200		089-0138		北海道上川郡清水町南2条7丁目1番地 ホッカイドウ カミカワグン シミズ マチ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ		清水町老人福祉センター内 シミズ マチ ロウジン フクシ ナイ		https://shimizu432tokati.web.fc2.com/

		芽室町		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0155-62-1616		082-0012		北海道河西郡芽室町東２条２丁目１５番地１		ふれあい交流館内		https://www.memuro-syakyo.jp/consultation

		更別村		さらべつ成年後見センター セイネン コウケン		0155-53-3500		089-1531		河西郡更別村 字更別190番地1　		更別村老人保健福祉センター		http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/202008121597214708k.pdf

		広尾町		広尾町成年後見あんしんセンター		01558-2-4110		089-2622		広尾郡広尾町 公園通南4丁目　		デイサービスセンター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=162&m=1794

		幕別町		幕別町成年後見サポートセンター「まくさぽ」		0155-55-3800		089-0611		北海道中川郡幕別町新町122番地の1				http://maku294.jp/makusapo/

		池田町		地域あんしんセンターいけだ チイキ		015-579-2222		083-0023		北海道中川郡池田町字西3条6丁目14-1		池田町ふれあいセンター内		http://www10.plala.or.jp/i_shakyo/shakyo_gaiyo_1.htm

		本別町		あんしんサポートセンター		0156-22-8320		089-3325		北海道中川郡本別町西美里別６番地１５		本別町総合ケアセンター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=166&m=787

		陸別町		りくべつ生活安心センター「ささエール」		0156-27-2760		089-4312		足寄郡陸別町字陸別東２条３丁目２番地 		保健センター内		https://www.rikubetsu.jp/topics/1110/

		釧路市		釧路市権利擁護成年後見センター		0154-24-1201		085-0011		釧路市旭町12番3号　 クシロシ アサヒマチ バン ゴウ		釧路市総合福祉センター3階		https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/shougaisha_f/shien/page00045.html

		釧路町		健康福祉部介護高齢課地域包括支援係		0154-40-5217		088-0628		北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1				http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30902/00005/130937150320.html

		厚岸町		あんしんサポートセンターあっけし		0153-68-9955		088-1115		厚岸郡厚岸町梅香２丁目１番地				http://akkeshishakyo.or.jp/publics/index/52/

		標茶町		標茶町安心サポートセンター「まもる」		015-485-2503		088-2312		北海道川上郡標茶町川上10丁目1番地		標茶町総合福祉センター内		http://shibecha-shakyo.jp/kenriyougo.html

		弟子屈町 テシカガチョウ				015-482-2191		088-3292		上川郡弟子屈町中央2丁目3番1号 カミカワグン テシカガチョウ チュウオウ チョウメ バン ゴウ				https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_fukushi_kosodate/kaigo_fukushi/2/1192.html

		白糠町		白糠町権利擁護センター		01547-2-2042		088-0333		白糠郡白糠町 東1条北1−1−9　		白糠町保健センター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=176

		別海町		べつかい安心サポートセンター アンシン		0153-75-2148		086-0203		別海町別海西本町36番地 ベツ ウミ マチ ベツ ウミ ニシ ホン マチ バンチ				http://shakyo-betsukai.com/

		中標津町		中標津町社協成年後見・権利擁護センター		0153-79-1231		086-1110		標津郡中標津町西10条南9丁目1番地4		中標津町総合福祉センター内		http://www.plat.or.jp/cgi/blog/blog.cgi?n=1111&mode=disp&category=03&writer=admin
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●青森県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

風間浦村 地域包括支援センター 0175-35-3111 039-4502
青森県下北郡風間浦村易国間字大川目１
１番地２

https://www.kazamaura.jp/villager/%e5%81%a5%e5%ba
%b7%e3%83%bb%e7%a6%8f%e7%a5%89/%e5%9c%b0%e
5%9f%9f%e5%8c%85%e6%8b%ac%e6%94%af%e6%8f%b4
%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

広尾町 広尾町成年後見あんしんセンター 01558-2-4110 089-2622 広尾郡広尾町 公園通南4丁目 デイサービスセンター内
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=162&
m=1794

幕別町
幕別町成年後見サポートセンター
「まくさぽ」

0155-55-3800 089-0611 北海道中川郡幕別町新町122番地の1 http://maku294.jp/makusapo/

池田町 地域あんしんセンターいけだ 015-579-2222 083-0023 北海道中川郡池田町字西3条6丁目14-1 池田町ふれあいセンター内 http://www10.plala.or.jp/i_shakyo/shakyo_gaiyo_1.htm

本別町 あんしんサポートセンター 0156-22-8320 089-3325 北海道中川郡本別町西美里別６番地１５ 本別町総合ケアセンター内
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=166&
m=787

陸別町
りくべつ生活安心センター「ささ
エール」

0156-27-2760 089-4312 足寄郡陸別町字陸別東２条３丁目２番地 保健センター内 https://www.rikubetsu.jp/topics/1110/

釧路市 釧路市権利擁護成年後見センター 0154-24-1201 085-0011 釧路市旭町12番3号
釧路市総合福祉センター3
階

https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/shougais
ha_f/shien/page00045.html

釧路町
健康福祉部介護高齢課地域包括支援
係

0154-40-5217 088-0628
北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番
地1

http://www.town.kushiro.lg.jp/living-
guide/30902/00005/130937150320.html

厚岸町 あんしんサポートセンターあっけし 0153-68-9955 088-1115 厚岸郡厚岸町梅香２丁目１番地 http://akkeshishakyo.or.jp/publics/index/52/

標茶町
標茶町安心サポートセンター「まも
る」

015-485-2503 088-2312 北海道川上郡標茶町川上10丁目1番地 標茶町総合福祉センター内 http://shibecha-shakyo.jp/kenriyougo.html

弟子屈町 015-482-2191 088-3292 上川郡弟子屈町中央2丁目3番1号
https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_
fukushi_kosodate/kaigo_fukushi/2/1192.html

白糠町 白糠町権利擁護センター 01547-2-2042 088-0333 白糠郡白糠町 東1条北1−1−9 白糠町保健センター内 https://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=176
別海町 べつかい安心サポートセンター 0153-75-2148 086-0203 別海町別海西本町36番地 http://shakyo-betsukai.com/

中標津町
中標津町社協成年後見・権利擁護セ
ンター

0153-79-1231 086-1110 標津郡中標津町西10条南9丁目1番地4
中標津町総合福祉センター
内

http://www.plat.or.jp/cgi/blog/blog.cgi?n=1111&mode=
disp&category=03&writer=admin
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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

		風間浦村		地域包括支援センター		0175-35-3111		039-4502		青森県下北郡風間浦村易国間字大川目１１番地２				https://www.kazamaura.jp/villager/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%83%bb%e7%a6%8f%e7%a5%89/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%8c%85%e6%8b%ac%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/


















































































































































































































































































































































































































































































































































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

		岩見沢市 イワミザワシ		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0126-35-5210		068-0031		岩見沢市11条西3丁目1番地9		岩見沢広域総合福祉センター内		http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/support

		美唄市 ビバイ シ		美唄市成年後見支援センター		0126-62-0770		072-0026		美唄市西3条南3丁目6-2　		総合福祉センターぽぷら内		http://www.bibai.com/shakyo/sab_54.htm

		滝川市 タキガワ シ		生活あんしんサポートセンター		0125-22-2397		073-0032		北海道滝川市明神町1丁目3番1号		ＮＴＴ東日本滝川ビル1階 		http://www.takikawa-shakyo.or.jp/publics/index/44/

		砂川市 スナガワシ		成年後見支援センター		0125-52-2588		073-0167		砂川市西7条北4丁目1番1号		砂川総合福祉センター（社会福祉協議会内）		http://sunagawa-shakyo.jp/service1.html#seinenkouken

		長沼町 ナガヌママチ		長沼町地域包括支援センター				069-1315		北海道夕張郡長沼町南町2-3-1

		沼田町 ヌマタ マチ		沼田町地域包括支援センター ヌマタ		0164-35-2111		078-2202		北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号 ホッカイドウ ウリュウグン ヌマタチョウ ミナミ ジョウ チョウメ バン ゴウ				https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s300000012ck.html

		札幌市 サッポロシ		高齢者・障がい者生活あんしん支援センター		011-632-7355		060-0042		札幌市中央区大通西19丁目1-1　		札幌市社会福祉総合センター3階		https://www.sapporo-shakyo.or.jp/consult/anshin/guardianship.html

		千歳市 チトセシ		千歳市成年後見支援センター チトセシ セイネン コウケン シエン		0123-27-2525		066-0042		千歳市東雲町1丁目11 チトセシ シノノメチョウ チョウメ				https//www.chitose-syakyo.or.jp/guardianship.html

		江別市 エベツシ		江別市成年後見支援センター		011-375-8988		069-0811		江別市錦町１４番地８７　		江別市総合社会福祉センター		http://www.ebetsu-shyakyo.jp/

		恵庭市 エニワシ		恵庭市成年後見支援センター		0123-33-9436		061-1446		恵庭市末広町124番地 		恵庭市社会福祉協議会内		http://www.eniwa-syakyo.or.jp/undertaking/guardianships.html

		北広島市 キタヒロシマシ		北広島市成年後見センター		011-378-4285		061-1133		北広島市栄町1丁目５-２　北広島エルフィンビル2階　		北広島市社会福祉協議会内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=34&m=1808

		石狩市 イシカリシ		成年後見センター			0133-72-2941		061-3216		石狩市花川北6条1丁目41-1　		石狩市総合保健福祉センター「りんくる」		http://ishikari-shakyo.org/

		小樽市 オタルシ		小樽・北しりべし成年後見センター		0134-33-7760		047-0033 		小樽市稲穂２-２２-１　小樽経済センタービル１F				http://www.otaru-shakyo.jp/tutelage/

		積丹町 シャコタンチョウ

		古平町 フルビラ マチ

		仁木町 ニキ マチ

		余市町 ヨイチ マチ

		赤井川村 アカイガワムラ

		ニセコ町 チョウ		ニセコ町生活サポートセンター チョウ セイカツ		0136-44-2234		048-1501		北海道虻田郡ニセコ町字富士見95番地 チョウ ジ フジミ バンチ		ニセコ町民センター内 チョウ ミン ナイ		https//www.protech-web.co.jp/homepage/niseko-s/guide.html

		倶知安町 クッチャンチョウ		倶知安町生活サポートセンター クッチャンチョウ セイカツ				044-0003		北海道虻田郡倶知安町北3条東4丁目　		保健福祉会館内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/kutchan-syakyo/index.html

		苫小牧市 トマコマイシ		苫小牧市成年後見支援センター		0144-32-7111		053-0021		苫小牧市若草町３丁目３番８号　		苫小牧市民活動センター１階		http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/soudan/soudan4.shtml

		室蘭市 ムロランシ		室蘭成年後見支援センター		0143-83-5062		050-0083		室蘭市東町２丁目３番３号　ハートセンタービル				http://www.muroranshakyo.jp/torikumi-09.htm

		登別市 ノボリベツシ

		豊浦町 トヨウラ マチ

		壮瞥町

		洞爺湖町

		伊達市 ダテシ		伊達市成年後見支援センター ダテシ セイネン コウケン シエン		0142-22-4141		052-0024		伊達市鹿島町20-1 ダテシ カシマチョウ				http://www.date-shakyo.or.jp/seinen/

		日高町 ヒダカ チョウ				01456-2-5131		059-2192		北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1 ヒダカチョウ モンベツ ホンマチ バンチ				http://town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/houkatsu/sien-seinen.html

		平取町				01457-4-2267		055-0107		北海道沙流郡平取町本町88番地１　				http://www.birasha.com/

		新ひだか町		新ひだか町総合生活支援センターきぃがる シン チョウ ソウゴウ セイカツ シエン		 0146-43-3121		056-0019		北海道日高郡新ひだか町静内青柳町２丁目３−１				https://shinhidaka-shakyo.or.jp/index.php

		七飯町				0138-66-2488		041-1192		北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 ホッカイドウ カメダグン ナナエ マチ ホンチョウ チョウメ バン ゴウ		民生部福祉課地域包括支援係 ミンセイ ブ フクシ カ チイキ ホウカツ シエン カカリ		https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000290.html

		江差町		江差町成年後見支援センター エサシチョウ セイネンコウケンシエン		0139-52-2441		043-0032		 北海道 檜山郡江差町字新栄町264-2 		江差町老人福祉センター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=48

		名寄市		名寄市成年後見センター セイネンコウケン		01654-3-9862		096-0011		名寄市西1条南12丁目  ナヨロシ ニシ ジョウ ミナミ チョウメ		名寄市総合福祉センター内		http://www.nayoro-shakyo.jp/seinenkoken/

		富良野市		富良野市権利擁護センターいちい		0167-39-2215		076-0057		北海道富良野市住吉町1-28				https://furanosyakyo.or.jp/publics/index/45/

		南富良野町		生活サポートセンター		0167-39-7711		079-2403		北海道空知郡南富良野町字幾寅708番地　		保健福祉センターみなくる内		http://www.nanpu-shakyo.jp/lifesupport/

		留萌市		留萌市権利擁護支援センター ケンリヨウゴ シエン		0164-42-5530		077－0023		留萌市五十嵐町１丁目１－10　		保健福祉センター「はーとふる」２階		https://www.e-rumoi.jp/content/000009890.pdf

		羽幌町		羽幌町生活支援相談センター		0164-69-2311		078-4107		北海道苫前郡羽幌町南７条３丁目１番地		羽幌町勤労青少年ホーム内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/haboroshakyo/project.html

		天塩町 テシオチョウ				01632-2-3201		098-3312		天塩郡天塩町字川口5699番地1		天塩町保健ふれあいｾﾝﾀｰ内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/teshio/index.html

		猿払村		猿払村成年後見支援センター		01635-2-3685		098-6234		宗谷郡猿払村鬼志別北町２８番地　		猿払村保健福祉総合センター		https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/photo/detail/552.html 
https://nayoro.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1849&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

		中頓別町		なかとんべつサポートセンター		01634-6-1717		098-5551		北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175 ホッカイドウ エダ サチ グン ナカトンベツ マチ ジ ナカトンベツ

		豊富町		豊富町あんしんサポートセンター未來		0162-82-1131		098-4111		北海道天塩郡豊富町字豊富西１条８丁目				http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/201704131492042284k.pdf

		幌延町		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		01632-5-2090		098-3223		天塩郡幌延田I字幌延 102番地 1		幌延町保健センター内		https://www.protech-web.co.jp/homepage/horonobe/link.html

		北見市		北見市成年後見支援センター キタミシ セイネン コウケン シエン		0157-61-8182		090-0065		北見市寿町3丁目4番1号　 キタミシ コトブキマチ チョウメ バン ゴウ		北見市総合福祉会館内		http://kitami-shakyo.jp/?page_id=1058

		網走市		生活サポートセンター“らいと”		0152-67-7095		093-0061		網走市北１１条東１丁目１０番地　		網走市総合福祉センター内		http://www.a-shakyo.jp/seikathufukushishikin.html

		紋別市		紋別市成年後見センター		0158-23-2350		094-0005		紋別市幸町７丁目１番１０号 		総合福祉センター　はーとぴあ２１内		https://mombetsu.jp/soshiki/hoken/kaigo/news/2020-0720-1458-106.html

		美幌町		美幌町成年後見支援センター		0152-72-1165		092-8650		網走郡美幌町字東３条北２丁目１番地　		しゃきっとプラザ２階		http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015111700013/

		津別町		津別町あんしん生活サポートセンター ツベツ マチ セイカツ		0152-77-6211		092-0235		網走郡津別町字幸町27番地2 ツベツ マチ アザ サイワイマチ バンチ				https://www.protech-web.co.jp/homepage/tsubetsu/guide.html#%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%A8

		大空町 オオゾラチョウ		大空町成年後見支援センター オオゾラチョウ セイネン コウケン シエン		0152-75-6021		099-2324		網走郡大空町女満別西1条3丁目2番5号 アバシリグン オオゾラチョウ メマンベツ ニシ ジョウ チョウメ バン ゴウ		大空町地域福祉センター内 オオゾラチョウ チイキ フクシ ナイ		https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=137

		上士幌町		上士幌町権利擁護センター		01564-7-7003		080-1408		河東郡上士幌町字上士幌3線237番地 カワ ヒガシ グン		生涯学習センター2階		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=154&m=2396#1

		清水町		清水町権利擁護支援センター シミズチョウ ケンリヨウゴシエン		0156-69-2200		089-0138		北海道上川郡清水町南2条7丁目1番地 ホッカイドウ カミカワグン シミズ マチ ミナミ ジョウ チョウメ バンチ		清水町老人福祉センター内 シミズ マチ ロウジン フクシ ナイ		https://shimizu432tokati.web.fc2.com/

		芽室町		成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0155-62-1616		082-0012		北海道河西郡芽室町東２条２丁目１５番地１		ふれあい交流館内		https://www.memuro-syakyo.jp/consultation

		更別村		さらべつ成年後見センター セイネン コウケン		0155-53-3500		089-1531		河西郡更別村 字更別190番地1　		更別村老人保健福祉センター		http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/202008121597214708k.pdf

		広尾町		広尾町成年後見あんしんセンター		01558-2-4110		089-2622		広尾郡広尾町 公園通南4丁目　		デイサービスセンター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=162&m=1794

		幕別町		幕別町成年後見サポートセンター「まくさぽ」		0155-55-3800		089-0611		北海道中川郡幕別町新町122番地の1				http://maku294.jp/makusapo/

		池田町		地域あんしんセンターいけだ チイキ		015-579-2222		083-0023		北海道中川郡池田町字西3条6丁目14-1		池田町ふれあいセンター内		http://www10.plala.or.jp/i_shakyo/shakyo_gaiyo_1.htm

		本別町		あんしんサポートセンター		0156-22-8320		089-3325		北海道中川郡本別町西美里別６番地１５		本別町総合ケアセンター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=166&m=787

		陸別町		りくべつ生活安心センター「ささエール」		0156-27-2760		089-4312		足寄郡陸別町字陸別東２条３丁目２番地 		保健センター内		https://www.rikubetsu.jp/topics/1110/

		釧路市		釧路市権利擁護成年後見センター		0154-24-1201		085-0011		釧路市旭町12番3号　 クシロシ アサヒマチ バン ゴウ		釧路市総合福祉センター3階		https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/shougaisha_f/shien/page00045.html

		釧路町		健康福祉部介護高齢課地域包括支援係		0154-40-5217		088-0628		北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1				http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30902/00005/130937150320.html

		厚岸町		あんしんサポートセンターあっけし		0153-68-9955		088-1115		厚岸郡厚岸町梅香２丁目１番地				http://akkeshishakyo.or.jp/publics/index/52/

		標茶町		標茶町安心サポートセンター「まもる」		015-485-2503		088-2312		北海道川上郡標茶町川上10丁目1番地		標茶町総合福祉センター内		http://shibecha-shakyo.jp/kenriyougo.html

		弟子屈町 テシカガチョウ				015-482-2191		088-3292		上川郡弟子屈町中央2丁目3番1号 カミカワグン テシカガチョウ チュウオウ チョウメ バン ゴウ				https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_fukushi_kosodate/kaigo_fukushi/2/1192.html

