
北海道

市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

当別町

新篠津村

黒松内町 黒松内町生活サポートセンター 0136-72-3124 048-0101 北海道寿都郡松内町字黒松内586番地の1 黒松内町保健福祉センター内 https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/index.html
8:45～17:30（土日祝日および年末年始は除
く）

蘭越町 蘭越町生活サポートセンター 0136-57-5203 048-1301 北海道磯谷郡蘭越町8番地2 https://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html
8:45～17:30（土日祝日および年末年始は除
く）

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

8:30～17:15（土日祝日および年末年始は除
く）

留寿都村 留寿都村安心生活サポートセンター 0136-47-2222 048-1371 北海道虻田郡留寿都村字留寿都176番地4
https://rusutsuvillage.wixsite.com/rusutsu-
shakyo

9:00～17:00（土日祝日および年末年始は除
く）

喜茂別町 0136-33-2211 044-0201 北海道虻田郡喜茂別町喜茂別123 http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp
8:45～17:30（土日祝日および年末年始は除
く）

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

8:45～17:30（土日祝日および年末年始は除
く）

新冠町 0146-47-2111 059-2492 北海道新冠郡新冠町北星町3-2 https://www.niikappu.jp
8:30～17:15（土日祝日および年末年始は除
く）

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

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

１．センター職員による相談
月曜日～金曜日 午前9時～午後5時まで、来
所または電話にてセンター職員が相談を受け
付けます。

２．函館弁護士会による専門相談（事前予約
が必要です）
毎月第2 水曜日、午後1時～3時まで弁護士に
よる専門相談を行います。詳しくは、事前予
約の際にご説明いたします。

３．メールによる相談
365日24時間いつでもメールにて相談できま
す。
メール相談のご利用を希望される方は、「ご
氏名」「お電話番号」「ご相談内容」をご記
入の上、送信をお願いいたします。
なお、相談の内容によっては、回答のために
電話や面接での詳細確認が必要となる場合が
あります。

上ノ国町 上ノ国町生活あんしんサポートセンター 0139-55-4016 049-0611 北海道桧山郡上ノ国町字大留96
高齢者等健康づくり総合交流セン
ター

https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=49
9:00～17:00（土日祝日および年末年始は除
く）

今金町 あんしんサポートセンター 0137-82-0557 049-4308 北海道瀬棚郡今金町字今金17番地の2 https://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=53
8:30～17:15（土日祝日および年末年始は除
く）

旭川市

鷹栖町

東神楽町

当麻町

比布町

愛別町

上川町

東川町

美瑛町

士別市

和寒町

剣淵町

幌加内町

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

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

平日8:30～17:15 (土・日・祝日・年末年始
（12/31～1/5）は休み)

音更町 音更町成年後見サポートセンター 0155-42-2400 080-0101 北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 音更町総合福祉センター内 http://otofuke-shakyo.jp/publics/index/50/
8:45～17:30（土日祝日および年末年始（12
月31日から1月5日）までは除く）

帯広市
帯広市成年後見支援センター「みまもー
る」

0155-20-3225 080-0847 北海道帯広市公園東町3丁目9番地1 帯広市グリーンプラザ1階 http://www.obihiro-shakyo.jp/jiritsu.html
月曜日から金曜日　午前9時から午後5時まで
※祝日および年末年始（12月29日から1月3
日）までは除く

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

月曜日～金曜日　午前8時40分～午後5時5分
土・日・祝日・年末年始はお休み

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

平日9：00～17：00

とうべつ・しんしのつ成年後見支援セン
ター

0133-22-2301 061-0234 石狩郡当別町西町32番地2 総合保健福祉センター「ゆとろ」内
8:45～17:15（土日祝日および年末年始は除
く）

旭川成年後見支援センター 0166-23-1003 070-0035 北海道旭川市5条通4丁目 旭川市ときわ市民ホール1階 http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/kouken/
月曜日～金曜日　午前8時45分～午後5時15分

※土・日・祝日・年末年始（12/30～1/4）
はお休みとなります。
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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 受付時間

平内町 平内町地域包括支援センター 017-755-2114 039-3393 平内町大字小湊字小湊63 平内町役場内 http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/
8：15～17：00[土・日・祝・年末年始を除
く]

蓬田村 蓬田村権利擁護センター 0174-31-0162 030-1203 青森県東津軽郡蓬田村大字郷沢字浜田136-76 ふるさと総合センター 8：15～17：00[年中無休]

弘前市

黒石市

平川市

西目屋村

藤崎町

大鰐町

田舎館村

板柳町

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

9:00～17:00
(土日祝日・年末年始除く)

五所川原市 成年後見支援センターごしょがわら
0173-35-

2111(2464)
037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 地域包括支援センター内

http://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fuk
ushi/seinenkoukensien.html

平日8時30分～17時15分（祝日、12月29日か
ら1月3日を除く）

つがる市 0173-42-2111 038-3192 青森県つがる市木造若緑61-1 つがる市役所内 https://www.city.tsugaru.aomori.jp 8：30～17：15（土日祝を除く）

鰺ヶ沢町

深浦町

鶴田町 鶴田町地域包括支援センター 0173-22-3394 038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 鶴田町社会福祉協議会内 https://tsuruta-syakyo.or,jp/ 8：15～17：15[年中無休]

十和田市 十和田市成年後見センター 0176-51-6728 034-8615 青森県十和田市西十二番町6-1 十和田市役所　高齢介護課
https://www.city.towada.lg.jp/fukushi/kaigo/
seinenkouken.html

午前9時～午後5時（土・日・祝祭日・12/29
～1/3を除く）

三沢市

野辺地町

七戸町

六戸町

横浜町

東北町

六ヶ所村

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

9：00～17：00（土・日・祝日除く）

弘前圏域権利擁護支援センター 0172-26-6557 036-8003 青森県弘前市大字駅前町9番地20 ヒロロ３階ヒロロスクエア内 https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/

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

総合保健福祉センター内
http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_anns
innjiritu.html#kennriyougosennta-

火曜日～土曜日9：00～16：00
※毎週 日・月曜日、年末年始は休館日

8:00～17:00[土･日を除く] 

8：30～17：00
（土日・祝日・年末年始を除く）

三沢・上北広域権利擁護支援センター 0176-27-0044 034-0012 青森県十和田市東一番町4-43 アーバンライフ東５号室 https://tkenriyougo.wixsite.com/website-3
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岩手県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

盛岡市

滝沢市

雫石町

紫波町

矢巾町

北上市 北上市権利擁護支援センター 0197-72-8324 024-8501 岩手県北上市芳町１-１
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/sosh
ikikarasagasu/chojukaigoka/koreifukushikakar
i/1_1/18893.html

久慈市

洋野町

野田村

普代村

釜石市

遠野市

大槌町

二戸市

一戸町

軽米町

九戸村

八幡平市 八幡平市成年後見センター 0195-74-2111 028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170 八幡平市役所

葛巻町 葛巻町成年後見センター 0195-66-2111 028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第16地割1番地1 https://www.town.kuzumaki.iwate.jp 8：30～17：15

西和賀町 西和賀町あんしんサポートセンター 0197-84-2161 029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割73番地82 http://nishi-shakyo.net/

028-6103 岩手県二戸市石切所字川原46-1カシオペア権利擁護支援センター 0195-43-3042 平日　8:30～17:30

平日（月曜日～金曜日）
8:30～17:30

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
http://www.kuji-
shakyo.jp/magazine/no49/no49.pdf

岩手教育会館２階 https://www.koukennet.org/盛岡広域成年後見センター 019-626-6112 020-0022 岩手県盛岡市大通一丁目1番16号

釜石・遠野地域成年後見センター

0193-27-9910
(釜石・大槌地

区)
0198-62-8459
（遠野地区）

026-0025
028-0541

岩手県釜石市大渡町3丁目15-26
岩手県遠野市松崎町白岩字薬研淵1-3

釜石市保健福祉センター2階
遠野市社会福祉協議会内

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019
071900094/file_contents/2019071900094_www_ci
ty_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_shicho_shit
su_kisha_kaiken_detail___icsFiles_afieldfile
_2019_06_11_0607_4.pdf
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宮城県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

女川町 女川町役場　健康福祉課 0225-54-3131 985-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ www.town.onagawa.miyagi.jp 8:30～17：15

気仙沼市
気仙沼市保健福祉部地域包括ケア推進課
気仙沼市保健福祉部社会福祉課
（名称設定なし）

0226-22-6600
（内線418・
419・438）

985-2265 宮城県気仙沼市八日町１丁目１番１号
月曜日から金曜日（祝祭日は除く）
午前８時３０分から午後５時１５分

大河原町 大河原町成年後見支援センター 0224-51-3480 989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19 大河原町役場　福祉課内 https://www.town.ogawara.miyagi.jp/ 24時間（夜間休日携帯へ転送）

http://www.town.onagawa.miyagi.jp/
https://www.town.ogawara.miyagi.jp/


秋田県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

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

羽後町 羽後町成年後見支援センター 0183-62-2111 012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 羽後町役場内

潟上市 潟上市地域包括支援センター 018-853-5318 010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台226-1 潟上市役所 長寿社会課内
月～金（年末年始・祝日除く）　8:30～
17:15

鹿角市 鹿角市成年後見支援センター 0186-23-2165 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪86-2 （福）鹿角市社会福祉協議会内
http://kazunoshishakyo.or.jp/HP/seinenkouken
_kouza.html