		白糠町		白糠町権利擁護センター		01547-2-2042		088-0333		白糠郡白糠町 東1条北1−1−9　		白糠町保健センター内		https://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=176

		別海町		べつかい安心サポートセンター アンシン		0153-75-2148		086-0203		別海町別海西本町36番地 ベツ ウミ マチ ベツ ウミ ニシ ホン マチ バンチ				http://shakyo-betsukai.com/

		中標津町		中標津町社協成年後見・権利擁護センター		0153-79-1231		086-1110		標津郡中標津町西10条南9丁目1番地4		中標津町総合福祉センター内		http://www.plat.or.jp/cgi/blog/blog.cgi?n=1111&mode=disp&category=03&writer=admin











































































































































































































































































































































































































































http://www.bibai.com/shakyo/sab_54.htmhttp://www.otaru-shakyo.jp/tutelage/https://www.protech-web.co.jp/homepage/kutchan-syakyo/index.htmlhttp://www.muroranshakyo.jp/torikumi-09.htmhttp://www.tomakomai-shakyo.or.jp/soudan/soudan4.shtmlhttps://shinhidaka-shakyo.or.jp/index.phphttps://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=48http://www.date-shakyo.or.jp/seinen/https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=137https://www.protech-web.co.jp/homepage/teshio/index.htmlhttp://www.birasha.com/http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/supporthttps://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_fukushi_kosodate/kaigo_fukushi/2/1192.htmlhttp://town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/houkatsu/sien-seinen.htmlhttp://www.takikawa-shakyo.or.jp/publics/index/44/http://sunagawa-shakyo.jp/service1.htmlhttps://www.sapporo-shakyo.or.jp/consult/anshin/guardianship.htmlhttp://www.ebetsu-shyakyo.jp/http://www.eniwa-syakyo.or.jp/undertaking/guardianships.htmlhttps://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=34&m=1808http://ishikari-shakyo.org/



●岩手県

●宮城県

●秋田県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
奥州市 権利擁護あんしんセンター 0197-25-7171 023-0851 奥州市水沢南町5-12　 奥州市総合福祉センター http://www.oshu-shakyo.jp/tayori/vol075/article05/

平泉町 平泉成年後見センター 0191-46-5658 029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 12−  
平泉町福祉活動センター
アピュイ内

http://www8.plala.or.jp/h-shakyo/kaiketu/index.html

久慈市
洋野町
野田村
普代村

http://www.kuji-shakyo.jp/magazine/no49/no49.pdf久慈地域成年後見支援センター 0194-53-3380 028-0014 岩手県久慈市旭町7-127-3

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

仙台市
仙台市権利擁護センター「まもりー
ぶ仙台」

022-217-1610 980-0022 仙台市青葉区五橋2-12-2　 仙台市福祉プラザ7階
http://www.shakyo-
sendai.or.jp/n/aboutus/institution/other/mamori-bu

富谷市 権利擁護センター 022-358-3981 981-3311 宮城県富谷市富谷西沢13番地 富谷市福祉健康センター内 http://tomiya-shakyo.or.jp
大河原町 0224-53-2111 989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19番地 https://www.town.ogawara.miyagi.jp/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

横手市 横手市成年後見支援センター 0182-35-2160 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
市民福祉部地域包括支援セ
ンター内

https://www.city.yokote.lg.jp/hokatsu/page000012.html

湯沢市 0183-73-2111 012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 http://www.city-yuzawa.jp/

鹿角市 権利擁護センター 0186-23-2165 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪86-2
http://kazunoshishakyo.or.jp/HP/seinenkouken_kouza.ht
ml

●山形県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
村山市 (福)村山市社会福祉協議会 0237-52-0321 995-0035 山形県村山市中央一丁目５−２４ http://mrymshakyo.org/


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

		奥州市		権利擁護あんしんセンター		0197-25-7171		023-0851 		奥州市水沢南町5-12　		奥州市総合福祉センター		http://www.oshu-shakyo.jp/tayori/vol075/article05/

		平泉町		平泉成年後見センター		0191-46-5658		029-4102		岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 12－6 		平泉町福祉活動センター アピュイ内		http://www8.plala.or.jp/h-shakyo/kaiketu/index.html

		久慈市		久慈地域成年後見支援センター クジ チイキ セイネンコウケンシエン		0194-53-3380		028-0014		岩手県久慈市旭町7-127-3				http://www.kuji-shakyo.jp/magazine/no49/no49.pdf

		洋野町

		野田村

		普代村








































































































































































































































































































































































































































































































































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

		仙台市		仙台市権利擁護センター「まもりーぶ仙台」		022-217-1610		980-0022		仙台市青葉区五橋2-12-2　		仙台市福祉プラザ7階		http://www.shakyo-sendai.or.jp/n/aboutus/institution/other/mamori-bu

		富谷市		権利擁護センター		022-358-3981		981-3311		宮城県富谷市富谷西沢13番地		富谷市福祉健康センター内		http://tomiya-shakyo.or.jp

		大河原町				0224-53-2111		989-1295		宮城県柴田郡大河原町字新南19番地 シバタグン オオガワラマチ ジ シン ミナミ バンチ				https://www.town.ogawara.miyagi.jp/































































































































































































































































































































































































































































































































http://www.shakyo-sendai.or.jp/n/aboutus/institution/other/mamori-buhttp://tomiya-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

		横手市		横手市成年後見支援センター		0182-35-2160		013-8601		秋田県横手市中央町8番2号		市民福祉部地域包括支援センター内		https://www.city.yokote.lg.jp/hokatsu/page000012.html

		湯沢市				0183-73-2111		012-8501		秋田県湯沢市佐竹町1番1号 アキタケン ユザワシ サタケマチ バン ゴウ				http://www.city-yuzawa.jp/

		鹿角市		権利擁護センター		0186-23-2165		018-5201		秋田県鹿角市花輪字下花輪86-2				http://kazunoshishakyo.or.jp/HP/seinenkouken_kouza.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

		村山市		村山市社会福祉協議会		0237-52-0321		995-0035		山形県村山市中央一丁目５－２４				http://mrymshakyo.org/



































































































































































































































































































































































































































































































































http://mrymshakyo.org/



●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

福島市 福島市権利擁護センター 024-533-3341 960-8002
福島市森合町 10-1 福島市保健福祉セン
ター２Ｆ

社会福祉協議会内 http://www.f-shishakyo.or.jp/publics/index/130/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
水戸市
笠間市

ひたちなか
市

那珂市
小美玉市
茨城町
大洗町
城里町
日立市 日立市成年後見サポートセンター 0294-37-1122 317-0076 茨城県日立市会瀬町4-9-13 福祉プラザ1階 https://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/kouken.html
土浦市 成年後見センターつちうら 029-821-1152 300-0036 土浦市大和町9-2　ウララ2ビル4階 http://www.doshakyo.or.jp/skc_tsuchiura_01.html

古河市 成年後見サポートセンターこが 0280-48-0994 306-0044 古河市 新久田271-1 福祉の森会館内
http://www.koga-syakyo.com/work-shinpai-
nayami5.htm

つくば市 つくば成年後見センター 029-879-5511 300-3257 つくば市筑穂1丁目10番地4
大穂庁舎1階（生活支援室
あんしん生活支援係内）

http://www.tsukuba-swc.or.jp/page/page000031.html

稲敷市 稲敷市成年後見サポートセンター 029-892-5711 300-0504 稲敷市江戸崎甲1992 江戸崎福祉センター内 http://www.inashiki-shakyo.or.jp/index.php?code=143
神栖市 福祉後見サポートセンターかみす 0299-93-0294 314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 神栖市保健・福祉会館内 http://www.kamisushakyo.com/2016/10/post_2357.html

東海村 029-282-2804 319-1112 那珂郡東海村村松2005番地
東海村総合福祉センター
「絆」内

http://www.t-shakyo.or.jp/05riyou/seinenkouken.html

http://www.mito-syakyo.or.jp/soudan/kouken.html権利擁護サポートセンター 029-309-5001 311-4141 水戸市赤塚１丁目１番地
水戸市福祉ボランティア会
館内


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

		福島市		福島市権利擁護センター		024-533-3341		960-8002		福島市森合町 10-1 福島市保健福祉センター２Ｆ  フクシマ シ モリアイチョウ		社会福祉協議会内		http://www.f-shishakyo.or.jp/publics/index/130/






































































































































































































































































































































































































































































































































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

		水戸市		権利擁護サポートセンター		029-309-5001		311-4141		水戸市赤塚１丁目１番地		水戸市福祉ボランティア会館内		http://www.mito-syakyo.or.jp/soudan/kouken.html

		笠間市

		ひたちなか市

		那珂市

		小美玉市

		茨城町

		大洗町

		城里町

		日立市		日立市成年後見サポートセンター		0294-37-1122		317-0076		茨城県日立市会瀬町4-9-13  		福祉プラザ1階		https://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/kouken.html

		土浦市		成年後見センターつちうら		029-821-1152		300-0036		土浦市大和町9-2　ウララ2ビル4階				http://www.doshakyo.or.jp/skc_tsuchiura_01.html

		古河市		成年後見サポートセンターこが		0280-48-0994		306-0044		古河市 新久田271-1 		福祉の森会館内		http://www.koga-syakyo.com/work-shinpai-nayami5.htm

		取手市		取手市成年後見サポートセンター		0297-72-0603		302-0021		取手市寺田5144-3 		福祉交流センター1階		http://www.toride-shakyo.or.jp/page/page000160.html

		牛久市 ウシクシ		牛久市成年後見サポートセンター ウシクシ セイネン コウケン		029-871-1295		300-1292		牛久市中央3-15-1 ウシクシ チュウオウ		牛久市役所第1分庁舎内 ウシクシヤクショ ダイ ブンチョウシャ ナイ		http://www.ushikushakyo.jp//jigyo_23.html

		つくば市		つくば成年後見センター		029-879-5511		300-3257		つくば市筑穂1丁目10番地4		大穂庁舎1階（生活支援室　あんしん生活支援係内）		http://www.tsukuba-swc.or.jp/page/page000031.html

		稲敷市		稲敷市成年後見サポートセンター		029-892-5711		300-0504		稲敷市江戸崎甲1992 イナシキシ エドザキ コウ		江戸崎福祉センター内 エドサキ フクシ ナイ		http://www.inashiki-shakyo.or.jp/index.php?code=143

		神栖市		福祉後見サポートセンターかみす		0299-93-0294		314-0121		茨城県神栖市溝口1746-1		神栖市保健・福祉会館内		http://www.kamisushakyo.com/2016/10/post_2357.html

		東海村				029-282-2804		319-1112		那珂郡東海村村松2005番地		東海村総合福祉センター「絆」内		http://www.t-shakyo.or.jp/05riyou/seinenkouken.html







































































































































































































































































































































































































































































































●栃木県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

宇都宮市
とちぎ権利擁護センター「あすてら
す・うつのみや」

028-635-1234 320-0806 宇都宮市中央1丁目1番15号
宇都宮市総合福祉センター
5階

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/shakaifuk
ushihoujin/kyougikai/1007014.html

鹿沼市
とちぎ権利擁護センター（あすてら
す）

0289-65-5191 322-0043 鹿沼市万町931-1
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0150/info-
0000003012-0.html

小山市 「あすてらす おやま」 0285-22-5353 323-0827 栃木県小山市神鳥谷931番地3
小山市役所　神鳥谷庁舎1
階 小山市社会福祉協議会
地域福祉係

http://oyama-syakyo.or.jp/service/asuterasu/

高根沢町 高根沢西地域包括支援センター 028-680-3503 329-1233
栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺2240
番地1

フローラりんくる内 http://kouseikai-flora.or.jp/publics/index/24/

●群馬県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
高崎市 市民後見プラザぐんま 080-9265-0763 370-3511 群馬県高崎市金古町1221番地 http://npo-shiminkouken.jp/
太田市 おおた成年後見支援センター 0276-46-6208 373-0817 群馬県太田市飯塚町１５４９ 太田市福祉会館1階 https://otashakyo.jp/business/otaseinenkouken/
館林市 たてばやし後見支援センター 0276-75-7111 374-0043 館林市苗木町２４５２−１ http://tshakyo.ec-net.jp/H30.03kouken.pdf

●埼玉県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
さいたま市 高齢・障害者権利擁護センター 048-835-5280 338-0003 さいたま市中央区本町東4-4-3(2階） http://www.saitamashi-shakyo.jp/office.php#oo4

川越市 権利擁護センター 049-225-5703 350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地2
川越市総合福祉センター
「オアシス」内

http://www.kawagoeshi-shakyo-or.jp

熊谷市 熊谷市成年後見センター 048-521-2735 360-0042 熊谷市本町1丁目９番地１
熊谷市立コミュニティセン
ター内

http://www.kumagaya-
shakyo.jp/service/koukennincenter.html

川口市 川口市成年後見センター 048-240-0410 332-0031 川口市青木3丁目17番11号
川口市役所青木３丁目分室
内１階

http://www.kawaguchisyakyo.jp/jigyo/seinenkouken.htm
l

所沢市 相談支援課 04-2929-1711 359-1112 所沢市泉町1861−1
所沢市こどもと福祉の未来
館1階 福祉の相談窓口

http://www.toko-shakyo.or.jp/katsudou/kouken.html

飯能市 042-973-0022 357-0021 飯能市大字双柳371番地13 飯能市総合福祉センター内 http://hannosyakyo.or.jp/05anshin/anshin.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

		宇都宮市		とちぎ権利擁護センター「あすてらす・うつのみや」		028-635-1234		320-0806		宇都宮市中央1丁目1番15号　		宇都宮市総合福祉センター5階		https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/shakaifukushihoujin/kyougikai/1007014.html

		鹿沼市		とちぎ権利擁護センター（あすてらす）		0289-65-5191		322-0043		鹿沼市万町931-1				https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0150/info-0000003012-0.html

		小山市		「あすてらす おやま」		0285-22-5353		323-0827 		栃木県小山市神鳥谷931番地3　		小山市役所　神鳥谷庁舎1階 小山市社会福祉協議会　地域福祉係		http://oyama-syakyo.or.jp/service/asuterasu/

		高根沢町		高根沢西地域包括支援センター		028-680-3503		329-1233		栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺2240番地1		フローラりんくる内		http://kouseikai-flora.or.jp/publics/index/24/
































































































































































































































































































































































































































































































































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

		高崎市		市民後見プラザぐんま		080-9265-0763		370-3511		群馬県高崎市金古町1221番地				http://npo-shiminkouken.jp/

		太田市		おおた成年後見支援センター		0276-46-6208		373-0817		群馬県太田市飯塚町１５４９ 		太田市福祉会館1階		https://otashakyo.jp/business/otaseinenkouken/

		館林市		たてばやし後見支援センター		0276-75-7111		374-0043		館林市苗木町２４５２－１				http://tshakyo.ec-net.jp/H30.03kouken.pdf


































































































































































































































































































































































































































































































































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

		さいたま市		高齢・障害者権利擁護センター		048-835-5280		338-0003		さいたま市中央区本町東4-4-3(2階）				http://www.saitamashi-shakyo.jp/office.php#oo4

		川越市 カワゴエシ		権利擁護センター		049-225-5703		350-0036		川越市小仙波町2丁目50番地2 カワゴエシ コ センバチョウ チョウメ バンチ		川越市総合福祉センター「オアシス」内 カワゴエシ ソウゴウ フクシ ナイ		http://www.kawagoeshi-shakyo-or.jp

		熊谷市		熊谷市成年後見センター		048-521-2735		360-0042		熊谷市本町1丁目９番地１　		熊谷市立コミュニティセンター内		http://www.kumagaya-shakyo.jp/service/koukennincenter.html

		川口市		川口市成年後見センター		048-240-0410		332-0031		川口市青木3丁目17番11号		川口市役所青木３丁目分室内１階		http://www.kawaguchisyakyo.jp/jigyo/seinenkouken.html

		所沢市		相談支援課		04-2929-1711		359-1112		所沢市泉町1861－1		所沢市こどもと福祉の未来館1階 福祉の相談窓口		http://www.toko-shakyo.or.jp/katsudou/kouken.html

		飯能市				042-973-0022		357-0021		飯能市大字双柳371番地13　		飯能市総合福祉センター内		http://hannosyakyo.or.jp/05anshin/anshin.html

		東松山市		東松山市成年後見センター		0493-59-5670		355-0014		埼玉県東松山市松本町1-7-8		市民福祉センター内 シミン フクシ ナイ		http://www.smile-shakyo.jp/enterprise/other/detail.php?eid=00010

		狭山市		さやま成年後見センター		04-2956-7665		350-1306		狭山市富士見１丁目１番１１号		狭山市社会福祉協議会狭山市駅東口事務所内		http://www.sayama-shakyou.or.jp/welfare/guardian/index.html

		草加市		そうか成年後見サポートセンター		048-932-6788		340-0013		草加市松江1-1-32				http://www.soka-shakyo.jp/soudan/soudan_supportcenter.html

		越谷市		成年後見センターこしがや		048-966-2281		343-0813		越谷市越ヶ谷四丁目1番1号		越谷市中央市民会館1階		http://www.koshigaya-syakyo.com/facility/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%93%E3%81%97%E3%81%8C%E3%82%84/

		入間市		地域福祉推進課		04-2963-1014		358-0003		入間市豊岡4丁目2番2号		入間市市民活動センター内 イルマシ シミン カツドウ ナイ		https://iruma-shakyo.or.jp/?page_id=17557

		富士見市		成年後見センター☆ふじみ		049-254-0747		354-0021		富士見市大字鶴馬1932-7 		市民福祉活動センター「ぱれっと」内		http://www.fujimi-shakyo.or.jp/katsudou/page.php?eid=00034

		三郷市		三郷市権利擁護センター		048-953-4191		341-0041		三郷市花和田638-1 		三郷市健康福祉会館5階		http://www.misato-syakyo.or.jp/top/kenriyougo.html

		鶴ヶ島市		権利擁護支援センター		049-271-6011		350-2217		鶴ヶ島市三ツ木16-1		鶴ヶ島市役所６Ｆ		http://park16.wakwak.com/~tsurubora/dayori/text126.htm

		長瀞町		地域包括支援センター		0494-66-3111
（内線 133）		369-1392		秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1				http://www.town.nagatoro.saitama.jp/fukushi/chihokatsu/

		寄居町		寄居町成年後見支援センター		048-581-8523		369-1221		大里郡寄居町大字保田原３０１番地				https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/08/seinenkoukensiensenta.html





































































































































































































































































































































































































































































































http://www.kawagoeshi-shakyo-or.jp/



●千葉県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
船橋市 船橋市障害者後見支援センター 047-407-4441 273-0005 船橋市本町６−３−１６−６０２ レックスマンション https://pacg.jp/inpage/fkouken/

柏市 かしわ福祉権利擁護センター 04-7163-7676 277-0005 柏市柏５−１１−８
介護予防センターいきいき
プラザ

http://kashiwa-shakyo.com/publics/index/121/

銚子市
旭市

匝瑳市
http://tousou-kenriyougo.news.coocan.jp/index.html090-7288-9270 289-2503 旭市江ヶ崎４４１