大仙市 大仙市成年後見支援センター 0187-63-1111 014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1番1号 大仙市健康福祉部内 https://www.city.daisen.lg.jp/

能代市 権利擁護センター 0185-89-6000 016-0817 秋田県能代市上町12-32
能代ふれあいプラザ２F　能代市社会
福祉協議会内

http://www.noshiroshakyo.jp/ 月～金　8:30～17:15

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/fukushi/100115
3/1005402/1005412.html

8：30～17：15（土・日・祝日及び12月29日
～1月3日を除く）
※緊急時は上記祝日等も対応(24時間対応)

https://www.mitane-kouken.or.jp/
http://kazunoshishakyo.or.jp/HP/seinenkouken_kouza.html
http://kazunoshishakyo.or.jp/HP/seinenkouken_kouza.html
https://www.city.daisen.lg.jp/
http://www.noshiroshakyo.jp/
https://www.city.yokote.lg.jp/fukushi/1001153/1005402/1005412.html
https://www.city.yokote.lg.jp/fukushi/1001153/1005402/1005412.html


山形県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

山形市 山形市成年後見センター 023-674-0680 990-0832 山形県山形市城西町2丁目2番22号 山形市総合福祉センター内1階 https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/ 8：30～17：30[土・日・祝日除く]

天童市 天童市成年後見センター 023-654-5156 994-0013 山形県天童市老野森二丁目6番3号 天童市総合福祉センター内
https://www.tendo-
shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken

8：30～17：15[土・日・祝日除く]

村山市 村山市成年後見センター 0237-52-0321 995-0035 山形県村山市中央一丁目５番２４号 村山市福祉センター内１階 https://www.mrymshakyo.org 8：30～17：15[土・日・祝日除く]

https://www.yamagatashishakyo.or.jp/seinen/
https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken
https://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/seinen-kouken
https://www.mrymshakyo.org/


福島県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

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/

8：30～17：15[土・日・祝日除く]

いわき市 権利擁護・成年後見センター 0246-27-8571 973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191 総合保健福祉センター２階
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/100
1000000210/index.html

8：30～17：15[土・日・祝日除く]

田村市 田村市地域包括支援センター 0247-68-3737 963-4111 福島県田村市大越町上大越字古川97 田村市地域包括支援センター内
http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.
html

8：30～17：30[土:8：30～12：30、日・祝日
除く]

南会津町 南会津町成年後見センター 0241-64-5035 967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3918番
地10

https://m-aizu-
shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409

8：30～17：15[土・日・祝日除く]

西郷村 西郷村成年後見支援センター 0248-25-5121 961-8061
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向76
番地1

西郷村保健福祉センター内 8：30～17：15[土・日・祝日除く]

楢葉町 双葉地方権利擁護支援センター 0240-23-7222 979-0604
福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５番地
の５

楢葉町保健福祉会館内 8：30～17：15[土・日・祝日除く]

http://www.f-shishakyo.or.jp/publics/index/130/
http://www.f-shishakyo.or.jp/publics/index/130/
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000210/index.html
http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html
http://city.tamura.lg.jp/soshiki/15/houkatu.html
https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409
https://m-aizu-shakyo.or.jp/publics/index/82/#block401-409


茨城県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

水戸市 水戸市高齢福祉課・障害福祉課 029-224-1111 310-8610 水戸市中央1丁目4番1号 8:30～17:15（土・日・祝日除く）

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

8：30～17：00

石岡市 石岡市成年後見サポートセンター 0299-22-2411 3150009 石岡市大砂10527番地6 ふれあいの里石岡ひまわりの館 http://www.ishioka-shakyou.or.jp/ 8:30～17:15〔土日祝日除く〕

笠間市 笠間市地域包括支援センター 0296-78-5871 309-1734 笠間市南友部1966-1 地域医療センターかさま内 8：30～17：15

取手市 成年後見サポートセンター 2097-72-0603 302-0021 茨城県取手市寺田5144番地3 取手福祉交流センター http://www.toride-shakyo.or.jp 月曜から金曜 8時30分～17時15分

牛久市
牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核
機関

029-871-1296 300-1293 茨城県牛久市中央3-15-2 牛久市役所分庁舎１階 8:30-17:15

つくば市 つくば成年後見センター 029-879-5511 300-3257 つくば市筑穂一丁目10番地4 大穂庁舎内 http://www.tsukuba-swc.or.jp/ （月～金）8:30～17:15

鹿嶋市 0299-82-2911 314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 介護長寿課・生活福祉課 8:30~17:15（土・日・祝日除く）

桜川市 桜川市高齢福祉課 0296-73-4511 309-1292 茨城県桜川市岩瀬64番地2 桜川市役所岩瀬庁舎
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page0
07239.html

8:30～17:15

大洗町 大洗町役場 福祉課 029-267-5111 311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
https://www.town.oarai.lg.jp/kennkoufukushi/
shakaihukushi/8816/

8:30～17:15［土・日・祝日除く］

城里町 城里町役場 長寿応援課/福祉こども課 029-288-3111 311-4391 東茨城郡城里町石塚1428番地の25 城里町役場本庁舎 1F
https://www.town.shirosato.lg.jp/page/dir000
029.html

8:30～17:15〔土・日・祝は除く〕

http://www.koga-syakyo.com/work-shinpai-nayami5.htm
http://www.koga-syakyo.com/work-shinpai-nayami5.htm
http://www.ishioka-shakyou.or.jp/
http://www.toride-shakyo.or.jp/
http://www.tsukuba-swc.or.jp/
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page007239.html
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page007239.html
https://www.town.oarai.lg.jp/kennkoufukushi/shakaihukushi/8816/
https://www.town.oarai.lg.jp/kennkoufukushi/shakaihukushi/8816/
https://www.town.shirosato.lg.jp/page/dir000029.html
https://www.town.shirosato.lg.jp/page/dir000029.html


栃木県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

栃木市 栃木市成年後見サポートセンター 0282-22-4501 328-0027 栃木県栃木市今泉町2-1-40 栃木市栃木保健福祉センター内
http://www.tochigishi-
shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html

8:30～17：00
[土・日・祝日除く]

鹿沼市 鹿沼市成年後見センター 0289-63-2175 322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1 保健福祉部高齢福祉課内
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info
-0000004764-1.html

8：30～17：15
[土・日・祝日除く]

日光市 日光市中核機関

【障がい者】
0288-21-5174
【高齢者】
0288-21-5100

321-1292 栃木県日光市今市本町1

【障がい者】
日光市健康福祉部社会福祉課内
【高齢者】
日光市健康福祉部高齢福祉課内

8：30～17：15
[土・日・祝日除く]

真岡市 真岡市成年後見サポートセンター 0285-82-8844 321-4305 栃木県真岡市荒町110-1 真岡市総合福祉保健センター内 http://www.moka-shakyo.jp
8：30～17：15
[土・日・祝日除く]

http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html
http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/chiiki/seinen.html
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-1.html
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0506/info-0000004764-1.html
http://www.moka-shakyo.jp/


群馬県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

前橋市 あんしんサポートまえばし 027-237-1261 371-0017 群馬県前橋市日吉町二丁目17-10 前橋市総合福祉会館
http://www.mae-
shakyo.or.jp/chiiki/jiritsu/soudanjyo-2/

8:30～17:15［土・日・祝日を除く］

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
https://otashakyo.jp/business/otaseinenkouke
n-2/

8:30～17:15（土日祝日を除く）

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

8:30～17:15（土・日・祝日除く）

富岡市 富岡市地域包括支援センター 0274-62-1511 370-2392 群馬県富岡市富岡1460番地1
市役所本庁舎
（高齢介護課・福祉課　共同）

https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/
1583798497114/index.html

8：30～17：15[土・日・祝日、年末年始除
く]

安中市 安中市権利擁護センター 027-382-8397 379-0116 安中市安中３丁目１９番２７号
安中市地域福祉支援センター　１階
安中市社会福祉協議会　内

8：30～17：15　月～金（土日祝日、年末年
始を除く）

吉岡町 吉岡町成年後見支援センター 0279-54-3930 370-3604 群馬県北群馬郡吉岡町大字南下1333-4 吉岡町社会福祉協議会 https://www.yoshioka-shakyo.jp/index.html 8:30～17:15[土･日･祝日及び年末年始除く]

上野村 上野村地域包括支援センター 0274-59-2309 370-1616 群馬県多野郡上野村大字乙父630番地1 保健福祉課（すこやかセンター）
http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken
/center/index.html

8：15～17：15[土・日・祝日除く
※緊急等の場合は２４時間対応]

神流町 神流町地域包括支援センター 0274-57-2111 370-1592 群馬県多野郡神流町大字万場90-6 保健福祉課（本庁舎２階） http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62 8:30～17：15(月曜日から金曜日)

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

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

8:30～17:15［土・日・祝日除く］

http://www.mae-shakyo.or.jp/chiiki/jiritsu/soudanjyo-2/
http://www.mae-shakyo.or.jp/chiiki/jiritsu/soudanjyo-2/
https://otashakyo.jp/business/otaseinenkouken-2/
https://otashakyo.jp/business/otaseinenkouken-2/
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kenkou/fukushi/chiiki/p006859.html
https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1583798497114/index.html
https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1583798497114/index.html
https://www.yoshioka-shakyo.jp/index.html
http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html
http://www.uenomura.jp/admin/life/kaigohoken/center/index.html
http://town.kanna.gunma.jp/?page_id=62
https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html
https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/chiiki/chiiki001.html