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

東松山市 東松山市成年後見センター 0493-59-5670 355-0014 埼玉県東松山市松本町1-7-8 市民福祉センター内
http://www.smile-
shakyo.jp/enterprise/other/detail.php?eid=00010

狭山市 さやま成年後見センター 04-2956-7665 350-1306 狭山市富士見１丁目１番１１号
狭山市社会福祉協議会狭山
市駅東口事務所内

http://www.sayama-
shakyou.or.jp/welfare/guardian/index.html

草加市 そうか成年後見サポートセンター 048-932-6788 340-0013 草加市松江1-1-32
http://www.soka-
shakyo.jp/soudan/soudan_supportcenter.html

越谷市 成年後見センターこしがや 048-966-2281 343-0813 越谷市越ヶ谷四丁目1番1号 越谷市中央市民会館1階
http://www.koshigaya-syakyo.com/facility/成年後見セン
ターこしがや/

入間市 地域福祉推進課 04-2963-1014 358-0003 入間市豊岡4丁目2番2号 入間市市民活動センター内 https://iruma-shakyo.or.jp/?page_id=17557

富士見市 成年後見センター☆ふじみ 049-254-0747 354-0021 富士見市大字鶴馬1932-7
市民福祉活動センター「ぱ
れっと」内

http://www.fujimi-
shakyo.or.jp/katsudou/page.php?eid=00034

三郷市 三郷市権利擁護センター 048-953-4191 341-0041 三郷市花和田638-1 三郷市健康福祉会館5階 http://www.misato-syakyo.or.jp/top/kenriyougo.html

鶴ヶ島市 権利擁護支援センター 049-271-6011 350-2217 鶴ヶ島市三ツ木16-1 鶴ヶ島市役所６Ｆ
http://park16.wakwak.com/~tsurubora/dayori/text126.h
tm

長瀞町 地域包括支援センター
0494-66-3111
（内線 133）

369-1392 秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1
http://www.town.nagatoro.saitama.jp/fukushi/chihokats
u/

寄居町 寄居町成年後見支援センター 048-581-8523 369-1221 大里郡寄居町大字保田原３０１番地
https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/08/seinenkou
kensiensenta.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

		船橋市 フナバシシ		船橋市障害者後見支援センター フナバシシ ショウガイシャ コウケン シエン		047-407-4441		273-0005		船橋市本町６－３－１６－６０２ フナバシシ ホンチョウ		レックスマンション		https://pacg.jp/inpage/fkouken/

		柏市		かしわ福祉権利擁護センター		04-7163-7676		277-0005		柏市柏５－１１－８		介護予防センターいきいきプラザ		http://kashiwa-shakyo.com/publics/index/121/

		銚子市				090-7288-9270		289-2503		旭市江ヶ崎４４１				http://tousou-kenriyougo.news.coocan.jp/index.html

		旭市

		匝瑳市

		市川市		てるぼサポート		047-320-4001		272-0026		市川市東大和田１－２－１０		分庁舎Ｃ棟内 ブンチョウシャ トウ ナイ		http://www.fukusi.jp/20800.html

		野田市		野田市成年後見支援センター		04-7124-3939		278-0003		野田市鶴奉５－１ ノダシ ツルホウ				http://nodasyakyo.or.jp/koukenshien_center.html

		茂原市 モバラシ		もばら後見支援センター コウケン シエン		0475-23-4333		297-0022		茂原市町保１３－２０ モバラシ マチボ タモ		茂原市総合市民センター モバラシ ソウゴウ シミン		http://www.mobara-shakyo.or,jp/shisetsu09.html

		習志野市		習志野市成年後見センター		047-452-4161		275-0025		習志野市秋津３－４－１		総合福祉センター２階		http://www.nashakyo.jp/00_enjojigyo.html

		八千代市		後見支援センター		047-483-3021		276-0046		八千代市大和田新田３１２－５				http://www.fukushi.yachiyo.chiba.jp/concept.html

		我孫子市		あびこ後見支援センター		04-7184-1539		270-1166		我孫子市我孫子１８６１				http://www.abiko-shakyo.com/fukushi_service_01.php

		君津市		きみつ成年後見支援センター		0439-55-0454		299-1152		君津市久保３－１－１		君津市保健福祉センター「ふれあい館」３階		http://www.kimitsu-shakyo.or.jp/activity/activity2/#act_3

		富津市				0439-87-9611		293-0006		富津市下飯野２４４３				http://www.futtsushakyo.jp/0604.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

		さいたま市		高齢・障害者権利擁護センター		048-835-5280		338-0003		さいたま市中央区本町東4-4-3(2階）				http://www.saitamashi-shakyo.jp/office.php#oo4

		川越市 カワゴエシ		権利擁護センター		049-225-5703		350-0036		川越市小仙波町2丁目50番地2 カワゴエシ コ センバチョウ チョウメ バンチ		川越市総合福祉センター「オアシス」内 カワゴエシ ソウゴウ フクシ ナイ		http://www.kawagoeshi-shakyo-or.jp

		熊谷市		熊谷市成年後見センター		048-521-2735		360-0042		熊谷市本町1丁目９番地１　		熊谷市立コミュニティセンター内		http://www.kumagaya-shakyo.jp/service/koukennincenter.html

		川口市		川口市成年後見センター		048-240-0410		332-0031		川口市青木3丁目17番11号		川口市役所青木３丁目分室内１階		http://www.kawaguchisyakyo.jp/jigyo/seinenkouken.html

		所沢市		相談支援課		04-2929-1711		359-1112		所沢市泉町1861－1		所沢市こどもと福祉の未来館1階 福祉の相談窓口		http://www.toko-shakyo.or.jp/katsudou/kouken.html

		飯能市				042-973-0022		357-0021		飯能市大字双柳371番地13　		飯能市総合福祉センター内		http://hannosyakyo.or.jp/05anshin/anshin.html

		東松山市		東松山市成年後見センター		0493-59-5670		355-0014		埼玉県東松山市松本町1-7-8		市民福祉センター内 シミン フクシ ナイ		http://www.smile-shakyo.jp/enterprise/other/detail.php?eid=00010

		狭山市		さやま成年後見センター		04-2956-7665		350-1306		狭山市富士見１丁目１番１１号		狭山市社会福祉協議会狭山市駅東口事務所内		http://www.sayama-shakyou.or.jp/welfare/guardian/index.html

		草加市		そうか成年後見サポートセンター		048-932-6788		340-0013		草加市松江1-1-32				http://www.soka-shakyo.jp/soudan/soudan_supportcenter.html

		越谷市		成年後見センターこしがや		048-966-2281		343-0813		越谷市越ヶ谷四丁目1番1号		越谷市中央市民会館1階		http://www.koshigaya-syakyo.com/facility/成年後見センターこしがや/

		入間市		地域福祉推進課		04-2963-1014		358-0003		入間市豊岡4丁目2番2号		入間市市民活動センター内 イルマシ シミン カツドウ ナイ		https://iruma-shakyo.or.jp/?page_id=17557

		富士見市		成年後見センター☆ふじみ		049-254-0747		354-0021		富士見市大字鶴馬1932-7 		市民福祉活動センター「ぱれっと」内		http://www.fujimi-shakyo.or.jp/katsudou/page.php?eid=00034

		三郷市		三郷市権利擁護センター		048-953-4191		341-0041		三郷市花和田638-1 		三郷市健康福祉会館5階		http://www.misato-syakyo.or.jp/top/kenriyougo.html

		鶴ヶ島市		権利擁護支援センター		049-271-6011		350-2217		鶴ヶ島市三ツ木16-1		鶴ヶ島市役所６Ｆ		http://park16.wakwak.com/~tsurubora/dayori/text126.htm

		長瀞町		地域包括支援センター		0494-66-3111
（内線 133）		369-1392		秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1				http://www.town.nagatoro.saitama.jp/fukushi/chihokatsu/

		寄居町		寄居町成年後見支援センター		048-581-8523		369-1221		大里郡寄居町大字保田原３０１番地				https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/08/seinenkoukensiensenta.html





































































































































































































































































































































































































































































































http://www.kawagoeshi-shakyo-or.jp/



●東京都

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
千代田区 ちよだ成年後見センター 03-6265-6521 102-0074 千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階 https://www.chiyoda-cosw.or.jp/facility/seinenn/

中央区
成年後見支援センター「すてっぷ中
央」

03-3206-0567 104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-5
https://www.shakyo-chuo-
city.jp/jigyo/senior/stepchuo.html

新宿区 新宿区成年後見センター 03-5273-4522 169-0075 新宿区高田馬場1-17-20
http://www.shinjuku-
shakyo.jp/business/centernogoannnai/

文京区
あんしんサポート文京（権利擁護セ
ンター）

03-3812-3156 113-0033 文京区本郷4丁目15番14号 文京区民センター4階 http://www.bunsyakyo.or.jp/service/

台東区 あんしん台東 03-5828-7507 110-0004 台東区下谷1丁目2−11 https://taitoshakyo.com/service/anshin

墨田区
すみだ福祉サービス権利擁護セン
ター

03-5655-2940 131-0032 墨田区東向島二丁目17-14
すみだボランティアセン
ター内

https://www.sumida-
shakyo.or.jp/service/cate04/seinenkoken

江東区 権利擁護センター「あんしん江東」 03-3647-1710 135-0016 江東区東陽6-2-17
高齢者総合福祉センター
2F

https://koto-shakyo.or.jp/kenric/

品川区 品川成年後見センター 03-5718-7174 140-0014 東京都品川区大井１−１４−１ 大井１丁目共同ビル２階 https://shinashakyo.jp/koken/index.html

目黒区 権利擁護センター「めぐろ」 03-5768-3964 153-0051 目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎1階
https://www.meguroshakyo.or.jp/ichiran/kenri_yougo/in
dex.html

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
市川市 てるぼサポート 047-320-4001 272-0026 市川市東大和田１−２−１０ 分庁舎Ｃ棟内 http://www.fukusi.jp/20800.html
野田市 野田市成年後見支援センター 04-7124-3939 278-0003 野田市鶴奉５−１ http://nodasyakyo.or.jp/koukenshien_center.html
茂原市 もばら後見支援センター 0475-23-4333 297-0022 茂原市町保１３−２０ 茂原市総合市民センター http://www.mobara-shakyo.or,jp/shisetsu09.html

習志野市 習志野市成年後見センター 047-452-4161 275-0025 習志野市秋津３−４−１ 総合福祉センター２階 http://www.nashakyo.jp/00_enjojigyo.html
八千代市 後見支援センター 047-483-3021 276-0046 八千代市大和田新田３１２−５ http://www.fukushi.yachiyo.chiba.jp/concept.html
我孫子市 あびこ後見支援センター 04-7184-1539 270-1166 我孫子市我孫子１８６１ http://www.abiko-shakyo.com/fukushi_service_01.php

君津市 きみつ成年後見支援センター 0439-55-0454 299-1152 君津市久保３−１−１
君津市保健福祉センター
「ふれあい館」３階

http://www.kimitsu-
shakyo.or.jp/activity/activity2/#act_3

富津市 0439-87-9611 293-0006 富津市下飯野２４４３ http://www.futtsushakyo.jp/0604.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

		千代田区		ちよだ成年後見センター		03-6265-6521		102-0074		千代田区九段南1-6-10 		かがやきプラザ4階		https://www.chiyoda-cosw.or.jp/facility/seinenn/

		中央区		成年後見支援センター「すてっぷ中央」		03-3206-0567		104-0032		東京都中央区八丁堀4-1-5				https://www.shakyo-chuo-city.jp/jigyo/senior/stepchuo.html

		新宿区		新宿区成年後見センター		03-5273-4522		169-0075		新宿区高田馬場1-17-20				http://www.shinjuku-shakyo.jp/business/centernogoannnai/

		文京区		あんしんサポート文京（権利擁護センター）		03-3812-3156		113-0033		文京区本郷4丁目15番14号 		文京区民センター4階		http://www.bunsyakyo.or.jp/service/

		台東区		あんしん台東		03-5828-7507		110-0004		台東区下谷1丁目2−11				https://taitoshakyo.com/service/anshin

		墨田区		すみだ福祉サービス権利擁護センター		03-5655-2940		131-0032		墨田区東向島二丁目17-14 		すみだボランティアセンター内		https://www.sumida-shakyo.or.jp/service/cate04/seinenkoken

		江東区		権利擁護センター「あんしん江東」		03-3647-1710		135-0016		江東区東陽6-2-17 		高齢者総合福祉センター2F		https://koto-shakyo.or.jp/kenric/

		品川区		品川成年後見センター		03-5718-7174 		140-0014		東京都品川区大井１－１４－１ 		大井１丁目共同ビル２階		https://shinashakyo.jp/koken/index.html

		目黒区		権利擁護センター「めぐろ」		03-5768-3964		153-0051		目黒区上目黒2-19-15　		目黒区総合庁舎1階		https://www.meguroshakyo.or.jp/ichiran/kenri_yougo/index.html

		世田谷区		成年後見センター		03-6411-3950		157-0066		世田谷区成城６－３－１０ 		成城６丁目事務所棟３階		https://www.setagayashakyo.or.jp/service/seinen-koken/

		豊島区		福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」		03-3981-2940		170-0013		豊島区東池袋1-39-2　		豊島区役所東池袋分庁舎4階		http://toshima-shakyo.or.jp/contents/support_toshima.html

		荒川区		成年後見センター・あんしんサポートあらかわ		03-3802-3396		116-0003		荒川区南千住1-13-20				http://www.arakawa-shakyo.or.jp/service/anshin_support.html

		足立区		権利擁護センターあだち		03-5813-3551		120-0036		足立区千住仲町19-3				https://adachisyakyo.jp/service/kenri/

		立川市		地域あんしんセンターたちかわ		042-529-8319		190-0013		立川市富士見町2-36-47		立川市総合福祉センター内 タチカワ		https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/business-guide/anshin_tachikawa/

		三鷹市 ミタカシ		権利擁護センターみたか		0422-46-1108		181-0004		三鷹市新川6-37-1		元気創造プラザ3階福祉センター内		http://www.mitakashakyo.or.jp/

		府中市 フチュウシ		権利擁護センターふちゅう		042-360-3900		183-0055		府中市府中町1-30		ふれあい会館2階		http://fsyakyo.or.jp/center/protection.html

		昭島市		地域福祉・後見支援センターあきしま		042-544-0388		196-0015		昭島市昭和町4-7-1 		保健福祉センター2階		http://www.acsw.jp/modules/areasupport/index.php?content_id=13

		小平市		権利擁護センターこだいら		042-342-8780		187-0043		小平市学園東町 1-19-13　		小平市福祉会館内２階		http://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/modules/facilities/index.php?id=4

		東村山市		権利擁護係		042-394-7767		189-0022		東村山市野口町1-25-15 		東村山市地域福祉センター内		http://hm-shakyo.or.jp/service/19.html

		国分寺市		権利擁護センターこくぶんじ		042-580-0570		185-0032		国分寺市日吉町3-29-24				http://www.ko-shakyo.or.jp/kenriyougo-center/

		福生市		成年後見センター福生		042-552-5027		197-0004		福生市南田園2-13-1		 福生市福祉センター内		https://fussashakyo.or.jp/service/elderly/guardiancenter_fussa/

		東大和市		福祉サービス総合支援（あんしん東大和）		042-552-5027		207-0015		東大和市中央3-912-3				https://www.higashiyamatoshakyou.or.jp/business-summary/adult-guardianship/welfare-services-comprehensive-support.html

		清瀬市		きよせ権利擁護センター　あいねっと		042-495-5573		204-0011		清瀬市下清戸1-212-4　		コミュニティプラザ2階		http://www.kiyose-f.net/publics/index/60/

		東久留米市		相談支援担当 成年後見制度推進機関		042-479-6294		203-0033		東久留米市滝山4-3-14  		わくわく健康プラザ2階		https://www.higashikurume-shakyo.or.jp/kourei/95-seinenkoukenseidosuisin.html

		羽村市		総務課地域福祉係（権利擁護担当）		042-554-0304		205-0002		羽村市栄町2-18-1 		福祉センター内		http://www.hamurashakyo.jp/publics/index/52/

		あきる野市		相談支援係		042-533-3548		197-0812		あきる野市平沢175-4 		秋川ふれあいセンター内		http://www.akiruno-shakyo.or.jp/kenri_yougo/index.html

		西東京市		権利擁護センター「あんしん西東京」		042-497-5239		188-0011		西東京市田無町5-5-12 		田無総合福祉センター		http://www.n-csw.or.jp/service/02/fukushi-service/anshin/

		瑞穂町		権利擁護センターみずほ		042-557-8201		190-1211		西多摩郡瑞穂町石畑２００８		瑞穂町ふれあいセンター内		http://www.mizuho-shakyo.com/kenri/kenri.php

		日の出町		成年後見センターひので		042-588-4511		190-0182		西多摩郡日の出町大字平井2780				https://hinodeshakyo.jimdofree.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%86%85%E5%AE%B9/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%8E%A8%E9%80%B2%E8%AA%B2/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%A8%A9%E5%88%A9%E6%93%81%E8%AD%B7%E4%BA%8B%E6%A5%AD/
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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

		船橋市 フナバシシ		船橋市障害者後見支援センター フナバシシ ショウガイシャ コウケン シエン		047-407-4441		273-0005		船橋市本町６－３－１６－６０２ フナバシシ ホンチョウ		レックスマンション		https://pacg.jp/inpage/fkouken/

		柏市		かしわ福祉権利擁護センター		04-7163-7676		277-0005		柏市柏５－１１－８		介護予防センターいきいきプラザ		http://kashiwa-shakyo.com/publics/index/121/

		銚子市				090-7288-9270		289-2503		旭市江ヶ崎４４１				http://tousou-kenriyougo.news.coocan.jp/index.html

		旭市

		匝瑳市

		市川市		てるぼサポート		047-320-4001		272-0026		市川市東大和田１－２－１０		分庁舎Ｃ棟内 ブンチョウシャ トウ ナイ		http://www.fukusi.jp/20800.html

		野田市		野田市成年後見支援センター		04-7124-3939		278-0003		野田市鶴奉５－１ ノダシ ツルホウ				http://nodasyakyo.or.jp/koukenshien_center.html

		茂原市 モバラシ		もばら後見支援センター コウケン シエン		0475-23-4333		297-0022		茂原市町保１３－２０ モバラシ マチボ タモ		茂原市総合市民センター モバラシ ソウゴウ シミン		http://www.mobara-shakyo.or,jp/shisetsu09.html

		習志野市		習志野市成年後見センター		047-452-4161		275-0025		習志野市秋津３－４－１		総合福祉センター２階		http://www.nashakyo.jp/00_enjojigyo.html

		八千代市		後見支援センター		047-483-3021		276-0046		八千代市大和田新田３１２－５				http://www.fukushi.yachiyo.chiba.jp/concept.html

		我孫子市		あびこ後見支援センター		04-7184-1539		270-1166		我孫子市我孫子１８６１				http://www.abiko-shakyo.com/fukushi_service_01.php

		君津市		きみつ成年後見支援センター		0439-55-0454		299-1152		君津市久保３－１－１		君津市保健福祉センター「ふれあい館」３階		http://www.kimitsu-shakyo.or.jp/activity/activity2/#act_3

		富津市				0439-87-9611		293-0006		富津市下飯野２４４３				http://www.futtsushakyo.jp/0604.html



































































































































































































































































































































































































































































































市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

世田谷区 成年後見センター 03-6411-3950 157-0066 世田谷区成城６−３−１０ 成城６丁目事務所棟３階
https://www.setagayashakyo.or.jp/service/seinen-
koken/

豊島区
福祉サービス権利擁護支援室「サ
ポートとしま」

03-3981-2940 170-0013 豊島区東池袋1-39-2
豊島区役所東池袋分庁舎4
階

http://toshima-
shakyo.or.jp/contents/support_toshima.html

荒川区
成年後見センター・あんしんサポー
トあらかわ

03-3802-3396 116-0003 荒川区南千住1-13-20
http://www.arakawa-
shakyo.or.jp/service/anshin_support.html

足立区 権利擁護センターあだち 03-5813-3551 120-0036 足立区千住仲町19-3 https://adachisyakyo.jp/service/kenri/

立川市 地域あんしんセンターたちかわ 042-529-8319 190-0013 立川市富士見町2-36-47 立川市総合福祉センター内
https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/business-
guide/anshin_tachikawa/

三鷹市 権利擁護センターみたか 0422-46-1108 181-0004 三鷹市新川6-37-1
元気創造プラザ3階福祉セ
ンター内

http://www.mitakashakyo.or.jp/

府中市 権利擁護センターふちゅう 042-360-3900 183-0055 府中市府中町1-30 ふれあい会館2階 http://fsyakyo.or.jp/center/protection.html

昭島市
地域福祉・後見支援センターあきし
ま

042-544-0388 196-0015 昭島市昭和町4-7-1 保健福祉センター2階
http://www.acsw.jp/modules/areasupport/index.php?co
ntent_id=13

小平市 権利擁護センターこだいら 042-342-8780 187-0043 小平市学園東町 1-19-13 小平市福祉会館内２階
http://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/modules/facil
ities/index.php?id=4

東村山市 権利擁護係 042-394-7767 189-0022 東村山市野口町1-25-15
東村山市地域福祉センター
内

http://hm-shakyo.or.jp/service/19.html

国分寺市 権利擁護センターこくぶんじ 042-580-0570 185-0032 国分寺市日吉町3-29-24 http://www.ko-shakyo.or.jp/kenriyougo-center/

福生市 成年後見センター福生 042-552-5027 197-0004 福生市南田園2-13-1  福生市福祉センター内
https://fussashakyo.or.jp/service/elderly/guardiancenter
_fussa/

東大和市
福祉サービス総合支援（あんしん東
大和）

042-552-5027 207-0015 東大和市中央3-912-3
https://www.higashiyamatoshakyou.or.jp/business-
summary/adult-guardianship/welfare-services-
comprehensive-support.html

清瀬市
きよせ権利擁護センター　あいねっ
と

042-495-5573 204-0011 清瀬市下清戸1-212-4 コミュニティプラザ2階 http://www.kiyose-f.net/publics/index/60/

東久留米市
相談支援担当 成年後見制度推進機
関

042-479-6294 203-0033 東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階
https://www.higashikurume-shakyo.or.jp/kourei/95-
seinenkoukenseidosuisin.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

		千代田区		ちよだ成年後見センター		03-6265-6521		102-0074		千代田区九段南1-6-10 		かがやきプラザ4階		https://www.chiyoda-cosw.or.jp/facility/seinenn/

		中央区		成年後見支援センター「すてっぷ中央」		03-3206-0567		104-0032		東京都中央区八丁堀4-1-5				https://www.shakyo-chuo-city.jp/jigyo/senior/stepchuo.html

		新宿区		新宿区成年後見センター		03-5273-4522		169-0075		新宿区高田馬場1-17-20				http://www.shinjuku-shakyo.jp/business/centernogoannnai/

		文京区		あんしんサポート文京（権利擁護センター）		03-3812-3156		113-0033		文京区本郷4丁目15番14号 		文京区民センター4階		http://www.bunsyakyo.or.jp/service/

		台東区		あんしん台東		03-5828-7507		110-0004		台東区下谷1丁目2−11				https://taitoshakyo.com/service/anshin

		墨田区		すみだ福祉サービス権利擁護センター		03-5655-2940		131-0032		墨田区東向島二丁目17-14 		すみだボランティアセンター内		https://www.sumida-shakyo.or.jp/service/cate04/seinenkoken

		江東区		権利擁護センター「あんしん江東」		03-3647-1710		135-0016		江東区東陽6-2-17 		高齢者総合福祉センター2F		https://koto-shakyo.or.jp/kenric/

		品川区		品川成年後見センター		03-5718-7174 		140-0014		東京都品川区大井１－１４－１ 		大井１丁目共同ビル２階		https://shinashakyo.jp/koken/index.html

		目黒区		権利擁護センター「めぐろ」		03-5768-3964		153-0051		目黒区上目黒2-19-15　		目黒区総合庁舎1階		https://www.meguroshakyo.or.jp/ichiran/kenri_yougo/index.html

		世田谷区		成年後見センター		03-6411-3950		157-0066		世田谷区成城６－３－１０ 		成城６丁目事務所棟３階		https://www.setagayashakyo.or.jp/service/seinen-koken/

		豊島区		福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」		03-3981-2940		170-0013		豊島区東池袋1-39-2　		豊島区役所東池袋分庁舎4階		http://toshima-shakyo.or.jp/contents/support_toshima.html

		荒川区		成年後見センター・あんしんサポートあらかわ		03-3802-3396		116-0003		荒川区南千住1-13-20				http://www.arakawa-shakyo.or.jp/service/anshin_support.html

		足立区		権利擁護センターあだち		03-5813-3551		120-0036		足立区千住仲町19-3				https://adachisyakyo.jp/service/kenri/

		立川市		地域あんしんセンターたちかわ		042-529-8319		190-0013		立川市富士見町2-36-47		立川市総合福祉センター内 タチカワ		https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/business-guide/anshin_tachikawa/

		三鷹市 ミタカシ		権利擁護センターみたか		0422-46-1108		181-0004		三鷹市新川6-37-1		元気創造プラザ3階福祉センター内		http://www.mitakashakyo.or.jp/

		府中市 フチュウシ		権利擁護センターふちゅう		042-360-3900		183-0055		府中市府中町1-30		ふれあい会館2階		http://fsyakyo.or.jp/center/protection.html

		昭島市		地域福祉・後見支援センターあきしま		042-544-0388		196-0015		昭島市昭和町4-7-1 		保健福祉センター2階		http://www.acsw.jp/modules/areasupport/index.php?content_id=13

		小平市		権利擁護センターこだいら		042-342-8780		187-0043		小平市学園東町 1-19-13　		小平市福祉会館内２階		http://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/modules/facilities/index.php?id=4

		東村山市		権利擁護係		042-394-7767		189-0022		東村山市野口町1-25-15 		東村山市地域福祉センター内		http://hm-shakyo.or.jp/service/19.html

		国分寺市		権利擁護センターこくぶんじ		042-580-0570		185-0032		国分寺市日吉町3-29-24				http://www.ko-shakyo.or.jp/kenriyougo-center/

		福生市		成年後見センター福生		042-552-5027		197-0004		福生市南田園2-13-1		 福生市福祉センター内		https://fussashakyo.or.jp/service/elderly/guardiancenter_fussa/

		東大和市		福祉サービス総合支援（あんしん東大和）		042-552-5027		207-0015		東大和市中央3-912-3				https://www.higashiyamatoshakyou.or.jp/business-summary/adult-guardianship/welfare-services-comprehensive-support.html

		清瀬市		きよせ権利擁護センター　あいねっと		042-495-5573		204-0011		清瀬市下清戸1-212-4　		コミュニティプラザ2階		http://www.kiyose-f.net/publics/index/60/

		東久留米市		相談支援担当 成年後見制度推進機関		042-479-6294		203-0033		東久留米市滝山4-3-14  		わくわく健康プラザ2階		https://www.higashikurume-shakyo.or.jp/kourei/95-seinenkoukenseidosuisin.html

		羽村市		総務課地域福祉係（権利擁護担当）		042-554-0304		205-0002		羽村市栄町2-18-1 		福祉センター内		http://www.hamurashakyo.jp/publics/index/52/

		あきる野市		相談支援係		042-533-3548		197-0812		あきる野市平沢175-4 		秋川ふれあいセンター内		http://www.akiruno-shakyo.or.jp/kenri_yougo/index.html

		西東京市		権利擁護センター「あんしん西東京」		042-497-5239		188-0011		西東京市田無町5-5-12 		田無総合福祉センター		http://www.n-csw.or.jp/service/02/fukushi-service/anshin/

		瑞穂町		権利擁護センターみずほ		042-557-8201		190-1211		西多摩郡瑞穂町石畑２００８		瑞穂町ふれあいセンター内		http://www.mizuho-shakyo.com/kenri/kenri.php

		日の出町		成年後見センターひので		042-588-4511		190-0182		西多摩郡日の出町大字平井2780				https://hinodeshakyo.jimdofree.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%86%85%E5%AE%B9/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%8E%A8%E9%80%B2%E8%AA%B2/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%A8%A9%E5%88%A9%E6%93%81%E8%AD%B7%E4%BA%8B%E6%A5%AD/
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●神奈川県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

川崎市 川崎市あんしんセンター 044-739-8727 211-0053 川崎市中原区上小田中6-22-5
川崎市総合福祉センター
（6階）

http://www.csw-
kawasaki.or.jp/contents/hp0314/index00750000.html

相模原市
さがみはら成年後見・あんしんセン
ター

042-756-5034 252-0236 相模原市中央区富士見6丁目1番20号 あじさい会館2階 http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/seinenkoken/

平塚市 平塚市成年後見利用支援センター 0463-35-6175 254-0046 平塚市立野町３１−２０ 平塚栗原ホーム内
https://www.hiratsukasyakyo.jp/business/senior/seinen
kouken.html

鎌倉市 鎌倉市成年後見センター 0467-38-8003 248-0012 鎌倉市御成町20-21 鎌倉市福祉センター2階内
https://www.kamakura-
shakyo.jp/support_seinenkoken_yoyaku.html

茅ヶ崎市 成年後見支援センター 0467-85-6660 253-0043 茅ヶ崎市元町5-22　永井ビル3階
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/otoshiyori/kazo
kukaigo/1004216.html

秦野市
はだの地域福祉総合相談センター
『きゃっち。』

0463-83-2751 257-0054 秦野市緑町16-3 秦野市保健福祉センター内
https://www.vnhadano.com/社協の組織としごと/生活上
のさまざまな問題解決/

伊勢原市
伊勢原市成年後見･権利擁護推進セ
ンター

0463-94-9600 259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31 伊勢原シティプラザ 1階
https://www.isehara-shakyo.or.jp/seinen-kenri-
center/151/

海老名市 えびな成年後見・総合相談センター 046-200-9833 243-0492 海老名市勝瀬175番地の１ 海老名市役所内 http://www.ebina-shakyo.or.jp/seinenkouken.htm

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
羽村市 総務課地域福祉係（権利擁護担当） 042-554-0304 205-0002 羽村市栄町2-18-1 福祉センター内 http://www.hamurashakyo.jp/publics/index/52/

あきる野市 相談支援係 042-533-3548 197-0812 あきる野市平沢175-4 秋川ふれあいセンター内 http://www.akiruno-shakyo.or.jp/kenri_yougo/index.html

西東京市
権利擁護センター「あんしん西東
京」

042-497-5239 188-0011 西東京市田無町5-5-12 田無総合福祉センター
http://www.n-csw.or.jp/service/02/fukushi-
service/anshin/

瑞穂町 権利擁護センターみずほ 042-557-8201 190-1211 西多摩郡瑞穂町石畑２００８ 瑞穂町ふれあいセンター内 http://www.mizuho-shakyo.com/kenri/kenri.php

日の出町 成年後見センターひので 042-588-4511 190-0182 西多摩郡日の出町大字平井2780
https://hinodeshakyo.jimdofree.com/事業内容/福祉推進
課/地域福祉権利擁護事業/
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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

		川崎市		川崎市あんしんセンター		044-739-8727		211-0053		川崎市中原区上小田中6-22-5　		川崎市総合福祉センター（6階）		http://www.csw-kawasaki.or.jp/contents/hp0314/index00750000.html

		相模原市		さがみはら成年後見・あんしんセンター		042-756-5034		252-0236		相模原市中央区富士見6丁目1番20号 		あじさい会館2階		http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/seinenkoken/

		平塚市		平塚市成年後見利用支援センター		0463-35-6175		254-0046		平塚市立野町３１－２０		平塚栗原ホーム内		https://www.hiratsukasyakyo.jp/business/senior/seinenkouken.html

		鎌倉市		鎌倉市成年後見センター		0467-38-8003		248-0012		鎌倉市御成町20-21		鎌倉市福祉センター2階内 カマクラシ カイ		https://www.kamakura-shakyo.jp/support_seinenkoken_yoyaku.html

		茅ヶ崎市		成年後見支援センター		0467-85-6660		253-0043		茅ヶ崎市元町5-22　永井ビル3階				https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/otoshiyori/kazokukaigo/1004216.html

		秦野市		はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』		0463-83-2751		257-0054		秦野市緑町16-3   ハダノ ノ		秦野市保健福祉センター内		https://www.vnhadano.com/社協の組織としごと/生活上のさまざまな問題解決/

		伊勢原市		伊勢原市成年後見･権利擁護推進センター		0463-94-9600		259-1131		伊勢原市伊勢原2-7-31  		伊勢原シティプラザ 1階		https://www.isehara-shakyo.or.jp/seinen-kenri-center/151/

		海老名市		えびな成年後見・総合相談センター		046-200-9833		243-0492		海老名市勝瀬175番地の１ エビナシ カ セ バンチ		海老名市役所内		http://www.ebina-shakyo.or.jp/seinenkouken.htm























































































































































































































































































































































































































































https://www.vnhadano.com/社協の組織としごと/生活上のさまざまな問題解決/https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/otoshiyori/kazokukaigo/1004216.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

		千代田区		ちよだ成年後見センター		03-6265-6521		102-0074		千代田区九段南1-6-10 		かがやきプラザ4階		https://www.chiyoda-cosw.or.jp/facility/seinenn/

		中央区		成年後見支援センター「すてっぷ中央」		03-3206-0567		104-0032		東京都中央区八丁堀4-1-5				https://www.shakyo-chuo-city.jp/jigyo/senior/stepchuo.html

		新宿区		新宿区成年後見センター		03-5273-4522		169-0075		新宿区高田馬場1-17-20				http://www.shinjuku-shakyo.jp/business/centernogoannnai/

		文京区		あんしんサポート文京（権利擁護センター）		03-3812-3156		113-0033		文京区本郷4丁目15番14号 		文京区民センター4階		http://www.bunsyakyo.or.jp/service/

		台東区		あんしん台東		03-5828-7507		110-0004		台東区下谷1丁目2−11				https://taitoshakyo.com/service/anshin

		墨田区		すみだ福祉サービス権利擁護センター		03-5655-2940		131-0032		墨田区東向島二丁目17-14 		すみだボランティアセンター内		https://www.sumida-shakyo.or.jp/service/cate04/seinenkoken

		江東区		権利擁護センター「あんしん江東」		03-3647-1710		135-0016		江東区東陽6-2-17 		高齢者総合福祉センター2F		https://koto-shakyo.or.jp/kenric/

		品川区		品川成年後見センター		03-5718-7174 		140-0014		東京都品川区大井１－１４－１ 		大井１丁目共同ビル２階		https://shinashakyo.jp/koken/index.html

		目黒区		権利擁護センター「めぐろ」		03-5768-3964		153-0051		目黒区上目黒2-19-15　		目黒区総合庁舎1階		https://www.meguroshakyo.or.jp/ichiran/kenri_yougo/index.html

		世田谷区		成年後見センター		03-6411-3950		157-0066		世田谷区成城６－３－１０ 		成城６丁目事務所棟３階		https://www.setagayashakyo.or.jp/service/seinen-koken/

		豊島区		福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」		03-3981-2940		170-0013		豊島区東池袋1-39-2　		豊島区役所東池袋分庁舎4階		http://toshima-shakyo.or.jp/contents/support_toshima.html

		荒川区		成年後見センター・あんしんサポートあらかわ		03-3802-3396		116-0003		荒川区南千住1-13-20				http://www.arakawa-shakyo.or.jp/service/anshin_support.html

		足立区		権利擁護センターあだち		03-5813-3551		120-0036		足立区千住仲町19-3				https://adachisyakyo.jp/service/kenri/

		立川市		地域あんしんセンターたちかわ		042-529-8319		190-0013		立川市富士見町2-36-47		立川市総合福祉センター内 タチカワ		https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/business-guide/anshin_tachikawa/

		三鷹市 ミタカシ		権利擁護センターみたか		0422-46-1108		181-0004		三鷹市新川6-37-1		元気創造プラザ3階福祉センター内		http://www.mitakashakyo.or.jp/

		府中市 フチュウシ		権利擁護センターふちゅう		042-360-3900		183-0055		府中市府中町1-30		ふれあい会館2階		http://fsyakyo.or.jp/center/protection.html

		昭島市		地域福祉・後見支援センターあきしま		042-544-0388		196-0015		昭島市昭和町4-7-1 		保健福祉センター2階		http://www.acsw.jp/modules/areasupport/index.php?content_id=13

		小平市		権利擁護センターこだいら		042-342-8780		187-0043		小平市学園東町 1-19-13　		小平市福祉会館内２階		http://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/modules/facilities/index.php?id=4

		東村山市		権利擁護係		042-394-7767		189-0022		東村山市野口町1-25-15 		東村山市地域福祉センター内		http://hm-shakyo.or.jp/service/19.html

		国分寺市		権利擁護センターこくぶんじ		042-580-0570		185-0032		国分寺市日吉町3-29-24				http://www.ko-shakyo.or.jp/kenriyougo-center/

		福生市		成年後見センター福生		042-552-5027		197-0004		福生市南田園2-13-1		 福生市福祉センター内		https://fussashakyo.or.jp/service/elderly/guardiancenter_fussa/

		東大和市		福祉サービス総合支援（あんしん東大和）		042-552-5027		207-0015		東大和市中央3-912-3				https://www.higashiyamatoshakyou.or.jp/business-summary/adult-guardianship/welfare-services-comprehensive-support.html

		清瀬市		きよせ権利擁護センター　あいねっと		042-495-5573		204-0011		清瀬市下清戸1-212-4　		コミュニティプラザ2階		http://www.kiyose-f.net/publics/index/60/

		東久留米市		相談支援担当 成年後見制度推進機関		042-479-6294		203-0033		東久留米市滝山4-3-14  		わくわく健康プラザ2階		https://www.higashikurume-shakyo.or.jp/kourei/95-seinenkoukenseidosuisin.html

		羽村市		総務課地域福祉係（権利擁護担当）		042-554-0304		205-0002		羽村市栄町2-18-1 		福祉センター内		http://www.hamurashakyo.jp/publics/index/52/