埼玉県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

さいたま市
さいたま市高齢・障害者権利擁護セン
ター

048-835-5280 330-0061 さいたま市浦和区常盤9-30-22 浦和ふれあい館
http://www.saitamashi-
shakyo.jp/office.php#oo4

平日8:30~17:15

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/seinenko
uken.html

8：30～17：15[土・日・祝日・年末年始を除
く]

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

平日8時30分～17時15分
（年末始年末始を除く）

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/

8:30～17：00[土曜日・日曜日
・祝日・年末年始除く]

本庄市 本庄市成年後見サポートセンター 0495-24-2755 367-0052 埼玉県本庄市銀座1-1-1 本庄市社会福祉協議会内 https://www.honjo-shakyo.or.jp
8：30～17：15[土・日・祝日及び年末年始を
除く]

深谷市 深谷市成年後見サポートセンター 048-573-6561 366-0823 埼玉県深谷市本住町１２－８ （福）深谷市社会福祉協議会内 http://www.fukaya-shakyo.com/
8：30～17：15[土・日・祝日及び年末年始を
除く]

志木市 志木市基幹福祉相談センター 048-476-6021 353-0004
埼玉県志木市本町５丁目２６−１（郵便物送付
先〒353-8501　志木市中宗岡１－１－１）

志木市役所第1庁舎（フォーシーズン
ズ志木・マルイファミリー志木8階）
共生社会推進課内

https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,
364,1448,html

8：30～17：15[土・日・祝日及び年末年始を
除く]

和光市 和光市権利擁護センター 048-452-7111 351-0104 埼玉県和光市南1-23-1 総合福祉会館1階
http://www.wako-
shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028

8：30～17：15（土・日・祝日及び年末年始
除く）

富士見市 成年後見センターふじみ 049-254-0747 354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬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

8:30～17:15（土・日・祝日を除く）

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
https://www.misato-
syakyo.or.jp/top/kenriyougo.html

9:00～17：00
［土・日・祝日除く］

坂戸市 坂戸市成年後見センター
049-283-1331

(432)
350-0292 埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１号 坂戸市役所高齢者福祉課内

http://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/33/2196
6.html

8:30～17:15
( 土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)

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

kouken@fujimino-shakyou.or.jp
8：30～17：15（土・日・祝日及び年末年始
除く）

越生町 越生町成年後見センター 049-292-2977 350-0416 埼玉県入間郡越生町大字越生908-12 越生町社会福祉協議会内 http://www.ogose-shakyo.or.jp/
平日の8:30～17:00
（祝祭日を除く）

ときがわ町 福祉課 0493-65-1521 355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490 ときがわ町役場本庁舎１階 https://www.town.tokigawa.lg.jp/Info/209
8:30～17:15( 土・日曜日、祝祭日、年末年
始を除く)

皆野町 皆野町成年後見センター 0494-63-1122 369-1623 埼玉県秩父郡皆野町大字大渕103番地1
皆野町老人福祉センター「長生荘
内」

http://www.town.minano.saitama.jp/
8：30～17：15（土・日・祝日及び年末年始
除く）

http://www.saitamashi-shakyo.jp/office.php#oo4
http://www.saitamashi-shakyo.jp/office.php#oo4
http://www.kawaguchisyakyo.jp/jigyo/seinenkouken.html
http://www.kawaguchisyakyo.jp/jigyo/seinenkouken.html
http://www.sayama-shakyou.or.jp/welfare/guardian/index.html
http://www.sayama-shakyou.or.jp/welfare/guardian/index.html
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/
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/
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/
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/
https://www.honjo-shakyo.or.jp/
http://www.fukaya-shakyo.com/
https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html
https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,0,364,1448,html
http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028
http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00028
http://www.fujimi-shakyo.or.jp/katsudou/page.php?eid=00034
http://www.fujimi-shakyo.or.jp/katsudou/page.php?eid=00034
https://www.misato-syakyo.or.jp/top/kenriyougo.html
https://www.misato-syakyo.or.jp/top/kenriyougo.html
http://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/33/21966.html
http://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/33/21966.html
mailto:kouken@fujimino-shakyou.or.jp
http://www.ogose-shakyo.or.jp/
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Info/209
http://www.town.minano.saitama.jp/


千葉県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

千葉市 千葉市成年後見支援センター 043-209-6000 260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2 千葉市ハーモニープラザ３階 http://www.chiba-shakyo.jp/sc/
9:00～17:30
(土日、祝日、年末年始を除く)

館山市

鴨川市

南房総市

鋸南町

木更津市 きさらづ成年後見支援センター 0438-22-6229 292-0834 千葉県木更津市潮見２-９ http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/
8:30～17:15
(土日、祝日、年末年始を除く)

浦安市 うらやす成年後見支援センター 047-355-5315 279-0042 千葉県浦安市東野1-7-1 総合福祉センター内
http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-
seikatsushien

8:30～17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

山武市 さんむ成年後見支援センター 0475-82-7111 289-1306 千葉県山武市白幡1627 http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html
8:30～17:15
(土日、祝日、年末年始を除く)

松戸市 松戸市成年後見支援センター 047-710-6676 271-0094 千葉県松戸市上矢切299-1 生活相談課 http://www.matsudo-shakyo.com
8:30～17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

佐倉市 佐倉市成年後見支援センター 043-484-1288 285-0013 千葉県佐倉市海隣寺町87 社会福祉センター２階 http://www.sakura-kouken.jp
8:30～17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

流山市 流山市成年後見推進センター 04-7157-1275 270-0157 千葉県流山市平和台2-1-２ 流山市ケアセンター３階
https://www.nagareyamashakyo.com/consultatio
n

8:30～17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

柏市 かしわ福祉権利擁護センター 04-7162-5011 277-0005 千葉県柏市柏5-11-８ 介護予防センターいきいきプラザ
http://www.kashiwa-
shakyo.com/publics/index/121/

8:30～17:15
(土日、祝日、年末年始を除く)

8:30～17:30
(土日、祝日、年末年始を除く)

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

http://www.chiba-shakyo.jp/sc/
http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター
http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター
http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター
http://www.kisarazushakyo.or.jp/guardian/
http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien
http://urayasushi-shakyo.jp/seinen-seikatsushien
http://sammushakyo.sakura.ne.jp/sm.html
http://www.matsudo-shakyo.com/
http://www.sakura-kouken.jp/
https://www.nagareyamashakyo.com/consultation
https://www.nagareyamashakyo.com/consultation
http://www.kashiwa-shakyo.com/publics/index/121/
http://www.kashiwa-shakyo.com/publics/index/121/
http://kamoshakyo.or.jp/権利擁護推進センター


東京都
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

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

8：30～17：00
（土日祝日・年末年始除く）

港区
成年後見利用支援センターサポートみな
と

03-6230-0283 106-0032 港区六本木5-16-45　麻布地区総合支所2F http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/
月曜日～金曜日　8:30～17:15（土日祝日・
年末年始を除く）

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/

8:30~17:00[土・日・祝日除く]

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 https://www.bunsyakyo.or.jp/service/
8:30～17:15[土・日・祝日・12月29日～1月3
日を除く]

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 9：00〜17：30[土・日・祝日除く]

大田区 おおた成年後見センター 03-3736-2022 144-0051 大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センター5階
https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-
center

月曜日～金曜日 9：00～17：00

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/sei
nen-koken/

8：30～17：00[土・日・祝日除く

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

8:30～17:00[土・日・祝日除く]

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

月～土曜日9:00～17:00(日曜、祝日、第3月
曜日は休み）

杉並区 杉並区成年後見センター 03-5397-1551 167-0032 東京都杉並区天沼3-19-16 ウェルファーム杉並3階 http://www.suginami-koken.or.jp/
8:30~17:15〔土・日・祝日・年末年始を除
く］

北区 権利擁護センター「あんしん北」 03-3908-7280 114-0021 北区岸町1-6-17 https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/
8：30～17：15[土日・祝日・年末年始を除
く]

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

9：00～17：00　(土・日・祝日を除く)

練馬区
権利擁護センター　ほっとサポートねり
ま

03-5912-4022 176-0012 東京都練馬区豊玉北5-14-6 新練馬ビル5階 https://www.neri-shakyo.com/department/kenri
9：00～17：00[土日・祝日・年末年始を除
く]

葛飾区 葛飾区成年後見センター 03-5672-2833 124-0006 東京都葛飾区堀切3-34-1
地域福祉・障害者センター（ウェル
ピアかつしか）3階 

https://www.katsushika-
shakyo.com/service/advisement/advocacy_cente
r/

月曜日～金曜日（祝日除く）
8：30～17：00

江戸川区 安心生活センター 03-3653-6275 132-0031 東京都江戸川区松島１－３８－１ グリーンパレス1階 http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html
８：３0～17：０0[土・日・祝日・年末年始
を除く]

八王子市
成年後見・あんしんサポートセンター八
王子

042-620-7365 192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所8階 https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido
8：30～17：00
［土・日・祝日を除く］

武蔵野市 武蔵野市成年後見利用支援センター 0422-27-1238 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 武蔵野市福祉公社内 https://fukushikosha.jp/?page_id=4028
8：30～17：15[土・日・年末年始（12/29～
1/3）除く]

青梅市 成年後見・権利擁護センターおうめ 0428-23-7868 198-0042 東京都青梅市東青梅1-177-3 青梅市福祉センター2F http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132 8：30～17：15［土・日・祝日除く］

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 9：00～17：00[土・日・祝日除く]