		あきる野市		相談支援係		042-533-3548		197-0812		あきる野市平沢175-4 		秋川ふれあいセンター内		http://www.akiruno-shakyo.or.jp/kenri_yougo/index.html

		西東京市		権利擁護センター「あんしん西東京」		042-497-5239		188-0011		西東京市田無町5-5-12 		田無総合福祉センター		http://www.n-csw.or.jp/service/02/fukushi-service/anshin/

		瑞穂町		権利擁護センターみずほ		042-557-8201		190-1211		西多摩郡瑞穂町石畑２００８		瑞穂町ふれあいセンター内		http://www.mizuho-shakyo.com/kenri/kenri.php

		日の出町		成年後見センターひので		042-588-4511		190-0182		西多摩郡日の出町大字平井2780				https://hinodeshakyo.jimdofree.com/事業内容/福祉推進課/地域福祉権利擁護事業/



























































































































































































































































































































































































































































http://www.mitakashakyo.or.jp/



●新潟県

●富山県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

新潟市 あんしんサポート新潟 025-243-4416 950-0909 新潟市中央区八千代１丁目３番１号 新潟市総合福祉会館内
http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/advanced-
age/advanced-age_anshinsupport

長岡市 権利擁護支援課 0258-32-7833 940-0071 長岡市表町2-2-21
長岡市社会福祉センター
「トモシア」内

http://www.nagaoka-shakyo.or.jp/kurashi/成年後見制度-
2/

柏崎市 0257-22-1411 945-0045 柏崎市豊町3番59号 柏崎市総合福祉センター内
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kenko_fukushi_kaigo
/fukushi_kaigo/shogaishafukushi/1/14856.html

新発田市 新発田市成年後見センター 0254-20-8988 957-0054 新発田市本町４−１６−８３
新発田市ボランティアセン
ター内

https://www.city.shibata.lg.jp/_res/projects/default_proj
ect/_page_/001/001/118/seinenn.pdf

燕市 福祉後見・権利擁護センター 0256-78-7020 959-0231 燕市吉田日之出町1番1号 http://tbm-swc.jp/consultation/advocacy/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
富山市 とやま福祉後見サポートセンター 076-422-3414 939-8640 富山市今泉83番地1 http://www.toyamacity-shakyo.jp/?tid=100163

●石川県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
金沢市 金沢権利擁護センター 076-231-3521 920-0864 石川県金沢市高岡町7番25号 金沢市松ヶ枝福祉館内 http://www.kana-syakyo.jp/support/kkyc.html
加賀市 成年後見センター 0761-72-1500 922-0811 加賀市大聖寺南町ニ11-5 http://www.kagavc.jp/sc.html

●福井県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

勝山市
成年後見サポートセンター「ささえ
愛」

0779-88-1177 911-0035 勝山市郡町1丁目1-50 http://www.katuyama-sk.jp/17_sasaeai.html

大野市 生活あんしんセンター「結はあと」 0779-65-8773 912-0084 大野市天神町1-19
多田記念大野有終会館（結
とぴあ）内

あわら市 成年後見センター 0776-73-2253 919-0621 あわら市市姫二丁目31番６号 http://www.awara-syakyo.or.jp

永平寺町
成年後見サポートセンター「ふわ
り」

0776-61-6103 910-1127 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-47 http://www.eiheijishakyo.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

		新潟市		あんしんサポート新潟		025-243-4416		950-0909		新潟市中央区八千代１丁目３番１号　		新潟市総合福祉会館内		http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/advanced-age/advanced-age_anshinsupport

		長岡市		権利擁護支援課		0258-32-7833		940-0071		長岡市表町2-2-21　		長岡市社会福祉センター「トモシア」内		http://www.nagaoka-shakyo.or.jp/kurashi/成年後見制度-2/

		柏崎市				0257-22-1411		945-0045		柏崎市豊町3番59号  		柏崎市総合福祉センター内		https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kenko_fukushi_kaigo/fukushi_kaigo/shogaishafukushi/1/14856.html

		新発田市		新発田市成年後見センター		0254-20-8988		957-0054		新発田市本町４－１６－８３ 		新発田市ボランティアセンター内		https://www.city.shibata.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/118/seinenn.pdf

		燕市		福祉後見・権利擁護センター		0256-78-7020		959-0231		燕市吉田日之出町1番1号				http://tbm-swc.jp/consultation/advocacy/
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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

		富山市		とやま福祉後見サポートセンター		076-422-3414		939-8640		富山市今泉83番地1				http://www.toyamacity-shakyo.jp/?tid=100163








































































































































































































































































































































































































































































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

		金沢市		金沢権利擁護センター		076-231-3521		920-0864		石川県金沢市高岡町7番25号		金沢市松ヶ枝福祉館内		http://www.kana-syakyo.jp/support/kkyc.html

		加賀市		成年後見センター セイネンコウケン		0761-72-1500		922-0811		加賀市大聖寺南町ニ11-5				http://www.kagavc.jp/sc.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

		勝山市		成年後見サポートセンター「ささえ愛」		0779-88-1177		911-0035		勝山市郡町1丁目1-50 カツヤマシ グン マチ チョウメ				http://www.katuyama-sk.jp/17_sasaeai.html

		大野市 オオノシ		生活あんしんセンター「結はあと」 セイカツ ユイ		0779-65-8773		912-0084		大野市天神町1-19 オオノシ テンジンチョウ		多田記念大野有終会館（結とぴあ）内 タダ キネン オオノ ユウシュウ カイカン ユイ ウチ

		あわら市 シ		成年後見センター セイネンコウケン		0776-73-2253		919-0621		あわら市市姫二丁目31番６号 シ イチヒメ ２チョウメ バン ゴウ				http://www.awara-syakyo.or.jp

		永平寺町 エイヘイジチョウ		成年後見サポートセンター「ふわり」		0776-61-6103		910-1127		吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-47 ヨシダグン エイヘイジチョウ マツオカ ヨシノ サカイ				http://www.eiheijishakyo.jp































































































































































































































































































































































































































































http://www.eiheijishakyo.jp/



※R2.5.1設置

●山梨県

●長野県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
山梨市 山梨市成年後見支援センター 0553-22-1111 405-8501 山梨市小原西８４３番地 https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/

韮崎市 0551-22-6944 407-0037 韮崎市大草町 若尾1680
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=840&
m=2295

南アルプス市 南アルプス市権利擁護センター
055-282-7339
055-282-7347

400-0395 南アルプス市小笠原376 南アルプス市役所内

笛吹市 後見センターふえふき 055-265-5182 406-0822 笛吹市八代町南917番地
社会福祉法人　笛吹市社会
福祉協議会　地域福祉課内

http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/9/

中央市
昭和町

富士河口湖町 地域包括センター 0555-72-1999 401-0392 南都留郡富士河口湖町船津1700番地
https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/info/info.php?if_
id=1887&ka_id=18

中央・昭和地区地域福祉権利擁護セ
ンター

055-274-0294 409-3821 中央市下河東620 http://chuo-shakyo.or.jp/publics/index/15/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

長野市 長野市成年後見支援センター 026-225-0153 380-0813
長野市大字鶴賀緑町1714-5長野市ふれ
あい福祉センター内

長野市ふれあい福祉セン
ター内

https://www.csw-naganocity.or.jp/page-
c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center

松本市
安曇野市
麻績村
生坂村
山形村
朝日村
筑北村
上田市
東御市
青木村
長和町
岡谷市 岡谷市成年後見支援センター 0266-24-2121 394-0081 岡谷市長地権現町四丁目11番50号 http://www.okaya-shakyo.or.jp/index.php?page_id=189

https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897上小圏域成年後見支援センター 0268-27-2025 386-0012 上田市中央三丁目5番1号

http://www.syakyo-
matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php

成年後見支援センターかけはし 0263-88-6699 390-1702 松本市梓川梓２２８８番地３ 松本市役所梓川支所２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

		山梨市		山梨市成年後見支援センター		0553-22-1111		405-8501		山梨市小原西８４３番地 ヤマナシ シ コハラニシ バンチ				https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/

		韮崎市				0551-22-6944		407-0037		韮崎市大草町 若尾1680				https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=840&m=2295

		南アルプス市		南アルプス市権利擁護センター ミナミ シ ケンリ ヨウゴ		055-282-7339
055-282-7347		400-0395		南アルプス市小笠原376 オガサワラ		南アルプス市役所内 ミナミ シヤクショ ナイ

		笛吹市		後見センターふえふき		055-265-5182		406-0822		笛吹市八代町南917番地		社会福祉法人　笛吹市社会福祉協議会　地域福祉課内 ナイ		http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/9/

		中央市		中央・昭和地区地域福祉権利擁護センター		055-274-0294		409-3821		中央市下河東620				http://chuo-shakyo.or.jp/publics/index/15/

		昭和町

		富士河口湖町		地域包括センター		0555-72-1999		401-0392		南都留郡富士河口湖町船津1700番地				https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/info/info.php?if_id=1887&ka_id=18
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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

		長野市		長野市成年後見支援センター		026-225-0153		380-0813		長野市大字鶴賀緑町1714-5長野市ふれあい福祉センター内		長野市ふれあい福祉センター内		https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center

		松本市		成年後見支援センターかけはし		0263-88-6699		390-1702		松本市梓川梓２２８８番地３　		松本市役所梓川支所２階		http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php

		安曇野市

		麻績村

		生坂村

		山形村

		朝日村

		筑北村

		上田市		上小圏域成年後見支援センター		0268-27-2025		386-0012		上田市中央三丁目5番1号				https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897

		東御市

		青木村

		長和町

		岡谷市		岡谷市成年後見支援センター		0266-24-2121		394-0081		岡谷市長地権現町四丁目11番50号				http://www.okaya-shakyo.or.jp/index.php?page_id=189

		諏訪市		諏訪市・下諏訪町成年後見支援センター		0266-54-2155		392-0024		諏訪市小和田19番3号  		諏訪市総合福祉センター「湯小路いきいき元気館」		https://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=11790&super_genre=2&kiji_list=result.jsp

		下諏訪町

		小諸市		さく成年後見支援センター		0267-64-5255		385-0043		佐久市取出町183番地　		野沢会館内		http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/

		中野市		北信圏域権利擁護センター		0269-26-2266		383-0022		中野市中央１-４-１９　		中野庁舎３階		https://fukushi-mnet.org/

		飯山市

		山ノ内町

		木島平村

		野沢温泉村

		栄村

		大町市		北アルプス成年後見支援センター		0261-22-1550		398-0002		大町市大町1129番地　		大町市総合福祉センター２階		https://www.omachishakyo.org/seikatsu-shien/seinenkouken.html

		池田町

		松川村

		白馬村

		小谷村

		茅野市		茅野市・富士見町・原村 成年後見支援センター		0266-73-4431		391-0002		茅野市塚原二丁目5番45号		茅野市ひと・まちプラザ2階		https://www.sharara.or.jp/jigyo/kouken/

		富士見町

		原村

		塩尻市		塩尻市成年後見支援センター シオジリシ		0263-52-2795		399-0786		塩尻市大門六番町4番6号　		保健福祉センター内		http://www.shiojirishakyo.or.jp/publics/index/151/

		佐久市		さく成年後見支援センター		0267-64-5255		385-0043		佐久市取出町183番地　		野沢会館内		http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/

		小海町

		川上村

		南牧村

		南相木村

		北相木村

		佐久穂町

		軽井沢町

		御代田町

		立科町

		千曲市		千曲市成年後見支援センター		026-276-2687		389-0804		千曲市大字戸倉 2388				http://www.chikuma-shakyo.jp/trouble/pdf/center1808.pdf

		坂城町		坂城町成年後見支援センター サカキマチ セイネン コウケン シエン		0268-82-2551		389-0602		埴科郡坂城町大字中之条2225				http://ssakaki.com/nichijyou/nichijyou02









































































































































































































































































































































































●岐阜県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
諏訪市

下諏訪町
小諸市 さく成年後見支援センター 0267-64-5255 385-0043 佐久市取出町183番地 野沢会館内 http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
中野市
飯山市

山ノ内町
木島平村

野沢温泉村
栄村

大町市
池田町
松川村
白馬村
小谷村
茅野市

富士見町
原村

塩尻市 塩尻市成年後見支援センター 0263-52-2795 399-0786 塩尻市大門六番町4番6号 保健福祉センター内 http://www.shiojirishakyo.or.jp/publics/index/151/
佐久市
小海町
川上村
南牧村

南相木村
北相木村
佐久穂町
軽井沢町
御代田町
立科町

諏訪市・下諏訪町成年後見支援セン
ター

0266-54-2155 392-0024 諏訪市小和田19番3号
諏訪市総合福祉センター
「湯小路いきいき元気館」

https://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=117
90&super_genre=2&kiji_list=result.jsp

https://fukushi-mnet.org/

北アルプス成年後見支援センター 0261-22-1550 398-0002 大町市大町1129番地
大町市総合福祉センター２
階

https://www.omachishakyo.org/seikatsu-
shien/seinenkouken.html

北信圏域権利擁護センター 0269-26-2266 383-0022 中野市中央１-４-１９ 中野庁舎３階

https://www.sharara.or.jp/jigyo/kouken/

さく成年後見支援センター 0267-64-5255 385-0043 佐久市取出町183番地 野沢会館内 http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/

茅野市・富士見町・原村 成年後見
支援センター

0266-73-4431 391-0002 茅野市塚原二丁目5番45号
茅野市ひと・まちプラザ2
階
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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

		長野市		長野市成年後見支援センター		026-225-0153		380-0813		長野市大字鶴賀緑町1714-5長野市ふれあい福祉センター内		長野市ふれあい福祉センター内		https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center

		松本市		成年後見支援センターかけはし		0263-88-6699		390-1702		松本市梓川梓２２８８番地３　		松本市役所梓川支所２階		http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php

		安曇野市

		麻績村

		生坂村

		山形村

		朝日村

		筑北村

		上田市		上小圏域成年後見支援センター		0268-27-2025		386-0012		上田市中央三丁目5番1号				https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897

		東御市

		青木村

		長和町

		岡谷市		岡谷市成年後見支援センター		0266-24-2121		394-0081		岡谷市長地権現町四丁目11番50号				http://www.okaya-shakyo.or.jp/index.php?page_id=189

		諏訪市		諏訪市・下諏訪町成年後見支援センター		0266-54-2155		392-0024		諏訪市小和田19番3号  		諏訪市総合福祉センター「湯小路いきいき元気館」		https://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=11790&super_genre=2&kiji_list=result.jsp

		下諏訪町

		小諸市		さく成年後見支援センター		0267-64-5255		385-0043		佐久市取出町183番地　		野沢会館内		http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/

		中野市		北信圏域権利擁護センター		0269-26-2266		383-0022		中野市中央１-４-１９　		中野庁舎３階		https://fukushi-mnet.org/

		飯山市

		山ノ内町

		木島平村

		野沢温泉村

		栄村

		大町市		北アルプス成年後見支援センター		0261-22-1550		398-0002		大町市大町1129番地　		大町市総合福祉センター２階		https://www.omachishakyo.org/seikatsu-shien/seinenkouken.html

		池田町

		松川村

		白馬村

		小谷村

		茅野市		茅野市・富士見町・原村 成年後見支援センター		0266-73-4431		391-0002		茅野市塚原二丁目5番45号		茅野市ひと・まちプラザ2階		https://www.sharara.or.jp/jigyo/kouken/

		富士見町

		原村

		塩尻市		塩尻市成年後見支援センター シオジリシ		0263-52-2795		399-0786		塩尻市大門六番町4番6号　		保健福祉センター内		http://www.shiojirishakyo.or.jp/publics/index/151/

		佐久市		さく成年後見支援センター		0267-64-5255		385-0043		佐久市取出町183番地　		野沢会館内		http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/

		小海町

		川上村

		南牧村

		南相木村

		北相木村

		佐久穂町

		軽井沢町

		御代田町

		立科町

		千曲市		千曲市成年後見支援センター		026-276-2687		389-0804		千曲市大字戸倉 2388				http://www.chikuma-shakyo.jp/trouble/pdf/center1808.pdf

		坂城町		坂城町成年後見支援センター サカキマチ セイネン コウケン シエン		0268-82-2551		389-0602		埴科郡坂城町大字中之条2225				http://ssakaki.com/nichijyou/nichijyou02









































































































































































































































































































































































●静岡県

●岐阜県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

瑞穂市 瑞穂市地域包括支援センター 058-327-4118 501-0222 瑞穂市別府1283番地 瑞穂市総合センター１階
https://www.mizuho-shakyo.org/高齢者-1/地域包括支援
センター/

中津川市
恵那市

多治見市
瑞浪市
土岐市
飛騨市 0577-73-3214 509-4221 岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1-66 http://www.hidasi-syakyo.net/wordpress/page-1953/

東濃成年後見センター 0572-22-6248 507-0041 多治見市太平町2-39-1 https://tonou-kouken.com/

東濃成年後見センター　中津川・恵
那事務所

0573-65-6803
508−
0032

中津川市栄町1番1号 にぎわいプラザ　6階 https://tonou-kouken.com/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

沼津市 055-922-1500 410-0032 静岡県沼津市日の出町1-15
サンウェルぬまづ（ぬまづ
健康福祉プラザ）内

http://numazu-shakyo.jp/soudan.html#bengo

熱海市 熱海市成年後見センター 0557-86-6339 413-0015 熱海市中央町１−２６
熱海市総合福祉センター２
Ｆ

https://fujishishakyo.com/富士市成年後見支援センター/

島田市 島田市成年後見支援センター 0547-35-6244 427-0056 島田市大津通2番の1 https://www.shimada-shakyo.jp/counsel/guardianship/
富士市 富士市成年後見支援センター 0545-64-6010 416-8558 富士市本市場４３２−１ 富士市フィランセ東館２階

藤枝市 藤枝市成年後見支援センター 054-667-2940 421-1131 藤枝市岡部町内谷1400-1
藤枝市福祉センターきすみ
れ

http://www.fujiedashakyo.jp/information/cat67/

下田市 0558-22-3294 415-0024 下田市 4丁目1−1 下田市総合福祉会館
https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=1001&a
=17535

焼津市
小山町

https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=1001&a
=17535

0558-22-3294 415-0024 下田市 4丁目1−1

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

千曲市 千曲市成年後見支援センター 026-276-2687 389-0804 千曲市大字戸倉 2388
http://www.chikuma-
shakyo.jp/trouble/pdf/center1808.pdf

坂城町 坂城町成年後見支援センター 0268-82-2551 389-0602 埴科郡坂城町大字中之条2225 http://ssakaki.com/nichijyou/nichijyou02


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

		瑞穂市		瑞穂市地域包括支援センター		058-327-4118		501-0222		瑞穂市別府1283番地		瑞穂市総合センター１階		https://www.mizuho-shakyo.org/高齢者-1/地域包括支援センター/

		中津川市		東濃成年後見センター　中津川・恵那事務所		0573-65-6803		508－0032		中津川市栄町1番1号　		にぎわいプラザ　6階		https://tonou-kouken.com/

		恵那市

		多治見市		東濃成年後見センター		0572-22-6248		507-0041		多治見市太平町2-39-1				https://tonou-kouken.com/

		瑞浪市

		土岐市

		飛騨市				0577-73-3214		509-4221		岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1-66 ギフケン ヒダ シ フルカワ チョウ ワカミヤ ニチョウメ				http://www.hidasi-syakyo.net/wordpress/page-1953/
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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

		沼津市				055-922-1500		410-0032		静岡県沼津市日の出町1-15		サンウェルぬまづ（ぬまづ健康福祉プラザ）内		http://numazu-shakyo.jp/soudan.html#bengo

		熱海市		熱海市成年後見センター アタミシ セイネン コウケン		0557-86-6339		413-0015		熱海市中央町１－２６　		熱海市総合福祉センター２Ｆ アタミシ		https://fujishishakyo.com/富士市成年後見支援センター/

		島田市		島田市成年後見支援センター		0547-35-6244		427-0056		島田市大津通2番の1				https://www.shimada-shakyo.jp/counsel/guardianship/

		富士市		富士市成年後見支援センター		0545-64-6010		416-8558		富士市本市場４３２－１		富士市フィランセ東館２階

		藤枝市		藤枝市成年後見支援センター		054-667-2940		421-1131		藤枝市岡部町内谷1400-1  		藤枝市福祉センターきすみれ		http://www.fujiedashakyo.jp/information/cat67/

		下田市				0558-22-3294		415-0024		下田市 4丁目1−1		下田市総合福祉会館		https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=1001&a=17535

		焼津市 ヤイヅシ				0558-22-3294		415-0024		下田市 4丁目1−1				https://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=1001&a=17535

		小山町 オヤマチョウ
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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

		長野市		長野市成年後見支援センター		026-225-0153		380-0813		長野市大字鶴賀緑町1714-5長野市ふれあい福祉センター内		長野市ふれあい福祉センター内		https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center

		松本市		成年後見支援センターかけはし		0263-88-6699		390-1702		松本市梓川梓２２８８番地３　		松本市役所梓川支所２階		http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php

		安曇野市

		麻績村

		生坂村

		山形村

		朝日村

		筑北村

		上田市		上小圏域成年後見支援センター		0268-27-2025		386-0012		上田市中央三丁目5番1号				https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897

		東御市

		青木村

		長和町

		岡谷市		岡谷市成年後見支援センター		0266-24-2121		394-0081		岡谷市長地権現町四丁目11番50号				http://www.okaya-shakyo.or.jp/index.php?page_id=189

		諏訪市		諏訪市・下諏訪町成年後見支援センター		0266-54-2155		392-0024		諏訪市小和田19番3号  		諏訪市総合福祉センター「湯小路いきいき元気館」		https://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=11790&super_genre=2&kiji_list=result.jsp

		下諏訪町

		小諸市		さく成年後見支援センター		0267-64-5255		385-0043		佐久市取出町183番地　		野沢会館内		http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/

		中野市		北信圏域権利擁護センター		0269-26-2266		383-0022		中野市中央１-４-１９　		中野庁舎３階		https://fukushi-mnet.org/

		飯山市

		山ノ内町

		木島平村

		野沢温泉村

		栄村

		大町市		北アルプス成年後見支援センター		0261-22-1550		398-0002		大町市大町1129番地　		大町市総合福祉センター２階		https://www.omachishakyo.org/seikatsu-shien/seinenkouken.html

		池田町

		松川村

		白馬村

		小谷村

		茅野市		茅野市・富士見町・原村 成年後見支援センター		0266-73-4431		391-0002		茅野市塚原二丁目5番45号		茅野市ひと・まちプラザ2階		https://www.sharara.or.jp/jigyo/kouken/

		富士見町

		原村

		塩尻市		塩尻市成年後見支援センター シオジリシ		0263-52-2795		399-0786		塩尻市大門六番町4番6号　		保健福祉センター内		http://www.shiojirishakyo.or.jp/publics/index/151/

		佐久市		さく成年後見支援センター		0267-64-5255		385-0043		佐久市取出町183番地　		野沢会館内		http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/

		小海町

		川上村

		南牧村

		南相木村

		北相木村

		佐久穂町

		軽井沢町

		御代田町

		立科町

		千曲市		千曲市成年後見支援センター		026-276-2687		389-0804		千曲市大字戸倉 2388				http://www.chikuma-shakyo.jp/trouble/pdf/center1808.pdf

		坂城町		坂城町成年後見支援センター サカキマチ セイネン コウケン シエン		0268-82-2551		389-0602		埴科郡坂城町大字中之条2225				http://ssakaki.com/nichijyou/nichijyou02









































































































































































































































































































































































●愛知県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

岡崎市 岡崎市成年後見支援センター 0564-47-8760 444-0802 岡崎市美合町五本松68番地12
岡崎市社会福祉センター3
階

半田市
常滑市
東海市
大府市
知多市

阿久比町
東浦町

南知多町
美浜町
武豊町

春日井市 高齢者・障がい者権利擁護センター 0568-82-9232 486-0857 春日井市浅山町一丁目２番61号 総合福祉センター内 https://www.haru-syafuku.or.jp/service/service14

豊川市 豊川市成年後見支援センター 0533-83-6377 442-0068 豊川市諏訪３丁目２４２番地
豊川市社会福祉会館「ウィ
ズ豊川」内

http://www.toyokawa-shakyo.or.jp/h_unei/seinen.html

碧南市 碧南市成年後見支援センター 0566-46-3701 447-0869 碧南市山神町8丁目35番地 https://www.hekinan-shakyo.jp/seinen_koken.html

刈谷市 成年後見支援センター 0566-23-6954 448-0024 刈谷市下重原町3−120
http://www.kariyashi.jp/施設・事業所ご案内/成年後見支
援センター-2-2/

安城市 生活相談係 0566-77-0284 446-0046 安城市赤松町大北78番地4 社会福祉会館内
https://www.anjo-
syakyo.or.jp/welfare/homeassistance/page04

西尾市 成年後見センター 0563-56-5900 445-0852 西尾市花ノ木町2丁目1番地 西尾市総合福祉センター内
http://nishio-
shakyo.sakura.ne.jp/businessservice/lifesupport/seinen/

蒲郡市 蒲郡市成年後見センター 0533-69-3911 443-0056 蒲郡市神明町18番4号 蒲郡市勤労福祉会館内
http://www.sangyou.nrc.gamagori.aichi.jp/syafuku/seine
n.html

江南市 江南市成年後見センター 0587-81-8577 483-8279 江南市古知野町宮裏１２１番地 老人福祉センター内 https://www.konan-shakyo.or.jp/service/?page_id=57

新城市 新城市成年後見支援センター 0536-24-9811 441-1363 愛知県新城市東沖野２０−１２ しんしろ福祉会館内
http://www.shinshiroshakyo.or.jp/sodan_seinenkoken.ht
ml

http://chita-kouken.com/知多地域成年後見センター 0562-39-2663 478-0047 知多市緑町32番地の6 知多市福祉活動センター内


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

		岡崎市		岡崎市成年後見支援センター		0564-47-8760		444-0802		岡崎市美合町五本松68番地12		岡崎市社会福祉センター3階

		半田市		知多地域成年後見センター		0562-39-2663		478-0047		知多市緑町32番地の6		知多市福祉活動センター内		http://chita-kouken.com/

		常滑市

		東海市

		大府市

		知多市

		阿久比町

		東浦町

		南知多町

		美浜町

		武豊町

		春日井市		高齢者・障がい者権利擁護センター		0568-82-9232		486-0857		春日井市浅山町一丁目２番61号		総合福祉センター内		https://www.haru-syafuku.or.jp/service/service14

		豊川市		豊川市成年後見支援センター		0533-83-6377		442-0068		豊川市諏訪３丁目２４２番地		豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」内		http://www.toyokawa-shakyo.or.jp/h_unei/seinen.html

		碧南市		碧南市成年後見支援センター		0566-46-3701		447-0869		碧南市山神町8丁目35番地 				https://www.hekinan-shakyo.jp/seinen_koken.html

		刈谷市		成年後見支援センター		0566-23-6954		448-0024		刈谷市下重原町3－120				http://www.kariyashi.jp/施設・事業所ご案内/成年後見支援センター-2-2/

		安城市		生活相談係		0566-77-0284		446-0046		安城市赤松町大北78番地4  		社会福祉会館内		https://www.anjo-syakyo.or.jp/welfare/homeassistance/page04

		西尾市		成年後見センター		0563-56-5900		445-0852		西尾市花ノ木町2丁目1番地 		西尾市総合福祉センター内		http://nishio-shakyo.sakura.ne.jp/businessservice/lifesupport/seinen/

		蒲郡市		蒲郡市成年後見センター		0533-69-3911		443-0056		蒲郡市神明町18番4号 		蒲郡市勤労福祉会館内		http://www.sangyou.nrc.gamagori.aichi.jp/syafuku/seinen.html

		江南市		江南市成年後見センター		0587-81-8577		483-8279		江南市古知野町宮裏１２１番地		老人福祉センター内		https://www.konan-shakyo.or.jp/service/?page_id=57

		新城市		新城市成年後見支援センター		0536-24-9811		441-1363		愛知県新城市東沖野２０−１２		しんしろ福祉会館内 フクシカイ		http://www.shinshiroshakyo.or.jp/sodan_seinenkoken.html

		知立市		成年後見支援センター		0566-45-7325		472-0012		知立市八ツ田町泉43番地		知立市福祉の里八ツ田内		http://www.chiryu-shakyo.or.jp/seinenkouken.html

		高浜市		高浜市権利擁護支援センター タカハマシ ケンリ ヨウゴ シエン		0566-52-2002		444-1334		高浜市春日町五丁目165番地  		いきいき広場2階		http://www.takahama-shakyo.or.jp/5seikatu/top.html

		岩倉市		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		小牧市小牧5－407　		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/ご案内%ef%bc%88事業概要%ef%bc%89/

		大口町

		扶桑町

		田原市		田原市成年後見センター タハラシ		0531-23-0610		441-3422		田原市赤石二丁目２番地  		田原市田原福祉センター内		http://tahara-shakyo.or.jp/koken/center.htm

		弥富市 ヤトミシ		海部南部権利擁護センター アマ ナンブ ケンリ ヨウゴ		0567-69-8181		490-1405		弥富市神戸三丁目25番地 ヤトミシ コウベ ３チョウメ バンチ		弥富市十四山支所内 ヤトミシ ジュウシヤマ シショ ナイ		http://amanankenri.net/

		蟹江町 カニエチョウ

		飛島村 トビシマムラ









































































































































































































































































































































http://amanankenri.net/



●三重県

●滋賀県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
知立市 成年後見支援センター 0566-45-7325 472-0012 知立市八ツ田町泉43番地 知立市福祉の里八ツ田内 http://www.chiryu-shakyo.or.jp/seinenkouken.html
高浜市 高浜市権利擁護支援センター 0566-52-2002 444-1334 高浜市春日町五丁目165番地 いきいき広場2階 http://www.takahama-shakyo.or.jp/5seikatu/top.html
岩倉市
大口町
扶桑町
田原市 田原市成年後見センター 0531-23-0610 441-3422 田原市赤石二丁目２番地 田原市田原福祉センター内 http://tahara-shakyo.or.jp/koken/center.htm
弥富市
蟹江町
飛島村

https://owarihokubu-kenriyougo.net/ご案内%ef%bc%88
事業概要%ef%bc%89/

海部南部権利擁護センター 0567-69-8181 490-1405 弥富市神戸三丁目25番地 弥富市十四山支所内 http://amanankenri.net/

尾張北部権利擁護支援センター 0568-74-5888 485-0041 小牧市小牧5−407 ふれあいセンター2階

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
津市 津市成年後見サポートセンター 059-246-1165 514-0027 津市大門7-15 津センターパレス３階 http://www.tsu-shakyo.or.jp/welfare/kouken.html

四日市市 四日市日常生活自立支援センター 059-354-2433 510-0085 四日市市諏訪町2-2 四日市市総合会館2階
https://yokkaichi-shakyo.or.jp/elderly-welfare/e04/ 三重
県四日市市諏訪町２－２

鈴鹿市 鈴鹿市後見サポートセンターみらい 059-373-5737 513-0801 鈴鹿市神戸地子町383-1 鈴鹿市社会福祉センター内 https://www.suzuka-shakyo.or.jp/fukushi/mirai.html
松阪市 松阪市成年後見センター 0598-31-3001 515-0073 松阪市殿町1563 松阪市福祉会館２階 https://matsusakawel.com/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
大津市 大津市権利擁護サポートセンター 077-523-7558 520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階 https://npo-asagao.com/kenriyogo.html

近江八幡市
東近江市
日野町
竜王町
草津市
守山市
栗東市
野洲市

http://glow.or.jp/facility/東近江市青年後見サポートセン
ターe-sora/

東近江圏域成年後見サポートセン
ターE-SORA（いいそら）

0748-46-8128 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦4837-2

成年後見センターもだま 077-598-0246 525-0027 草津市野村８丁目５−１９ サニーハイツピア105号室 http://www.modama.info/
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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

		岡崎市		岡崎市成年後見支援センター		0564-47-8760		444-0802		岡崎市美合町五本松68番地12		岡崎市社会福祉センター3階

		半田市		知多地域成年後見センター		0562-39-2663		478-0047		知多市緑町32番地の6		知多市福祉活動センター内		http://chita-kouken.com/

		常滑市

		東海市

		大府市

		知多市

		阿久比町

		東浦町

		南知多町

		美浜町

		武豊町

		春日井市		高齢者・障がい者権利擁護センター		0568-82-9232		486-0857		春日井市浅山町一丁目２番61号		総合福祉センター内		https://www.haru-syafuku.or.jp/service/service14

		豊川市		豊川市成年後見支援センター		0533-83-6377		442-0068		豊川市諏訪３丁目２４２番地		豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」内		http://www.toyokawa-shakyo.or.jp/h_unei/seinen.html

		碧南市		碧南市成年後見支援センター		0566-46-3701		447-0869		碧南市山神町8丁目35番地 				https://www.hekinan-shakyo.jp/seinen_koken.html

		刈谷市		成年後見支援センター		0566-23-6954		448-0024		刈谷市下重原町3－120				http://www.kariyashi.jp/施設・事業所ご案内/成年後見支援センター-2-2/

		安城市		生活相談係		0566-77-0284		446-0046		安城市赤松町大北78番地4  		社会福祉会館内		https://www.anjo-syakyo.or.jp/welfare/homeassistance/page04

		西尾市		成年後見センター		0563-56-5900		445-0852		西尾市花ノ木町2丁目1番地 		西尾市総合福祉センター内		http://nishio-shakyo.sakura.ne.jp/businessservice/lifesupport/seinen/

		蒲郡市		蒲郡市成年後見センター		0533-69-3911		443-0056		蒲郡市神明町18番4号 		蒲郡市勤労福祉会館内		http://www.sangyou.nrc.gamagori.aichi.jp/syafuku/seinen.html

		江南市		江南市成年後見センター		0587-81-8577		483-8279		江南市古知野町宮裏１２１番地		老人福祉センター内		https://www.konan-shakyo.or.jp/service/?page_id=57

		新城市		新城市成年後見支援センター		0536-24-9811		441-1363		愛知県新城市東沖野２０−１２		しんしろ福祉会館内 フクシカイ		http://www.shinshiroshakyo.or.jp/sodan_seinenkoken.html

		知立市		成年後見支援センター		0566-45-7325		472-0012		知立市八ツ田町泉43番地		知立市福祉の里八ツ田内		http://www.chiryu-shakyo.or.jp/seinenkouken.html

		高浜市		高浜市権利擁護支援センター タカハマシ ケンリ ヨウゴ シエン		0566-52-2002		444-1334		高浜市春日町五丁目165番地  		いきいき広場2階		http://www.takahama-shakyo.or.jp/5seikatu/top.html

		岩倉市		尾張北部権利擁護支援センター		0568-74-5888		485-0041		小牧市小牧5－407　		ふれあいセンター2階		https://owarihokubu-kenriyougo.net/ご案内%ef%bc%88事業概要%ef%bc%89/

		大口町

		扶桑町

		田原市		田原市成年後見センター タハラシ		0531-23-0610		441-3422		田原市赤石二丁目２番地  		田原市田原福祉センター内		http://tahara-shakyo.or.jp/koken/center.htm

		弥富市 ヤトミシ		海部南部権利擁護センター アマ ナンブ ケンリ ヨウゴ		0567-69-8181		490-1405		弥富市神戸三丁目25番地 ヤトミシ コウベ ３チョウメ バンチ		弥富市十四山支所内 ヤトミシ ジュウシヤマ シショ ナイ		http://amanankenri.net/

		蟹江町 カニエチョウ

		飛島村 トビシマムラ
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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

		津市		津市成年後見サポートセンター		059-246-1165		514-0027		津市大門7-15 		津センターパレス３階		http://www.tsu-shakyo.or.jp/welfare/kouken.html

		四日市市		四日市日常生活自立支援センター		059-354-2433		510-0085		四日市市諏訪町2-2  		四日市市総合会館2階		https://yokkaichi-shakyo.or.jp/elderly-welfare/e04/ 三重県四日市市諏訪町２－２

		鈴鹿市		鈴鹿市後見サポートセンターみらい		059-373-5737		513-0801		鈴鹿市神戸地子町383-1　		鈴鹿市社会福祉センター内		https://www.suzuka-shakyo.or.jp/fukushi/mirai.html

		松阪市 マツサカシ		松阪市成年後見センター マツサカシ セイネン コウケン		0598-31-3001		515-0073		松阪市殿町1563 マツサカシ トノ マチ		松阪市福祉会館２階 マツサカシ フクシ カイカン カイ		https://matsusakawel.com/



























































































































































































































































































































































































http://www.tsu-shakyo.or.jp/welfare/kouken.htmlhttps://yokkaichi-shakyo.or.jp/elderly-welfare/e04/%20三重県四日市市諏訪町２－２https://www.suzuka-shakyo.or.jp/fukushi/mirai.htmlhttps://matsusakawel.com/


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

		大津市		大津市権利擁護サポートセンター		077-523-7558		520-0047		大津市浜大津四丁目1-1 		明日都浜大津4階		https://npo-asagao.com/kenriyogo.html

		近江八幡市		東近江圏域成年後見サポートセンターE-SORA（いいそら）		0748-46-8128		521-1311		近江八幡市安土町下豊浦4837-2				http://glow.or.jp/facility/東近江市青年後見サポートセンターe-sora/

		東近江市

		日野町

		竜王町

		草津市		成年後見センターもだま		077-598-0246		525-0027		草津市野村８丁目５−１９  		サニーハイツピア105号室		http://www.modama.info/

		守山市

		栗東市

		野洲市

		甲賀市		甲賀・湖南成年後見センターぱんじー		0748-86-6161		520-3308		甲賀市甲南町野田810番地 		甲南第一地域市民センター		http://pan-g.com/

		湖南市

		高島市		高島市成年後見サポートセンター		0740-25-5720		520-1521		高島市新旭町北畑45番地1 		新旭総合福祉センター「やすらぎ荘」内		http://www.takashima-shakyo.or.jp/seinen/index.htm

		米原市		米原市権利擁護センター		0749-54-3205		521-0023		米原市三吉５７０ 		地域福祉センターゆめホール		https://www.city.maibara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r108RG00001293.html











































































































































































































































































































































