調布市 調布市福祉健康部福祉総務課 042-481-7323 182-8511 調布市小島町2-35-1
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents
/1176118922038/index.html

9:00～17:00[土・日・祝日及び年末年始を除
く]

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

月曜日～金曜日午前9時～午後5時（祝日・年
末年始を除く）

小金井市
権利擁護センター（ふくしネットこがね
い）

042-386-0121 184-0004 東京都小金井市本町5-36-17 http://koganei-cos.org/facilities.html
月曜日～金曜日（祝日を除く）8：30～17：
00

日野市 権利擁護センター日野 042-594-7646 191-0031 日野市高幡1011 福祉支援センター　２Ｆ https://hinosuke.org/wp/?page_id=70 9:00-17:00[土・日・祝日・年末年始を除く]

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

8:30-17:00（土日祝日除く）

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/gu
ardiancenter_fussa/

8:30~17:15（土・日・祝日および年末年始を
除く）

狛江市 多摩南部成年後見センター 03-3430-1111 201-8585
狛江市和泉本町1-5-5（一時相談は市役所で受
け）

８：30～17：00（土日祝日・年末年始を除
く）

多摩市 権利擁護センター 042-373-5677 206-0032 多摩市南野3-15-1 二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階 http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html 8 ：15～17：15[土・日・祝日除く]

稲城市 権利擁護センター　あんしん・いなぎ 042-378-5459 206-0804 稲城市百村７番地 稲城市福祉センター内
https://inagishakyo.org/info/translation/adu
lt-guardianship/

08：30～17：00（除く土日祝）

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

8：30～17：15[土・日・祝日除く]

https://www.shakyo-chuo-city.jp/jigyo/senior/stepchuo.html
https://www.shakyo-chuo-city.jp/jigyo/senior/stepchuo.html
http://minato-cosw.net/service/seinenkoken/
http://www.shinjuku-shakyo.jp/business/centernogoannnai/
http://www.shinjuku-shakyo.jp/business/centernogoannnai/
https://www.bunsyakyo.or.jp/service/
https://shinashakyo.jp/koken/index.html
https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center
https://www.ota-shakyo.jp/service/02/kouken-center
https://www.setagayashakyo.or.jp/service/seinen-koken/
https://www.setagayashakyo.or.jp/service/seinen-koken/
https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html
https://www.shibuyashakyo.or.jp/knryg/index.html
https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/
https://www.nakanoshakyo.com/service/seinen_kouken/
http://www.suginami-koken.or.jp/
https://kitashakyo.or.jp/shokai/anshinkita/
http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7
http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=7
https://www.neri-shakyo.com/department/kenri
https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/
https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/
https://www.katsushika-shakyo.com/service/advisement/advocacy_center/
http://www.edogawa-shakyo.jp/fukushi.html
https://www.8-shakyo.or.jp/cat04/koukenseido
https://fukushikosha.jp/?page_id=4028
http://www.omeshakyo.jp/publics/index/132
http://fsyakyo.or.jp/center/protection.html
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118922038/index.html
https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html
https://www.machida-shakyo.or.jp/shakyo/support.html
http://koganei-cos.org/facilities.html
https://hinosuke.org/wp/?page_id=70
http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07
http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all07
https://fussashakyo.or.jp/service/elderly/guardiancenter_fussa/
https://fussashakyo.or.jp/service/elderly/guardiancenter_fussa/
http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kenri.html
https://inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/
https://inagishakyo.org/info/translation/adult-guardianship/
http://www.akiruno-shakyo.or.jp/kenri_yougo/index.html
http://www.akiruno-shakyo.or.jp/kenri_yougo/index.html


神奈川県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

横浜市 よこはま成年後見推進センター 045-201-2088 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目１番地 横浜市健康福祉総合センター９階
http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamas
einenkoken.html

月～金曜日
午前9時～午後5時(祝日・年末年始を除く)

川崎市 川崎市成年後見支援センター 044-712-8071 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/hp0435/index02470000
.html

8:30～17:00[土・日・祝日・年末年始を除
く]

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/seinenk
oken/

９時～１７時
（土、日、祝日除く）

横須賀市 よこすか成年後見センター 046-822-9613 238-8550 横須賀市小川町11番地 横須賀市役所消防庁舎１階
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g
_info/l100050224.html

8：30～17：00[土・日・祝日除く]

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

８：３０～１７：１５
土日祝日・年末年始除く

厚木市 厚木市権利擁護支援センター 046-225-2939 243-0018 厚木市中町１丁目４番１号 厚木市保健福祉センター４階
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbe
nri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukus
hiservice/d047772.html

月曜～金曜日8：30～17：15
（祝日及び年末年始は除く）

http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html
http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken.html
http://www.csw-kawasaki.or.jp/contents/hp0435/index02470000.html
http://www.csw-kawasaki.or.jp/contents/hp0435/index02470000.html
http://www.csw-kawasaki.or.jp/contents/hp0435/index02470000.html
http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/seinenkoken/
http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/seinenkoken/
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3014/g_info/l100050224.html
http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html
http://www.fujisawa-shakyo.jp/anshin/index.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishahukushiservice/d047772.html


新潟県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

新潟市 新潟市成年後見支援センター 025-248-4545 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/handicapped/seinenkouken_h
and

9:00～17:15
（土日祝・年末年始休）

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

月曜日から金曜日まで 8時30分から17時30分
まで（祝日、年末年始を除く）

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

午前9時から午後5時
（土日、祝日及び年末年始を除く）

佐渡市
佐渡市社会福祉協議会　成年後見セン
ター

0259-81-1155 952-0206 新潟県佐渡市畑野甲533番地
http://www.care-net.biz/15/sado-
shakyo/kenri.php

阿賀町 阿賀町成年後見センター 0254-92-3986 959-4392 東蒲原郡阿賀町鹿瀬8931番地1 阿賀町地域包括支援センター内
http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenko
u/inclusion01/index.html

http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/handicapped/seinenkouken_hand
http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/handicapped/seinenkouken_hand
http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/handicapped/seinenkouken_hand
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/sonohokafukushinikansurukoto/8220.html
https://www.city.shibata.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/118/seinenn.pdf
https://www.city.shibata.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/118/seinenn.pdf
https://www.city.shibata.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/118/seinenn.pdf
http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php
http://www.care-net.biz/15/sado-shakyo/kenri.php
http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html
http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/kenkou/inclusion01/index.html


富山県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

高岡市

氷見市

砺波市

小矢部市

南砺市

射水市

http://takaoka-
shakyo.or.jp/service/community/community.htm
l#8

呉西地区成年後見センター 0766-92-0810 933-0866 富山県高岡市清水町１丁目７番３０号
8：30～17：15
〔土・日・祝日は除く〕

http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8
http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8
http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8
http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8
http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8
http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8
http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8
http://takaoka-shakyo.or.jp/service/community/community.html#8


石川県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

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 月～金　９時～１７時３０分

能美市 くらしサポートセンターのみ 0761-58-6603 923-1121 石川県能美市寺井町た８番地1
能美市ふれあいプラザ
（能美市社会福祉協議会内）

http://www.nomi-shakyo.jp/

津幡町 津幡町地域包括支援センター 076-288-7952 929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町健康福祉部 福祉課
https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fuku
shi/houkatsu_center.html

8:30～17:15（土日祝日を除く）

http://www.kana-syakyo.jp/support/kkyc.html
http://www.nomi-shakyo.jp/
https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html
https://www.town.tsubata.lg.jp/division/fukushi/houkatsu_center.html


福井県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

坂井市 坂井市高齢福祉課 0776-50-3040 919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所（本庁）
https://www.city.fukui-
sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/se
inennkouken.html

平日　8：30～17：15

若狭町 若狭町成年後見センター 0770-62-2702 919-1592 福井県三方上中郡若狭町市場20－18 若狭町地域包括支援センター内
http://www-new.town.fukui-
wakasa.lg.jp/town/category/page.asp?Page=47

平日　8：30～17：15

高浜町 高浜町成年後見センター 0770-72-6120 919-2201 福井県大飯郡高浜町和田117-68 高浜町保健福祉センター 平日　8：30～17：15

https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/seinennkouken.html
http://www-new.town.fukui-wakasa.lg.jp/town/category/page.asp?Page=47
http://www-new.town.fukui-wakasa.lg.jp/town/category/page.asp?Page=47


山梨県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

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

韮崎市 韮崎市成年後見制度中核機関 0551-22-6944 407-0037 韮崎市大草町 若尾1680 韮崎市老人福祉センター
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.ph
p?s=840&m=2613

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 新館１階
https://www.city.minami-
alps.yamanashi.jp/docs/9943.html

8:30-17:15

上野原市 上野原市成年後見支援センター 0554-62-3128 409-0112 上野原市上野原3163 上野原市総合福祉センターふじみ内

甲州市 権利擁護支援センター 0553-44-2612 409-1304 甲州市勝沼町休息1867-2 社会福祉法人甲州市社会福祉協議会 http://www.koshushishakyo.or.jp 8:30～17：15［土・日・祝日を除く］

http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm
http://www.kofu-syakyo.or.jp/support/index.htm
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=840&m=2613
https://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=840&m=2613
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/9943.html
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/9943.html
http://www.koshushishakyo.or.jp/