●京都府

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
甲賀市
湖南市

高島市 高島市成年後見サポートセンター 0740-25-5720 520-1521 高島市新旭町北畑45番地1
新旭総合福祉センター「や
すらぎ荘」内

http://www.takashima-shakyo.or.jp/seinen/index.htm

米原市 米原市権利擁護センター 0749-54-3205 521-0023 米原市三吉５７０
地域福祉センターゆめホー
ル

https://www.city.maibara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r108R
G00001293.html

http://pan-g.com/
甲賀・湖南成年後見センターぱん
じー

0748-86-6161 520-3308 甲賀市甲南町野田810番地 甲南第一地域市民センター

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
福知山市 介護あんしん総合センター 0773-24-7073 620-8501 福知山市字内記１３番地の１

南丹市 南丹市権利擁護・成年後見センター 0771-68-0023 622-8651 南丹市園部町小桜町４７番地
南丹市役所4号庁舎（福祉
相談課内）

https://www.city.nantan.kyoto.jp

●大阪府

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

岸和田市 権利擁護センター「ほっとネット」 072-439-8241 596-0076 岸和田市野田町１－５－５
市立福祉総合センター２階
事務室

http://www.syakyo.or.jp/kenriyogo.html

八尾市 権利擁護センター 072-924-0957 581-0003 八尾市本町 2-4-10
http://yaosyakyo.org/yaosya/?info-
cat=%e6%a8%a9%e5%88%a9%e6%93%81%e8%ad%b7%e
3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc

泉佐野市 泉佐野市権利擁護支援センター 072-464-2259 598-0007 泉佐野市上町1-2-9
https://izumisanoshakyo.or.jp/wp-
content/uploads/46d1e11414e4a9e8bc71a326776a7797.
pdf


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

		大津市		大津市権利擁護サポートセンター		077-523-7558		520-0047		大津市浜大津四丁目1-1 		明日都浜大津4階		https://npo-asagao.com/kenriyogo.html

		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 番 34 号 		長浜市地域福祉センター内 チイキ		http://www.nagahama-shakyo.or.jp/what/2/pdf/h29_shiori.pdf

		近江八幡市		東近江圏域成年後見サポートセンターE-SORA（いいそら）		0748-46-8128		521-1311		近江八幡市安土町下豊浦4837-2				http://glow.or.jp/facility/東近江市青年後見サポートセンターe-sora/

		東近江市

		日野町

		竜王町

		草津市		成年後見センターもだま		077-598-0246		525-0027		草津市野村８丁目５−１９  		サニーハイツピア105号室		http://www.modama.info/

		守山市

		栗東市

		野洲市

		甲賀市		甲賀・湖南成年後見センターぱんじー		0748-86-6161		520-3308		甲賀市甲南町野田810番地 		甲南第一地域市民センター		http://pan-g.com/

		湖南市

		高島市		高島市成年後見サポートセンター		0740-25-5720		520-1521		高島市新旭町北畑45番地1 		新旭総合福祉センター「やすらぎ荘」内		http://www.takashima-shakyo.or.jp/seinen/index.htm

		米原市		米原市権利擁護センター		0749-54-3205		521-0023		米原市三吉５７０ 		地域福祉センターゆめホール		https://www.city.maibara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r108RG00001293.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

		福知山市		介護あんしん総合センター カイゴ ソウゴウ		0773-24-7073		620-8501		福知山市字内記１３番地の１　

		南丹市 ナンタンシ		南丹市権利擁護・成年後見センター ナンタンシ ケンリ ヨウゴ セイネン コウケン		0771-68-0023		622-8651		南丹市園部町小桜町４７番地 ナンタンシ ソノベチョウ コサクラ チョウ バンチ		南丹市役所4号庁舎（福祉相談課内） ナンタンシ ヤクショ ゴウ チョウシャ フクシ ソウダン カ ナイ		https://www.city.nantan.kyoto.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

		岸和田市		権利擁護センター「ほっとネット」		072-439-8241		596-0076		岸和田市野田町１－５－５ キシワダ		市立福祉総合センター２階事務室		http://www.syakyo.or.jp/kenriyogo.html

		八尾市		権利擁護センター		072-924-0957		581-0003		八尾市本町 2-4-10				http://yaosyakyo.org/yaosya/?info-cat=%e6%a8%a9%e5%88%a9%e6%93%81%e8%ad%b7%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc

		泉佐野市		泉佐野市権利擁護支援センター		072-464-2259		598-0007		泉佐野市上町1-2-9 				https://izumisanoshakyo.or.jp/wp-content/uploads/46d1e11414e4a9e8bc71a326776a7797.pdf































































































































































































































































































































































































●兵庫県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

神戸市 神戸市成年後見支援センター 078-271-5321 651-0086 神戸市中央区磯上通 3-1-32
こうべ市民福祉交流セン
ター

https://www.with-kobe.or.jp/detail/seinenkouken/

北部成年後見等支援センター 06-4950-0614 661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1-1
塚口さんさんタウン1番館
5階　尼崎市北部保健福祉
センター内

http://amasyakyo.jp/consultation/seinenkouken/

南部成年後見等支援センター 06-6415-6291 660-0876 尼崎市竹谷町2丁目183番地
出屋敷リベル5階　尼崎市
南部保健福祉センター内

http://amasyakyo.jp/consultation/seinenkouken/

西宮市
西宮市高齢者・障害者権利擁護支援
センター

0798-37-0024 662-0913 西宮市染殿町8-17
西宮市総合福祉センター3
階

https://www.nishi.or.jp/access/fukushishisetsu/shogaish
a/koreiyogocenter.html

洲本市 権利擁護デスク 0799-26-0022 656-0024 洲本市山手二丁目2-26 洲本市総合福祉会館内 http://www.sumoto-wel.or.jp/k-desk.html

宝塚市
宝塚市高齢者・障がい者権利擁護支
援センター

0797-26-6828 665-0867 宝塚市売布東の町１２―９ こむの事業所内
http://voila-
cafe.sakura.ne.jp/syakyou/syougaikenriyougo.html

三木市 三木市成年後見支援センター 0794-83-0226 673-0413 三木市大塚1丁目6番40号 総合保健福祉センター2階 http://www.miki.or.jp/welfa/AGsupport.html

川西市
川西市成年後見支援センター＂かけ
はし＂

072-764-6110 666-0017 川西市火打1丁目12番16号
キセラ川西プラザ 福祉棟1
階

http://www.k-shakyo.or.jp/kakehashi-2/

三田市
三田市権利擁護・成年後見支援セン
ター

079-550-9004 669-1514 三田市川除675
三田市総合福祉保健セン
ター1階

http://www.sanda-shakyo.or.jp/service/kenri.html

加古川市 加古川市成年後見支援センター 079-441-8156 675-8577 加古川市加古川町寺家町177-12 加古川市総合福祉会館１階
http://www.kakogawa-
shakyo.jp/guardianship_support.html

尼崎市

●奈良県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
上牧町
王寺町
広陵町 0745-55-1001 635-8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583-1 http://www.town.koryo.nara.jp/

http://web1.kcn.jp/nanatsuboshi/権利擁護支援センターななつぼし 0745-72-2390 636-0822
生駒郡三郷町立野南２丁目９番１３−５
０５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

		神戸市		神戸市成年後見支援センター		078-271-5321		651-0086		神戸市中央区磯上通 3-1-32 		こうべ市民福祉交流センター		https://www.with-kobe.or.jp/detail/seinenkouken/

		尼崎市		北部成年後見等支援センター ホクブ		06-4950-0614		661-0012		尼崎市南塚口町2丁目1-1　		塚口さんさんタウン1番館5階　尼崎市北部保健福祉センター内		http://amasyakyo.jp/consultation/seinenkouken/

				南部成年後見等支援センター		06-6415-6291		660-0876		尼崎市竹谷町2丁目183番地　		出屋敷リベル5階　尼崎市南部保健福祉センター内		http://amasyakyo.jp/consultation/seinenkouken/

		西宮市		西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センター		0798-37-0024		662-0913		西宮市染殿町8-17　		西宮市総合福祉センター3階 カイ		https://www.nishi.or.jp/access/fukushishisetsu/shogaisha/koreiyogocenter.html

		洲本市		権利擁護デスク		0799-26-0022		656-0024		洲本市山手二丁目2-26　		洲本市総合福祉会館内		http://www.sumoto-wel.or.jp/k-desk.html

		宝塚市		宝塚市高齢者・障がい者権利擁護支援センター		0797-26-6828		665-0867		宝塚市売布東の町１２―９		こむの事業所内		http://voila-cafe.sakura.ne.jp/syakyou/syougaikenriyougo.html

		三木市		三木市成年後見支援センター		0794-83-0226 		673-0413		三木市大塚1丁目6番40号　		総合保健福祉センター2階		http://www.miki.or.jp/welfa/AGsupport.html

		川西市		川西市成年後見支援センター＂かけはし＂		072-764-6110　		666-0017		川西市火打1丁目12番16号　		キセラ川西プラザ 福祉棟1階		http://www.k-shakyo.or.jp/kakehashi-2/

		三田市		三田市権利擁護・成年後見支援センター		079-550-9004		669-1514		三田市川除675　		三田市総合福祉保健センター1階		http://www.sanda-shakyo.or.jp/service/kenri.html

		加古川市 カコガワ シ		加古川市成年後見支援センター カコガワシ セイネン コウケン シエン		079-441-8156		675-8577		加古川市加古川町寺家町177-12 カコガワシ カコガワ チョウ ジケマチ		加古川市総合福祉会館１階 カコガワシ ソウゴウ フクシ カイカン カイ		http://www.kakogawa-shakyo.jp/guardianship_support.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

		平群町		権利擁護支援センターななつぼし		0745-72-2390		636-0822		生駒郡三郷町立野南２丁目９番１３－５０５号				http://web1.kcn.jp/nanatsuboshi/

		三郷町

		斑鳩町

		安堵町

		上牧町

		王寺町

		広陵町				0745-55-1001		635-8515		奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583-1 ナラケン キタ カツ シロ グン コウリョウチョウ オオジ ミナミ ゴウ				http://www.town.koryo.nara.jp/

























































































































































































































































































































































































●鳥取県

●和歌山県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
田辺市 権利擁護支援センターたなべ 0739-24-8611 646-0028 田辺市高雄一丁目23番1号 田辺市民総合センター内

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
米子市
境港市

日吉津村
大山町
南部町
伯耆町
日南町
日野町
江府町

智頭町 0858-75-2326 689-1402 八頭郡智頭町大字智頭1875番地
保健・医療・福祉総合セン
ターほのぼの内

http://www1.town.chizu.tottori.jp/syakyo/

西部後見サポートセンターうえるか
む

0859-21-5092 683-0811 米子市錦町1丁目139−3
米子市福祉保健総合セン
ター「ふれあいの里」

https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm

●島根県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
出雲市 いずも権利擁護センター 0853-25-0955 693-0001 出雲市今市町543 出雲市社会福祉センター内 https://www.izumoshakyo.jp/work005/
益田市 生活支援課 0856-22-7256 698-0036 益田市須子町３−１ 益田市総合福祉センター内 http://masuda-shakyou.or.jp/publics/index/195/

大田市 大田市成年後見支援センター 0854-82-0091 694-0064 大田市大田町大田イ１２８ 市民センター2階
http://www.ohda-
shakyo.jp/project/consultation/ohdakokensiensenta.html

雲南市 権利擁護センター 0854-45-9888 690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋1212-3
雲南市三刀屋健康福祉セン
ター

http://unnanshakyo.jp

邑南町 邑南町権利擁護センター 0855-84-0332 696-0406 邑智郡邑南町高見485番地1 邑南町社会福祉協議会内 http://ohnan-shakyo.or.jp/publics/index/37/
西ノ島町 08514-6-0101 684-0211 島根県隠岐郡西ノ島町浦郷534 http://www.town.nishinoshima.shimane.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

		田辺市 タナベシ		権利擁護支援センターたなべ		0739-24-8611		646-0028		田辺市高雄一丁目23番1号 タナベシ タカオ イッチョウメ バン ゴウ		田辺市民総合センター内 タナベ シミン ソウゴウ ナイ




































































































































































































































































































































































































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

		米子市		西部後見サポートセンターうえるかむ セイブ コウケン		0859-21-5092		683-0811		米子市錦町1丁目139－3		米子市福祉保健総合センター「ふれあいの里」 ヨナゴシ フクシ ホケン ソウゴウ サト		https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm

		境港市

		日吉津村

		大山町

		南部町

		伯耆町

		日南町

		日野町

		江府町

		智頭町				0858-75-2326		689-1402		八頭郡智頭町大字智頭1875番地		保健・医療・福祉総合センターほのぼの内		http://www1.town.chizu.tottori.jp/syakyo/















































































































































































































































































































































































https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm


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

		出雲市		いずも権利擁護センター ケンリヨウゴ		0853-25-0955		693-0001		出雲市今市町543		出雲市社会福祉センター内		https://www.izumoshakyo.jp/work005/

		益田市		生活支援課		0856-22-7256		698-0036		益田市須子町３−１　		益田市総合福祉センター内		http://masuda-shakyou.or.jp/publics/index/195/

		大田市		大田市成年後見支援センター		0854-82-0091		694-0064		大田市大田町大田イ１２８ 		市民センター2階		http://www.ohda-shakyo.jp/project/consultation/ohdakokensiensenta.html

		雲南市		権利擁護センター ケンリ ヨウゴ		0854-45-9888		690-2404		雲南市三刀屋町三刀屋1212-3 　		雲南市三刀屋健康福祉センター		http://unnanshakyo.jp

		邑南町		邑南町権利擁護センター		0855-84-0332		696-0406		邑智郡邑南町高見485番地1		邑南町社会福祉協議会内 オオナンチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://ohnan-shakyo.or.jp/publics/index/37/

		西ノ島町				08514-6-0101		684-0211		島根県隠岐郡西ノ島町浦郷534 シマネケン カク キ グン ニシ シマ マチ ウラ ゴウ				http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/























































































































































































































































































































































































http://unnanshakyo.jp/



●岡山県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

津山市
津山市権利擁護センター「らいと☆
おん」

0868-23-7978 708-0004 津山市山北５２０ 津山市総合福祉会館内 http://www.tsuyamasyakyo.or.jp/righton.html

笠岡市 かさおか権利擁護センター 0865-62-5590 714-0098 笠岡市十一番町15番地 笠岡市老人福祉センター内
http://kasaoka.or.jp/jigyou/kourei_shougai/kenri/index.
html

新見市 新見市成年後見相談センター 0867-72-7306 718-0016 新見市金谷640-1 新見市社会福祉協議会内 http://www.shakyo-niimi.jp/soudan/cen-koken.htm

瀬戸内市
瀬戸内市権利擁護センターほっと♡
せとうち

0869-24-7711 701-4246 瀬戸内市邑久町山田庄862-1
瀬戸内市総合福祉センター
内

https://www.setouchisyakyo.or.jp/assets/files/soudan/(
1).pdf

美作市
勝央町
奈義町

西粟倉村
浅口市 あさくち権利擁護推進センター 0865-44-7744 719-0243 浅口市鴨方町鴨方73 https://fukushiasakuchi.net/advocacy/

里庄町 かさおか権利擁護センター 0865-62-5590 714-0098 笠岡市十一番町15番地 笠岡市老人福祉センター内
http://kasaoka.or.jp/jigyou/kourei_shougai/kenri/index.
html

矢掛町
矢掛町権利擁護センター「アイサポ
やかげ」

0866-82-0848 714-1201 小田郡矢掛町矢掛3016番地1 矢掛町社会福祉協議会内 syakyo@town.yakage.lg.jp

鏡野町 鏡野町権利擁護センターみなよく 0868-54-3749 708-0333 岡山県苫田郡鏡野町古川439-1 鏡野地域福祉センター内 http://www.mto.ne.jp/kagaminosyakyo/index.html
美咲町 美咲町権利擁護センター 0868-66-0970 709-3717 久米郡美咲町原田２１５０ 美咲町中央保健センター内 http://www.cyerry.net/~misyamon/jigyoushoukai.html

http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/hoken/shakai/s
ougousoudan/1459931243477.html

美作市権利擁護センター 0868-75-3913 707-0014 美作市北山390番地2

●広島県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

府中市 権利擁護センター せせらぎ 0847-47-1294 726-0011 広島県府中市広谷町919-3
保健福祉総合センター
リ・フレ内

http://fuchu-shakyo.or.jp/service/shien/seseragi/

三次市 権利擁護センターもみじ 0824-63-3340 728-0013 三次市十日市東三丁目１4番１号
三次市福祉保健センター２
階

http://www.miyoshi-shakyo.com/momiji.html

東広島市 権利擁護センター 082-430-8867 739-0003 東広島市西条町土与丸1108
東広島市総合福祉センター
内

https://higashihiroshimashi-syakyo.jp/shien/yougo.html

江田島市 権利擁護センターえたじま 0823-27-8032 737-2302 江田島市能美町鹿川2015番地2 http://etajima-syakyo.org/service/money.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

		津山市		津山市権利擁護センター「らいと☆おん」		0868-23-7978		708-0004		津山市山北５２０　		津山市総合福祉会館内		http://www.tsuyamasyakyo.or.jp/righton.html

		笠岡市		かさおか権利擁護センター		0865-62-5590		714-0098		笠岡市十一番町15番地　 カサオカシ ジュウイチバンチョウ バンチ		笠岡市老人福祉センター内		http://kasaoka.or.jp/jigyou/kourei_shougai/kenri/index.html

		新見市		新見市成年後見相談センター		0867-72-7306		718-0016		新見市金谷640-1 		新見市社会福祉協議会内		http://www.shakyo-niimi.jp/soudan/cen-koken.htm

		瀬戸内市		瀬戸内市権利擁護センターほっと♡せとうち セトウチシ		0869-24-7711		701-4246		瀬戸内市邑久町山田庄862-1		瀬戸内市総合福祉センター内		https://www.setouchisyakyo.or.jp/assets/files/soudan/(1).pdf

		美作市		美作市権利擁護センター		0868-75-3913		707-0014		美作市北山390番地2				http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/hoken/shakai/sougousoudan/1459931243477.html

		勝央町

		奈義町

		西粟倉村

		浅口市		あさくち権利擁護推進センター ケンリ ヨウゴ スイシン		0865-44-7744		719-0243		浅口市鴨方町鴨方73				https://fukushiasakuchi.net/advocacy/

		里庄町		かさおか権利擁護センター		0865-62-5590		714-0098		笠岡市十一番町15番地　 カサオカシ ジュウイチバンチョウ バンチ		笠岡市老人福祉センター内		http://kasaoka.or.jp/jigyou/kourei_shougai/kenri/index.html

		矢掛町 ヤカゲチョウ		矢掛町権利擁護センター「アイサポやかげ」 ヤカゲ		0866-82-0848		714-1201		小田郡矢掛町矢掛3016番地1 オダグン ヤカゲチョウ ヤカゲ バンチ		矢掛町社会福祉協議会内 ヤカゲチョウ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		syakyo@town.yakage.lg.jp