長野県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

長野市

飯綱町

信濃町

小川村

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

伊那市

駒ケ根市

辰野町

箕輪町

飯島町

南箕輪町

中川村

宮田村

飯田市

松川町

高森町

阿南町

阿智村

平谷村

根羽村

下條村

売木村

天龍村

泰阜村

喬木村

豊岡村

大鹿村

小諸市

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

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/inde
x/151/

平日　午前9時から午後5時

中野市

飯山市

山ノ内町

木島平村

野沢温泉村

栄村

上伊那成年後見センター

いいだ成年後見支援センター

さく成年後見支援センター

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

0265-96-8008 396-0023 伊那市山寺298-1
https://ina-
shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01

0265-53-3187

平日　午前9時から午後5時

平日　午前9時から午後5時

平日　午前9時から午後5時

平日　午前9時から午後5時

平日　午前9時から午後5時

386-0012 上田市中央三丁目5番1号 https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897

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

平日　午前9時から午後5時

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

平日　午前9時から午後5時

上小圏域成年後見支援センター 0268-27-2025

395-0031 長野県飯田市銀座 3 丁目 7 番地 銀座堀端ビル 2 階
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koke
n/

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/

中野庁舎３階 https://fukushi-mnet.org/

https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center
https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center
https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php
https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897
https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897
https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.shiojirishakyo.or.jp/publics/index/151/
http://www.shiojirishakyo.or.jp/publics/index/151/
https://fukushi-mnet.org/
https://fukushi-mnet.org/
https://fukushi-mnet.org/
https://fukushi-mnet.org/
https://fukushi-mnet.org/
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
https://ina-shakyo.jp/consul/pages/root/rights/rights01
https://www.ueda-shakyo.or.jp/?page_id=897
https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center
https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center
https://www.csw-naganocity.or.jp/page-c/service/nagano-city-adult-guardianship-support-center
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/kakehashi/index.php
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.iidashakyo.or.jp/work/seinen_koken/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
http://www.sakusi-shakyo.or.jp/publics/index/20/
https://fukushi-mnet.org/


岐阜県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

岐阜市 岐阜市成年後見センター 058-269-5501 500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所1階　高齢福祉課内
https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/koureisyaf
ukushi/1004557/1004564/1010872.html

月曜日～金曜日　午前8時45分～午後5時30分
(祝日、12月29日～1月3日を除きます。)

各務原市 各務原市成年後見支援センター 058-322-5118 504-0912 各務原市那加桜町2-163 各務原市総合福祉会館内2階 kouken@kakamigahara-shakyo.jp 8:30～17:15

山県市 山県市成年後見支援センター 090-8457-9800 501-2115 山県市梅原1497番地5
一般社団法人ぎふ権利擁護センター
内

http://gifu-advocacy.org/ 8:30～17:15[土・日・祝日・年末年始除く]

瑞穂市 瑞穂市福祉総合相談センター 058-327-8610 501-0222 岐阜県瑞穂市別府1283番地 瑞穂市総合センター１階 https://www.mizuho-shakyo.org 8:30～17:15(土日祝日除く)

本巣市 本巣市成年後見支援センター 058-323-7754 501-0494 本巣市下真桑1000番地
一般社団法人ぎふ権利擁護センター
内

http://gifu-advocacy.org/
8時30分～17時15分
（土曜、日曜、祝日、年末年始除く）

北方町 北方町成年後見支援センター 090-8457-9800 501-2105 岐阜県山県市高富1238番地1
http://www.town.kitagata.gifu.jp/fourth/livi
ng/adult_guardianship_support.html

8：30～17：15

大垣市 大垣市成年後見支援センター 0584-47-7424 503-8601 大垣市丸の内2-29
大垣市役所　高齢福祉課
高齢福祉グループ内

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000000116.html 8：30～17：15[土・日・祝日除く]

神戸町成年後見支援センター 0584-27-0175 503-2392 安八郡神戸町神戸1111 神戸町役場　健康福祉課 https://www.town.godo.gifu.jp 8:30～17:00（土日・祝日・年末年始除く）

神戸町社会福祉協議会 0584-28-0223 503-2324 安八郡神戸町八条258-2 神戸町社会福祉協議会 8:30～17:00（土日・祝日・年末年始除く）

輪之内町 輪之内町成年後見支援センター 0584-69-3128 503-0292 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530番地の1 輪之内町役場 8：30～17：15

安八町 安八町成年後見支援センター 0584-64-7104 503-0198 岐阜県安八郡安八町氷取161 安八町役場 福祉課 http://www.town.anpachi.gifu.jp
8時30分～17時15分（土日祝日、年末年始除
く）

揖斐川町 揖斐川町成年後見支援センター 0585-22-2111 501-0692 揖斐郡揖斐川町三輪133番地 揖斐川町役場　健康福祉課 8:30～17:15（土・日・祝日除く）

大野町 大野町成年後見支援センター 0585-34-1111 501-0592 岐阜県揖斐郡大野町大字大野80番地 大野町役場 https://www.town-ono.jp 8:30～17:15（土･日･祝日除く）

池田町 池田町成年後見支援センター 0585-45-3111 503-2492 揖斐郡池田町六之井1468番地の1 池田町役場 8:30～17:15[土・日祝日除く]

関市 関市権利擁護センター 0575-23-7798 501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
健康福祉部 福祉政策課 地域共生推
進室

https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html
8:30～17:15
［土・日・祝日除く］

0574-25-2111
（325)

505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ 健康福祉部福祉課障がい福祉係
https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/con
tents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_
id=126#guide

月曜日から金曜日までの午後8時30分から午
後5時15分まで（土、日、祝、年末年始を除
く）

0574-25-2111
（506)

505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係
月曜日から金曜日までの午後8時30分から午
後5時15分まで（土、日、祝、年末年始を除
く）

0574-28-1126 505-0031
岐阜県美濃加茂市新池町３丁目４番１号　総
合福祉会館内

美濃加茂市社会福祉協議会
月曜日から金曜日までの午後8時30分から午
後5時15分まで（土、日、祝、年末年始を除
く）

可児市 可児市権利擁護センター 0574-62-1111 509-0292 岐阜県可児市広見1丁目1番地
可児市役所２階　高齢福祉課福祉政
策係

8：30～17：15【土日祝日除く】

坂祝町 坂祝町成年後見支援センター 0574-66-2406 505-8501 加茂郡坂祝町取組46番地18 坂祝町役場　庁舎２階　福祉課 8:30～17:15（土・日・祝日を除く）

富加町 富加町役場　福祉保健課 0574-54-2183 501-3392 加茂郡富加町滝田1511番地 富加町役場　福祉保健課 https://www.town.tomika.gifu.jp/ 8:30～17:15（土日祝日、年末年始除く）

川辺町 川辺町権利擁護支援センター 0574-53-7216 509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 川辺町役場　健康福祉課
平日8:30～17:15(土・日・祝日、12月29日～
1月3日を除く)

七宗町 七宗町権利擁護センター 0574-48-1112 509-0401 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 七宗町役場　住民課
8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始除
く）

八百津町 八百津町成年後見相談センター 0574-43-2111 505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地1 八百津町役場　健康福祉課
月曜日～金曜日
午前8時30分から午後5時15分
（土日・祝日・年末年始を除く）

白川町 白川町成年後見支援センター 0574-72-2317 509-1105 加茂郡白川町河岐1645番地１
白川町町民会館1階　地域包括支援セ
ンター内

8:30～17:15(土・日・祝日を除く）

東白川村 東白川村成年後見支援センター 0574-78-2100 509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土692-2 東白川村保健福祉センター 平日午前8時30分～午後5時15分

御嵩町 御嵩町権利擁護センター 0574-67-2111 505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 御嵩町役場（保険長寿課・福祉課）
https://www.town.mitake.lg.jp/portal/health-
welfare/community-welfare/post0041412/

8：30～17：15

多治見市

土岐市

瑞浪市

恵那市

中津川市

神戸町

美濃加茂市 美濃加茂市権利擁護支援センター

東濃権利擁護センター

0572-26-7422 507-0041 岐阜県多治見市太平町2-39-1 多治見市総合福祉センター3階

https://tonou-kouken.com/

0573-65-6803 508-0032 岐阜県中津川市栄町1番1号 にぎわいプラザ　6階

午前9時00分～午後5時30分

https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/koureisyafukushi/1004557/1004564/1010872.html
https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/koureisyafukushi/1004557/1004564/1010872.html
mailto:kouken@kakamigahara-shakyo.jp
http://gifu-advocacy.org/
https://www.mizuho-shakyo.org/
http://gifu-advocacy.org/
http://www.town.kitagata.gifu.jp/fourth/living/adult_guardianship_support.html
http://www.town.kitagata.gifu.jp/fourth/living/adult_guardianship_support.html
https://www.city.ogaki.lg.jp/0000000116.html
https://www.town.godo.gifu.jp/
http://www.town.anpachi.gifu.jp/
https://www.town-ono.jp/
https://www.city.seki.lg.jp/0000013409.html
https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide
https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide
https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=12417&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=126#guide
https://www.town.tomika.gifu.jp/
https://www.town.mitake.lg.jp/portal/health-welfare/community-welfare/post0041412/
https://www.town.mitake.lg.jp/portal/health-welfare/community-welfare/post0041412/
https://tonou-kouken.com/
https://tonou-kouken.com/
https://tonou-kouken.com/
https://tonou-kouken.com/
https://tonou-kouken.com/


静岡県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

浜松市
浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援セ
ンター

053-453-7151 432-8035 浜松市中区成子町140-8 福祉交流センター5階
http://www.hamamatsu-
syakyou.jp/project/daily.html

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

静岡市 静岡市成年後見支援センター 054-275-0955 420-0854 静岡市葵区城内町1番1号 静岡市中央福祉センター内
https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.h
tml

9:00～17:00（土日祝、年末年始を除く）

牧之原市 牧之原市成年後見サポートセンター 0548-53-2613 421-0592 牧之原市相良275番地 牧之原市役所相良庁舎1階 8:15～17:00［土・日・祝日除く］

伊豆の国市 伊豆の国市成年後見支援センター 0558-76-8012 410-2396 伊豆の国市田京299-6
伊豆の国市役所大仁庁舎福祉事務所
内

毎週火曜日10:00～16:00(祝日除く)

袋井市 袋井市社会福祉協議会 0538-43-3020 437-0061 袋井市久能2515番地の１ はーとふるプラザ袋井内
毎週月曜日から金曜日
8：30～16：00（要予約）

函南町 社会福祉法人函南町社会福祉協議会 055-978-9288 419-0107 函南町平井717番地の28 函南町保険センター https://www.kannami-syakyo.jp

御殿場市 御殿場市成年後見支援センター 0550-70-6801 412-0042 静岡県御殿場市萩原９８８番地の１
御殿場市民交流センター「ふじざく
ら」内

https://www.gosyakyo.jp/ 8：15～17：15（土日祝日は除く）

伊豆市 伊豆市福祉相談センター 0558-72-3202 410-2413 伊豆市小立野38番地の2 修善寺生きいきプラザ 8：30～17：15【土・日・祝日除く】

下田市 社会福祉法人下田市社会福祉協議会 0558-22-3294 415-0024 下田市四丁目1番1号 下田市総合福祉会館 https://www.shakyo.or.jp/hp/1001/ 8:30～17:15（土・日・祝日を除く）

河津町 河津町社会福祉協議会 0558-34-1286 413-0504 賀茂郡河津町田中212-2 保健福祉センター内 http://www.shakyo.or.jp/hp/1010/ 平日：8:15～17:00

松崎町 松崎町社会福祉協議会 0558-42-2719 410-3612 賀茂郡松崎町宮内272-2 松崎町総合福祉センター内
https://www.shakyo.or.jp/hp/about/index.php?
s=1012

8:15～17:00

東伊豆町 東伊豆町社会福祉協議会 0557-22-1294 413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田306番地 東伊豆町保健福祉センター内 shakyou@i-younet.ne.jp

沼津市 沼津市成年後見支援センター 055-924-4455 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

9:00～17:15（土日祝、年末年始を除く）
※弁護士・司法書士相談及び二次相談の窓口
として開設

南伊豆町 南伊豆町社会福祉協議会 0558-62-3156 415-0304 賀茂郡南伊豆町加納790番地 南伊豆町健康福祉センター内 8：15～17：00（土・日・祝日除く）

http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html
http://www.hamamatsu-syakyou.jp/project/daily.html
http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content
http://mishimashakyo.jp/publics/index/149/#page-content
https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000178.html
https://www.kannami-syakyo.jp/
https://www.gosyakyo.jp/
https://www.shakyo.or.jp/hp/1001/
http://www.shakyo.or.jp/hp/1010/
https://www.shakyo.or.jp/hp/about/index.php?s=1012
https://www.shakyo.or.jp/hp/about/index.php?s=1012
mailto:shakyou@i-younet.ne.jp


愛知県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

名古屋市 名古屋市成年後見あんしんセンター 052-856-3939 462-8558 愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階 http://nagoya-seinenkouken.jp/
9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除
く）

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

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

瀬戸市

尾張旭市

豊明市

日進市

長久手市

東郷町

春日井市 高齢者・障がい者権利擁護センター 0568-82-9232 486-0857 愛知県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

8:30～17:00（土・日・祝日・年末年始を除
く）

豊田市 豊田市成年後見支援センター 0565-63-5566 471-0877 愛知県豊田市錦町1-1-1 豊田市福祉センター内
http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後
見支援センター/

8:30～17:15（月・日・祝日・年末年始を除
く）

犬山市 犬山市成年後見センター
0568-44-0325
/0568-44-0321

484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地 犬山市役所高齢者支援課/福祉課
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/ka
igo/1008077.html

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

小牧市

岩倉市

大口町

扶桑町

稲沢市 稲沢市成年後見センター 0587-22-5565 492-8269 愛知県稲沢市稲府町１番地 市役所東庁舎　社会福祉協議会内
http://www.city.inazawa.aichi.jp/kenko_fukus
hi/shogaifukushi/shogaishien/1008080.html

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

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_seine
nkoken.html

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

弥富市

蟹江町

飛島村

みよし市 みよし市成年後見支援センター 0561-41-8063 470-0224 愛知県みよし市三好町陣取山39番地5 みよし市立福祉センター内 http://www.miyoshi-shakyo.jp/
8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

あま市 あま市権利擁護センター 052-444-3135 490-1198 愛知県あま市甚目寺二伴田76番地 あま市役所甚目寺庁舎内
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/fukush
i/1007322.html

9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除
く）

豊山町 豊山町成年後見センター 0568-29-0002 480-0202
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪270番
地

豊山町総合福祉センターしいの木内 https://www.toyoyama-shakyo.jp/
8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

0567-69-8181 490-1405 愛知県弥富市神戸三丁目25番地 弥富市役所十四山支所内

http://www.owaritoubu-kouken.net/

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

尾張東部権利擁護支援センター 0561-75-5008 470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目301番地
9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除
く）

9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除
く）

9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始除
く）

http://amanankenri.net/→
https://amanankenri.net

日進市障害者福祉センター内

海部南部権利擁護センター

http://nagoya-seinenkouken.jp/
http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken
http://toyohashi-shakyo.or.jp/wordpress/shakyo/koure/kouken
http://www.owaritoubu-kouken.net/
http://www.owaritoubu-kouken.net/
http://www.owaritoubu-kouken.net/
http://www.owaritoubu-kouken.net/
http://www.owaritoubu-kouken.net/
https://www.haru-syafuku.or.jp/service/service14
https://www.haru-syafuku.or.jp/service/service14
http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/
http://toyota-shakyo.jp/advice/豊田市成年後見支援センター/
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kaigo/1008077.html
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kaigo/1008077.html
https://owarihokubu-kenriyougo.net/
https://owarihokubu-kenriyougo.net/
https://owarihokubu-kenriyougo.net/
http://www.city.inazawa.aichi.jp/kenko_fukushi/shogaifukushi/shogaishien/1008080.html
http://www.city.inazawa.aichi.jp/kenko_fukushi/shogaifukushi/shogaishien/1008080.html
http://www.shinshiroshakyo.or.jp/sodan_seinenkoken.html
http://www.shinshiroshakyo.or.jp/sodan_seinenkoken.html
http://amanankenri.net/→https:/amanankenri.net
http://amanankenri.net/→https:/amanankenri.net
http://www.miyoshi-shakyo.jp/
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/fukushi/1007322.html
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/fukushi/1007322.html
https://www.toyoyama-shakyo.jp/
http://www.owaritoubu-kouken.net/
https://owarihokubu-kenriyougo.net/
http://amanankenri.net/→https:/amanankenri.net
http://amanankenri.net/→https:/amanankenri.net


三重県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

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

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

名張市

伊賀市

玉城町 玉城町役場保健福祉課地域共生室 0596-58-7373 519-0433 三重県度会郡玉城町勝田4876番地1 玉城町保健福祉会館
8:30～17:15(月・水・金)
8:30～19:00(火・木)

御浜町
御浜町役場　健康福祉課
　地域包括支援係

05979-3-0514 519-5292 南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1 http://www.town.mihama.mie.jp/

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

https://ise-shakyo.jp/kibou
http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0
http://www.kuwana-shakyo.com/category_list.php?frmCd=2-3-0-0-0
http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/
http://www.town.mihama.mie.jp/
http://www.hanzou.or.jp/service/kenriyougo/


滋賀県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

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

平日8；30～17：15

長浜市 長浜市成年後見・権利擁護センター 0749-62-1804 526-0037 長浜市高田町12－34
さざなみタウン　ながはま文化福祉
プラザ３階

平日8；30～17：15

http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3
http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3
http://www.hikone-shakyo.or.jp/soudan/index.php#a3


京都府
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

京都市 京都市成年後見支援センター 075-354-8815 600-8127
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83
番地の1（河原町五条下る東側）

ひと・まち交流館京都 ４階
http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-
kouken/

月曜日～土曜日 午前9時～午後9時30分
(相談受付は午後9時まで)
※午後5時以降の来所相談は、事前に来所予
定日時を連絡
日曜日・祝日 午前9時～午後5時(相談受付は
午後4時30分まで)
※毎月第3火曜日(祝日の場合は翌日)及び年
末年始(12月29日～1月4日)休み

舞鶴市 舞鶴市成年後見支援センター 0773-62-5530 625-0087 京都府舞鶴市字余部下1167 舞鶴市中総合会館3階 http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/
月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時
15分

精華町 精華町権利擁護・成年後見センター 0774-94-4573 619-0243 京都府相楽郡精華町南稲八妻砂留22－1
精華町地域福祉センターかしのき苑
内

http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/
月～金曜日（祝日を除く）
（１２月２９日～１月３日は休み）
午前９時～午後５時

京丹後市 京丹後市成年後見サポートセンター
0772-69-0330
0772-69-0320

627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷691
健康長寿福祉部 長寿福祉課(事務局)
障害者福祉課

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/
kenkochoju/chojufukushi/kokensupport/14529.h
tml