		鏡野町 カガミノチョウ		鏡野町権利擁護センターみなよく カガミノ		0868-54-3749		708-0333		岡山県苫田郡鏡野町古川439-1 オカヤマケン トマタグン カガミノチョウ フルカワ		鏡野地域福祉センター内 カガミノ チイキ フクシ ナイ		http://www.mto.ne.jp/kagaminosyakyo/index.html

		美咲町		美咲町権利擁護センター		0868-66-0970		709-3717		久米郡美咲町原田２１５０		美咲町中央保健センター内 ミサキチョウ チュウオウ ホケン ナイ		http://www.cyerry.net/~misyamon/jigyoushoukai.html
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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

		府中市		権利擁護センター せせらぎ		0847-47-1294		726-0011		広島県府中市広谷町919-3 		保健福祉総合センター　リ・フレ内		http://fuchu-shakyo.or.jp/service/shien/seseragi/

		三次市		権利擁護センターもみじ		0824-63-3340		728-0013		三次市十日市東三丁目１4番１号  		三次市福祉保健センター２階		http://www.miyoshi-shakyo.com/momiji.html

		東広島市		権利擁護センター		082-430-8867		739-0003		東広島市西条町土与丸1108 		東広島市総合福祉センター内		https://higashihiroshimashi-syakyo.jp/shien/yougo.html

		江田島市		権利擁護センターえたじま		0823-27-8032		737-2302		江田島市能美町鹿川2015番地2				http://etajima-syakyo.org/service/money.html

































































































































































































































































































































































































































































































































●徳島県

●山口県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

萩市 萩市権利擁護支援センター 0838-26-4680 758-8555 山口県萩市大字江向510番地
萩市役所　地域包括支援セ
ンター内

https://www.city.hagi.lg.jp/

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

徳島市 徳島市成年後見支援センター 088-679-8678 770-8053 徳島市沖浜東２丁目１６番地 徳島市ふれあい健康館内
https://shakyo.ict-tokushima.jp/tokushima/くらしの相談
支援事業/成年後見支援センター/

阿南市 阿南市権利擁護センター 0884-23-7288 774-0030 阿南市富岡町北通33番地1 阿南ひまわり会館
https://shakyo.ict-
tokushima.jp/anan/index.php?page_id=21

美馬市
美馬市社会福祉協議会権利擁護セン
ター

0883-53-7432 779-3610 美馬市脇町大字脇町1265番地1 美馬市合同会館 https://shakyo.ict-tokushima.jp/mima/project/p13/

海陽町 海陽町権利擁護センター 0884-73-1980 775-0302 海部郡海陽町奥浦字新町４４ 海陽町役場海部庁舎　２階 https://shakyo.ict-tokushima.jp/kaiyo/?page_id=52

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
松山市 松山市権利擁護センター 089-913-9046 790-0808 松山市若草町8-2 松山市総合福祉センター内  https://www.matsuyama-wel.jp/page0208.html

八幡浜市 八幡浜市権利擁護センター 0894-23-2940 796-0010 八幡浜市松柏乙１１０１番地
八幡浜市保健福祉総合セン
ター２階

http://www.yawatahamashi-
syakyo.jp/kenriyougo_center.html

●愛媛県

●高知県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
高知市 高知市成年後見サポートセンター 088-823-9515 780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番45号 総合あんしんセンター３階 https://kochi-csw.or.jp/anxiety

土佐清水市
土佐清水市権利擁護センターらいと
はうす

0880-82-3500 787-0323 土佐清水市寿町１１番９号 社会福祉センター


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

		萩市		萩市権利擁護支援センター ハギシ ケンリ ヨウゴ シエン		0838-26-4680		758-8555		山口県萩市大字江向510番地 ヤマグチケン ハギシ オオジ エ バンチ		萩市役所　地域包括支援センター内 ハギシ ヤクショ チイキ ホウカツ シエン ナイ		https://www.city.hagi.lg.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

		徳島市		徳島市成年後見支援センター		088-679-8678		770-8053		徳島市沖浜東２丁目１６番地　		徳島市ふれあい健康館内		https://shakyo.ict-tokushima.jp/tokushima/くらしの相談支援事業/成年後見支援センター/

		阿南市 アナンシ		阿南市権利擁護センター アナンシ ケンリ ヨウゴ		0884-23-7288		774-0030		阿南市富岡町北通33番地1 アナンシ トミオカチョウ キタ トオ バンチ		阿南ひまわり会館 アナン カイカン		https://shakyo.ict-tokushima.jp/anan/index.php?page_id=21

		美馬市		美馬市社会福祉協議会権利擁護センター		0883-53-7432		779-3610		美馬市脇町大字脇町1265番地1		美馬市合同会館 ミマシ ゴウドウ カイカン		https://shakyo.ict-tokushima.jp/mima/project/p13/

		海陽町		海陽町権利擁護センター カイヨウチョウ ケンリ ヨウゴ		0884-73-1980		775-0302		海部郡海陽町奥浦字新町４４　		海陽町役場海部庁舎　２階		https://shakyo.ict-tokushima.jp/kaiyo/?page_id=52
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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

		松山市		松山市権利擁護センター		089-913-9046		790-0808		松山市若草町8-2		松山市総合福祉センター内		 https://www.matsuyama-wel.jp/page0208.html

		八幡浜市		八幡浜市権利擁護センター		0894-23-2940		796-0010		八幡浜市松柏乙１１０１番地  		八幡浜市保健福祉総合センター２階		http://www.yawatahamashi-syakyo.jp/kenriyougo_center.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

		高知市		高知市成年後見サポートセンター コウ		088-823-9515		780-0850		高知市丸ノ内一丁目7番45号　		総合あんしんセンター３階		https://kochi-csw.or.jp/anxiety

		土佐清水市 トサ シミズシ		土佐清水市権利擁護センターらいとはうす		0880-82-3500		787-0323		土佐清水市寿町１１番９号		社会福祉センター





































































































































































































































































































































































































































































































































●福岡県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
大牟田市 大牟田市社会福祉協議会 0944-57-2535 836-0815 大牟田市瓦町９−３ 総合福祉センター３階 http://www.omshakyo-kizuna.com

久留米市 久留米市成年後見センター 0942-30-2732 830-0027 久留米市長門石1丁目1番34号 市総合福祉センター内
http://www.heartful-
volunteer.net/shiritai/102jigyou/kouken

中間市 なかま成年後見支援センター 093-244-1310 809-0018 中間市通谷一丁目36番10号 ハピネスなかま内 http://nakama-syakyou.jp/publics/index/93/

●佐賀県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP
佐賀市
鹿島市
江北町

鳥栖・三養基地区総合相談支援セン
ター

0942-87-8956 841-0052 鳥栖市宿町1041-3 http://www.tosumiyaki-sodan.or.jp/

上峰地区地域包括支援センター 0952-52-4927 849-0122 三養基郡上峰町大字前牟田１０７番地２ https://otasshakan.com/page/houkatu.html
上峰町

成年後見センター ぱあとなあ 0952-36-5833 849-0935 佐賀市八戸溝1丁目 15-3 http://www.saga-csw.or.jp/partner/

●長崎県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

佐世保市 させぼ成年後見センター 0956-22-1020 857-0028 佐世保市八幡町6-1
http://www.sasebo-
shakyo.or.jp/consultation/trouble/conservator/

対馬市 権利擁護センターつしま 0920-58-1432 817-1201 対馬市豊玉町仁位９４番地５ 豊玉町福祉センター　内
http://tsushima-city-shakyo.jp/wp-
content/uploads/2019/04/930207d0acd73cfe1b7b4f6aca
1a0ee0.pdf

五島市 0959-75-5515 853-0021 長崎県五島市下崎山町699番地 https://sayurikai.jp/
南島原市 南島原成年後見センター 0957-65-2887 859-2121 南島原市有家町石田8番地46 http://www.minashimashakyo.or.jp/publics/index/20/


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

		大牟田市		大牟田市社会福祉協議会		0944-57-2535		836-0815		大牟田市瓦町９－３		総合福祉センター３階		http://www.omshakyo-kizuna.com

		久留米市		久留米市成年後見センター		0942-30-2732		830-0027		久留米市長門石1丁目1番34号 		市総合福祉センター内		http://www.heartful-volunteer.net/shiritai/102jigyou/kouken

		中間市		なかま成年後見支援センター		093-244-1310		809-0018		中間市通谷一丁目36番10号		ハピネスなかま内		http://nakama-syakyou.jp/publics/index/93/


































































































































































































































































































































































































































































































































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

		佐賀市		成年後見センター ぱあとなあ		0952-36-5833		849-0935		佐賀市八戸溝1丁目 15-3				http://www.saga-csw.or.jp/partner/

		鹿島市

		江北町

		上峰町		鳥栖・三養基地区総合相談支援センター		0942-87-8956		841-0052		鳥栖市宿町1041-3				http://www.tosumiyaki-sodan.or.jp/

				上峰地区地域包括支援センター		0952-52-4927		849-0122		三養基郡上峰町大字前牟田１０７番地２				https://otasshakan.com/page/houkatu.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

		佐世保市		させぼ成年後見センター		0956-22-1020		857-0028		佐世保市八幡町6-1				http://www.sasebo-shakyo.or.jp/consultation/trouble/conservator/

		対馬市		権利擁護センターつしま		0920-58-1432		817-1201		対馬市豊玉町仁位９４番地５		豊玉町福祉センター　内		http://tsushima-city-shakyo.jp/wp-content/uploads/2019/04/930207d0acd73cfe1b7b4f6aca1a0ee0.pdf

		五島市				0959-75-5515		853-0021		長崎県五島市下崎山町699番地 ナガサキケン ゴトウシ シモサキヤマチョウ バンチ				https://sayurikai.jp/

		南島原市		南島原成年後見センター		0957-65-2887		859-2121		南島原市有家町石田8番地46				http://www.minashimashakyo.or.jp/publics/index/20/

































































































































































































































































































































































































































































































































●熊本県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

熊本市 096-322-2331 860-0004 熊本市中央区新町２丁目４−２７
熊本市健康センター新町分
室３階

http://kumamoto-city-csw.or.jp/yougo/index.html

人吉市
錦町

あさぎり町
多良木町
湯前町
水上村

球磨郡相良村

五木村
山江村
球磨村
水俣市
芦北町

津奈木町
玉名市 たまな成年後見センター 0968-71-0080 865-0016 玉名市岩崎88番地4 玉名市福祉センター内 http://www.tamasha.jp/business/detail.php?d=81
天草市 あまくさ成年後見センター 0969-32-2552 863-2201 天草市五和町御領２９４３ https://amakusa-shakyo.jp/disability/disability01.html

山鹿市 やまが成年後見センター 0968-36-9211 861-0531 山鹿市中 578 番地
https://www.yamaga-shakyo.com/wp-
content/uploads/2017/10/1d3516289f53c7a351a624210e
fec423.pdf

宇城市 宇城市成年後見支援センター 0964-25-2015 869-0524 宇城市松橋町豊福１７８６ https://www.shakyou-uki.jp/support/2396/

http://www.minamata-shakyo.jp/publics/index/27/

人吉球磨成年後見センター 0966-24-8800 868-0072 人吉市西間下町41-1 http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/

水俣市権利擁護センター 0966-63-2047 867-0005 水俣市牧ノ内3番1号
水俣市総合もやい直しセン
ター内


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

		熊本市				096-322-2331		860-0004		熊本市中央区新町２丁目４－２７		熊本市健康センター新町分室３階		http://kumamoto-city-csw.or.jp/yougo/index.html

		人吉市		人吉球磨成年後見センター		0966-24-8800		868-0072		人吉市西間下町41-1				http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/

		錦町

		あさぎり町

		多良木町

		湯前町

		水上村

		球磨郡相良村

		五木村

		山江村

		球磨村

		水俣市		水俣市権利擁護センター		0966-63-2047		867-0005		水俣市牧ノ内3番1号		水俣市総合もやい直しセンター内		http://www.minamata-shakyo.jp/publics/index/27/

		芦北町

		津奈木町

		玉名市		たまな成年後見センター		0968-71-0080		865-0016		玉名市岩崎88番地4 		玉名市福祉センター内		http://www.tamasha.jp/business/detail.php?d=81

		天草市		あまくさ成年後見センター		0969-32-2552		863-2201		天草市五和町御領２９４３ テン				https://amakusa-shakyo.jp/disability/disability01.html

		山鹿市		やまが成年後見センター セイネンコウケン		0968-36-9211		861-0531		山鹿市中 578 番地				https://www.yamaga-shakyo.com/wp-content/uploads/2017/10/1d3516289f53c7a351a624210efec423.pdf

		宇城市		宇城市成年後見支援センター セイネン コウケン シエン		0964-25-2015		869-0524		宇城市松橋町豊福１７８６				https://www.shakyou-uki.jp/support/2396/





































































































































































































































































































































































































































































































●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

大分市 大分市成年後見センター 097-547-7774 870-0839 大分市金池南１丁目５番１号
J:COMホルトホール大分３
階

http://www.oita-syakyo.jp/jigyo08/index.html

中津市 地域福祉課　生活相談支援係 0979-24-4294 871-0021 中津市沖代町１丁目１番１１号 中津市教育福祉センター内 http://www.nakatsu-s.or.jp/work_a19.html

日田市 成年後見センターひた 0973-24-7026 877-0003 日田市上城内町1番8号
日田市総合保健福祉セン
ター（ウェルピア）３階

http://www.hitashakyo.jp/

豊後高田市
国東市
姫島村

豊後高田市社会福祉協議会
内

https://buntaka-syakyo.jp/
くにさき半島地域成年後見支援セン
ター

0978-25-5100 872-1107 豊後高田市臼野4335番地3

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

宮崎市 権利擁護センターみやざき 0985-52-5131 880-0930 宮崎市花山手東3丁目25-2
宮崎市総合福祉保健セン
ター

https://www.my-shakyo.jp/works/金銭管理の相談/

成年後見センターこばやし 0984-23-5172 886-0004 小林市細野３６７番地１ 社会福祉センター
https://kobayashi-syakyo.jimdofree.com/ホーム/成年後
見センターこばやし/

(社)権利擁護センターみらい 0984-27-3123 886-0004 小林市細野389番地1
門川町 門川町地域包括支援センター 0982-63-1129 889-0605 東臼杵郡門川町庵川西6丁目60番地 門川町総合福祉センタ−内 https://kadogawa-shakyo.org/activities/houkatsu

小林市

●鹿児島県

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

鹿児島市 鹿児島市成年後見センター 099-210-7073 892-0816 鹿児島市山下町１５番１号
かごしま市民福祉プラザ４
階

https://www.dondon-net.or.jp/soudan/seinen/

鹿屋市 鹿屋市権利擁護推進センター 0994-42-7188 893-0006 鹿屋市向江町29番２号 鹿屋市社会福祉会館内 http://www.kanoyasyakyou.jp/page51.html

薩摩川内市
薩摩川内市社会福祉協議会権利擁護
センター

0996-22-2355 895-0005 薩摩川内市永利町4107番地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

		大分市		大分市成年後見センター		097-547-7774		870-0839		大分市金池南１丁目５番１号　		J:COMホルトホール大分３階		http://www.oita-syakyo.jp/jigyo08/index.html

		中津市		地域福祉課　生活相談支援係		0979-24-4294		871-0021		中津市沖代町１丁目１番１１号		中津市教育福祉センター内		http://www.nakatsu-s.or.jp/work_a19.html

		日田市 ヒタシ		成年後見センターひた セイネンコウケン		0973-24-7026		877-0003		日田市上城内町1番8号		日田市総合保健福祉センター（ウェルピア）３階 ヒタシ ソウゴウホケンフクシ カイ		http://www.hitashakyo.jp/

		豊後高田市		くにさき半島地域成年後見支援センター		0978-25-5100		872-1107		豊後高田市臼野4335番地3		豊後高田市社会福祉協議会内		https://buntaka-syakyo.jp/

		国東市

		姫島村




























































































































































































































































































































































































































































































































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

		宮崎市		権利擁護センターみやざき		0985-52-5131		880-0930		宮崎市花山手東3丁目25-2　		宮崎市総合福祉保健センター		https://www.my-shakyo.jp/works/金銭管理の相談/

		小林市		成年後見センターこばやし		0984-23-5172		886-0004		小林市細野３６７番地１		社会福祉センター シャカイ フクシ		https://kobayashi-syakyo.jimdofree.com/ホーム/成年後見センターこばやし/

				(社)権利擁護センターみらい		0984-27-3123		886-0004		小林市細野389番地1 コバヤシシ ホソノ バンチ

		門川町		門川町地域包括支援センター		0982-63-1129		889-0605		東臼杵郡門川町庵川西6丁目60番地　		門川町総合福祉センタ−内		https://kadogawa-shakyo.org/activities/houkatsu
































































































































































































































































































































































































































































































































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

		鹿児島市		鹿児島市成年後見センター		099-210-7073		892-0816		鹿児島市山下町１５番１号 		かごしま市民福祉プラザ４階		https://www.dondon-net.or.jp/soudan/seinen/

		鹿屋市		鹿屋市権利擁護推進センター カノヤシ		0994-42-7188		893-0006		鹿屋市向江町29番２号		鹿屋市社会福祉会館内		http://www.kanoyasyakyou.jp/page51.html

		薩摩川内市		薩摩川内市社会福祉協議会権利擁護センター サツマセンダイシ シャカイ フクシ キョウギカイ		0996-22-2355		895-0005		薩摩川内市永利町4107番地1



































































































































































































































































































































































































































































































































●沖縄県

※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）

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP

宜野湾市
宜野湾市権利擁護支援センターうる
る

098-892-6525 901-2205 宜野湾市赤道2丁目7番1号
宜野湾市社会福祉センター
内

https://www.city.ginowan.lg.jp/life_scene/7250.html

うるま市 うるま市権利擁護センター 098-973-6549 904-2214 うるま市安慶名一丁目8番1号 うるま市社会福祉協議会内
http://www.uruma-shakyo.net/top-page/うるま市権利擁
護センター/

宮古島市 成年後見支援センターみやこ 0980-72-7515 906-0013 宮古島市平良字下里442 平良老人福祉センター内 http://www.miyashakyo.jp/project/
恩納村 098-966-1193 904-0411 国頭郡恩納村恩納６３０２ http://www.onna-syakyo.com/jigyou.php

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

		宜野湾市		宜野湾市権利擁護支援センターうるる		098-892-6525		901-2205		宜野湾市赤道2丁目7番1号		宜野湾市社会福祉センター内		https://www.city.ginowan.lg.jp/life_scene/7250.html

		うるま市		うるま市権利擁護センター		098-973-6549		904-2214		うるま市安慶名一丁目8番1号		うるま市社会福祉協議会内 シ シャカイ フクシ キョウギカイ ナイ		http://www.uruma-shakyo.net/top-page/うるま市権利擁護センター/

		宮古島市		成年後見支援センターみやこ		0980-72-7515		906-0013		宮古島市平良字下里442		平良老人福祉センター内		http://www.miyashakyo.jp/project/

		恩納村				098-966-1193		904-0411		国頭郡恩納村恩納６３０２				http://www.onna-syakyo.com/jigyou.php





























































































































































































































































































































































































































































































































https://www.city.ginowan.lg.jp/life_scene/7250.htmlhttp://www.miyashakyo.jp/project/http://www.onna-syakyo.com/jigyou.php
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