月～金曜（祝日年末年始を除く）8:30~17:15

http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/
http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/
http://www.kyoshakyo.or.jp/maizuru/cat483/
http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/cat/
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/chojufukushi/kokensupport/14529.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/chojufukushi/kokensupport/14529.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/chojufukushi/kokensupport/14529.html


大阪府
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

大阪市 大阪市成年後見支援センター 06-4392-8282 557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
大阪市社会福祉研修・情報センター
３階

https://osaka-kouken.com/
9:00～17:00【日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）除く】

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

8:45～17:15［土・日・祝日と年末年始を除
く］

堺市 堺市権利擁護サポートセンター 072-225-5655 590-0078 堺市堺区南瓦町２－１ 堺市総合福祉会館4階 http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/ 9:00～17:30[土・日・祝日除く]

東大阪市 東大阪市成年後見サポートセンター 06-4309-7589 577-0054 東大阪市高井田元町1丁目2番13号 東大阪市社会福祉協議会内
http://www.heartnet-
hoshakyo.org/independence1.php

8:45～17:15[土・日・祝日除く]

八尾市 権利擁護センター 072-924-0957 581-0003 八尾市本町 2-4-10 八尾市立社会福祉会館
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

8:45～17:15[土・日・祝日除く]

枚方市
ひらかた権利擁護成年後見センター
「こうけん　ひらかた」

072-807-5442 573-1191 枚方市新町2-1-35
枚方市社会福祉会館　ラポールひら
かた1階

https://www.hirakata-
shakyo.net/topics/syakyo_plus/2255.html

9:00～17:30[土・日・祝日除く]

https://osaka-kouken.com/
https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo
https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_seikatsu/yougo
http://www.sakai-syakyo.net/kenriyougo/
http://www.heartnet-hoshakyo.org/independence1.php
http://www.heartnet-hoshakyo.org/independence1.php
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
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
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
https://www.hirakata-shakyo.net/topics/syakyo_plus/2255.html
https://www.hirakata-shakyo.net/topics/syakyo_plus/2255.html


兵庫県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

姫路市 姫路市成年後見支援センター 079-262-9000 670-0955 姫路市安田3丁目１番地 姫路市総合福祉会館2階 http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/
8：35～17：20[土・日・祝日・12/29～1/3除
く］

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

8：55～17：40[土・日・祝日、年末年始を除
く]

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/fukushishiset
su/shogaisha/koreiyogocenter.html

月曜日～金曜日9：00～17：30[祝祭日・年末
年始除く]

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

9:00～17:30【土日・祝日・年末年始除く】

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

9：00～17：30
[土・日・祝日・年末年始除く]

宝塚市
宝塚市高齢者・障碍（がい）者権利擁護
支援センター

0797-26-6828 665-0826 宝塚市弥生町2-2 すみれ栄光園内
http://www.seirei.or.jp/tss/elderly/12_60740
26947f6b/

9：00～17：30[土・日・祝日除く]

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/
月曜日〜金曜日
午前9時〜午後5時

丹波篠山市
丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サ
ポートセンター

079-594-2022 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛３０１ 丹南健康福祉センター内
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/
public-relations/post-1142.html

8:30～17：15（土・日・祝祭日及び年末年始
除く）

相生市

赤穂市

宍栗市

たつの市

太子町

上郡町

佐用町

西播磨成年後見支援センター 0791-72-7294 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條279-1 たつの市揖保川総合支所内
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsu
shien/seinenkoukenshiensenter.html

8：30～17：15
【土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除
く】

http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-kouken/
http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf
http://www.akashi-shakyo.jp/pdf/koukenshien.pdf
https://www.nishi.or.jp/access/fukushishisetsu/shogaisha/koreiyogocenter.html
https://www.nishi.or.jp/access/fukushishisetsu/shogaisha/koreiyogocenter.html
http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/
http://www.ashiya-shakyo.com/publics/index/43/
http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html
http://www.itami-shakyo.or.jp/busho/ken00.html
http://www.seirei.or.jp/tss/elderly/12_6074026947f6b/
http://www.seirei.or.jp/tss/elderly/12_6074026947f6b/
http://www.k-shakyo.or.jp/kakehashi-2/
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/photo/public-relations/post-1142.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html
https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiikihokatsushien/seinenkoukenshiensenter.html


奈良県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

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

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

大和郡山市 大和郡山市成年後見支援センター 0743-53-6531 639-1005 大和郡山市植槻町3-8 http://ykshakyo.or.jp/

橿原市

0744-22-8118
（地域包括支援

課）
0744-20-0015
（障がい福祉

課）
0744-29-3880

（社会福祉協議
会）

0744-24-4301
（地域包括支援

センター）

634-8509
634-0065

橿原市内膳町1丁目1-60（地域包括支援課・障
がい福祉課）
橿原市畝傍町9-1（社会福祉協議会・地域包括
支援センター）

橿原市役所分庁舎
保健福祉センター

8:30～17:15

http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html
http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html
https://ikomashakyo.or.jp/pages/39/
http://www.narashi-shakyo.com/html/kouken.html


和歌山県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

和歌山市 高齢者・障害者成年後見センター 073-435-1053 640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所高齢者・地域福祉課内
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi
/kourei_kaigo/1034195.html

8:30～17:15[土・日・祝日除く]

御坊市 御坊市地域包括支援センター 0738-23-5851 644-8686 和歌山県御坊市薗350 御坊市役所介護福祉課 8:30～17:15[土・日・祝日除く]

有田川町 権利擁護支援センターありだがわ 0737-23-8800 643-0853 有田郡有田川町角75-1 きび保健福祉センター内 8:30～17:15[土・日・祝日除く]

美浜町 美浜町地域包括支援センター 0738-23-4950 644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-278 美浜町役場福祉保険課 8:30～17:15[土・日・祝日除く]

印南町
印南町社会福祉協議会
印南町役場住民福祉課

0738-42-1433
0738-42-1738

649-1534
649-1534

和歌山県日高郡印南町印南2009-1
和歌山県日高郡印南町印南2570

印南町社会福祉協議会
印南町役場

白浜町 白浜町成年後見支援センター 0739-43-6596 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600 白浜町役場民生課 http://www.town.shirahama.wakayama.jp/ 8:30～17:15[土・日・祝日除く]

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1034195.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1034195.html
http://www.town.shirahama.wakayama.jp/


鳥取県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

鳥取市

岩美町

若桜町

八頭町

倉吉市

三朝町

湯梨浜町

琴浦町

北栄町

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/ 9：00～17：00

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

中部成年後見支援センター ミットレー
ベン

0858-22-8900 682-0816　 鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1 倉吉合同事務所内
http://www.kurayoshi-
seinenkouken.jp/index.html

9：00～17：00

9：00～17：00

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 9：00～17：00

http://adsuppo.net/
http://adsuppo.net/
http://adsuppo.net/
http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html
http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html
http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html
http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/69758.htm
http://www1.town.chizu.tottori.jp/syakyo/
http://adsuppo.net/
http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html
http://www.kurayoshi-seinenkouken.jp/index.html
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 受付時間

松江市 松江市権利擁護推進センター 0852-27-8389 690-0852 松江市千鳥町70 松江市総合福祉センター3階 午前8時30分から午後5時

益田市 益田市役所　高齢者福祉課 0856-31-0245 698-8650 島根県益田市常盤町1番1号 益田市役所　高齢者福祉課 8：30～17：15（土・日・祝日除く）

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番地
大田市民センター2階　大田市社会福
祉協議会内

http://www.ohda-
shakyo.jp/project/consultation/ohdakokensien
senta.html

8：30～17：00［土・日・祝日・年末年始除
く］

美郷町 美郷町地域包括支援センター 0855-75-1231 699-4692 島根県邑智郡美郷町168番地 美郷町役場
https://gov.town.shimane-
misato.lg.jp/kurasi/hukusi/2213

(月)～(金)【8:30-17:15】

http://www.ohda-shakyo.jp/project/consultation/ohdakokensiensenta.html
http://www.ohda-shakyo.jp/project/consultation/ohdakokensiensenta.html
http://www.ohda-shakyo.jp/project/consultation/ohdakokensiensenta.html
https://gov.town.shimane-misato.lg.jp/kurasi/hukusi/2213
https://gov.town.shimane-misato.lg.jp/kurasi/hukusi/2213


岡山県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

岡山市 岡山市成年後見センター 086-225-4066 700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目１－１ 岡山市保健福祉会館９階

http://www.okayamashi-
shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1
%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A
6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/

月曜～金曜　8時30分～17時15分　※祝日・
年末年始を除く

玉野市 玉野市成年後見支援センター 0863-32-5645 706-8510 玉野市宇野1丁目27番1号 玉野市役所　長寿介護課内
https://www.city.tamano.lg.jp/site/cyoju/803
2.html

平日8:30～17:15

井原市 成年後見ステーション 0866-62-9552 715-8601 井原市井原町３１１番地１
井原市役所２階　介護保険課　地域
包括支援センター係内

http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/202003
1600015/

8：30～17：15
（土・日・祝日除く）

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

8：30～17：15（土・日・祝，12/29～1/3を
除く）

高梁市 高梁市権利擁護センター 0866-56-0063 716-0029 高梁市向町21-3 高梁総合福祉センター内
8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除
く）

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番地 新見市地域福祉センター内 http://www.shakyo-niimi.jp/
9:00~17:00[土・日・祝日・12月29日～1月3
日除く]

備前市 地域福祉連携課　地域福祉係 0869-64-1827 705-8602 備前市東片上１２６番地 備前市役所内
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25
/8395.html

月～金　8：30～17：15
（祝日・年末年始を除く）

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/consultatio
n/rightcenter.html

8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除
く）
休日夜間は専用携帯電話に転送されます。

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 浅口市社会福祉協議会内 https://fukushiasakuchi.net/advocacy/
8：30～17：00（土・日・祝日・年末年始を
除く）

和気町 介護保険課地域包括支援センター 0869-92-9778 709-0495 和気郡和気町尺所５５５番地 和気町役場本庁舎１階 https://www.town.wake.lg.jp/ 8：30～17：15［土・日・祝日除く］

早島町
早島町権利擁護・成年後見サポートセン
ター

086-482-2483
・2432

701-0303 都窪郡早島町前潟360-1 早島町役場　健康福祉課
http://www.town.hayashima.lg.jp/kurashitetsu
zuki/shogaifukushi/1633072165670.html

8:30~17:15(土日祝除く）

http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/
http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/
http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/
http://www.okayamashi-shakyo.or.jp/senior_handicap/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/
https://www.city.tamano.lg.jp/site/cyoju/8032.html
https://www.city.tamano.lg.jp/site/cyoju/8032.html
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020031600015/
http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html
http://www.sojasyakyo.or.jp/since2018/06right/right.html
http://www.shakyo-niimi.jp/
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/25/8395.html
https://www.setouchisyakyo.or.jp/consultation/rightcenter.html
https://www.setouchisyakyo.or.jp/consultation/rightcenter.html
https://fukushiasakuchi.net/advocacy/
https://www.town.wake.lg.jp/
http://www.town.hayashima.lg.jp/kurashitetsuzuki/shogaifukushi/1633072165670.html
http://www.town.hayashima.lg.jp/kurashitetsuzuki/shogaifukushi/1633072165670.html


広島県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

広島市 広島市成年後見利用促進センター 082-207-3367 732-0822 広島県広島市南区松原町5-1 BIG FRONTひろしま６階
https://shakyo-
hiroshima.jp/kurashi/center.html

8:30～17:15（土日・祝日・12/29～1/3は除
く）

福山市 権利擁護支援センター 084-928-1353 720-0032 広島県福山市三吉町南二丁目11番22号 福山すこやかセンター内
https://www.f-
shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html

9:00～17:00（年末年始・祝日除く）

呉市 呉市権利擁護センター 0823-25-0266 737-8517 広島県呉市中央５丁目１２番２１号 呉市社会福祉協議会内 http://kureshakyo.net/ 9:00～17:00（祝日除く）

https://shakyo-hiroshima.jp/kurashi/center.html
https://shakyo-hiroshima.jp/kurashi/center.html
https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html
https://www.f-shakyo.net/mamorose/kenriyougo.html
http://kureshakyo.net/


山口県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

宇部市 宇部市成年後見センター 0836-34-8386 755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市役所　地域福祉・指導監査課
内

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/son
ota/seinenkouken/1005448.html

8：30～17：15
[土・日・祝日、12/29～1/3を除く]

山口市 山口市成年後見センター 083-934-2600 753-8650 山口市亀山町2番1号 山口市役所　高齢福祉課内
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/life/1/5/24
1/

8：30～17：00[土・日・祝日・年末年始除
く]

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/ 開庁日の8時30分～17時15分

防府市 防府市成年後見センター 0835-28-7768 747-0026 防府市緑町一丁目9番2号 防府市社会福祉協議会内
午前８:15～午後５時
【土・日・祝・年末年始は除く】

光市 743-0011 山口県光市光井二丁目２番１号
光市総合福祉センターあいぱーく光
内（光市福祉保健部内）

8：30～17：15［土・日・祝日除く］

長門市
長門市役所高齢福祉課地域包括ケア推進
室

0837-27-0035 759-4192 長門市東深川1339番地2
長門市役所高齢福祉課地域包括ケア
推進室内

https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki
/70/1091.html

月曜日から金曜日
８時３０分から１７時１５分

美祢市 美祢市地域包括支援センター 0837-54-0138 759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 美祢市役所高齢福祉課内
https://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo
_korei/shien/4587.html

和木町 和木町成年後見支援センター 0827-52-2196 740-8501 玖珂郡和木町和木1-1-1 和木町地域包括支援センター内 https://www.town.waki.lg.jp/

平生町 平生町役場町民福祉課 0820-56-7113 742-1195 熊毛郡平生町大字平生町210-1 平生町役場町民福祉課

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/1005448.html
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/sonota/seinenkouken/1005448.html
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/life/1/5/241/
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/life/1/5/241/
https://www.city.hagi.lg.jp/
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/70/1091.html
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/70/1091.html
https://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html
https://www2.city.mine.lg.jp/lifescene/kaigo_korei/shien/4587.html
https://www.town.waki.lg.jp/


徳島県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

阿南市 阿南市成年後見センター 0884-23-7288 774-0030 阿南市富岡町北通33番地1 阿南ひまわり会館内
http://www4.plala.or.jp/ananshi-
shakyo/indekumakougen-shakyo.or.jp/

平日　8：30～17：00

海陽町 海陽町権利擁護センター 0884-73-1714 775-0302 徳島県海部郡海陽町奥浦字新町44番地
海陽町役場海部庁舎２階
（海陽町社会福祉協議会内）

平日　8：30～17：15

つるぎ町 つるぎ町成年後見支援センター 0883-62-3111 779-4195 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1-3
平日（8:30～17:15)
休日・夜間は宿日直が取次

http://www4.plala.or.jp/ananshi-shakyo/indekumakougen-shakyo.or.jp/
http://www4.plala.or.jp/ananshi-shakyo/indekumakougen-shakyo.or.jp/


香川県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

高松市 権利擁護センター 087-811-5250 760-0066 香川県高松市福岡町2-24-10 福祉コミュニティセンター高松内
http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-
content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf

8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

丸亀市 後見センターまるがめ 0877-22-4976 763-0034 香川県丸亀市大手町2-1-7
丸亀市保健福祉センター（ひまわり
センター）内

https://www.marugame-
shakyo.or.jp/consult/life/ward.html

8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

坂出市 坂出市成年後見センター 0877-46-5038 762-0043 香川県坂出市寿町1-3-38 坂出市社会福祉協議会内 http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/
8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

善通寺市 地域包括支援センター 0877-63-6331 765-8503 香川県善通寺市文京町2-1-1 善通寺市役所高齢者課内
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/
14/kenriyougo.html

8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

さぬき市 地域包括支援センター 0879-26-9931 769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935-1 さぬき市寒川庁舎長寿介護課内
https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/healt
h/support_center/houkatsu

8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

東かがわ市 生活サポートセンター 0879-26-1122 769-2701 香川県東かがわ市湊1809 東かがわ市社会福祉協議会内
8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

三豊市 地域包括支援センター 0875-73-3021 767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373-1 三豊市役所介護保険課内
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofu
kushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html

8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

三木町成年後見センター（高齢者） 087-891-3321 三木町役場地域包括支援センター内

三木町成年後見センター（障がい者） 087-891-3304 三木町役場福祉介護課内

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

8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

綾川町 綾川町健康福祉課 087－876-1113 761-2392 香川県綾歌郡綾川町滝宮299 綾川町役場健康福祉課内
8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

琴平町 地域包括支援センター 0877-75-6880 766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井891-1 琴平町社会福祉協議会内
8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

多度津町 成年後見支援センターたどつ 0877-32-8501 764-0017 香川県仲多度郡多度津町西港町127-1
町民健康センター２階　多度津町社
会福祉協議会

8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

まんのう町 まんのう町福祉保険課 0877-73-0125 766-8503 香川県仲多度郡まんのう町吉野下430 まんのう町役場(本庁)内
8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

三木町 761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310
8：30～17：15［土・日・祝日・１２月２９
日～１月３日を除く］

http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf
http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/kenriyougo_leaf.pdf
https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html
https://www.marugame-shakyo.or.jp/consult/life/ward.html
http://sakaidesyakyo.jp/publics/index/30/
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/14/kenriyougo.html
https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/health/support_center/houkatsu
https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/health/support_center/houkatsu
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kenkofukushi/kaigo_hoken/6/houkatsu/1868.html
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/kankei/chiikihokatsu/


愛媛県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

松山市 松山市権利擁護センター 089-913-9046 790-0808 愛媛県松山市若草町8-2 松山市総合福祉センター内 https://www.matsuyama-wel.jp/page0208.html
8:30～17：15
（土・日・祝日除く）

今治市 0898-36-1525 794-8511 愛媛県今治市別宮町一丁目4番地1
福祉政策課・高齢介護課
障がい福祉課・健康推進課
生活支援課

8:30～17：15
（土・日・祝日除く）

四国中央市
0896-28-6023・

6024
799-0497 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 生活福祉課・高齢介護課

8:30～17：15
（土・日・祝日除く）

上島町 中核機関 0897-76-2261 794-2550 愛媛県越智郡上島町生名621番地１
生名総合支所　健康推進課
地域包括支援センター係

8:30～17：15
（土・日・祝日除く）

久万高原町 地域福祉権利擁護センター 0892-56-0750 791-1501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 久万高原町社会福祉協議会本所 http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/
8:30～17：15
（土・日・祝日除く）

砥部町 089-962-7255 791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地 介護福祉課
8:30～17：15
（土・日・祝日除く）

https://www.matsuyama-wel.jp/page0208.html
http://www.kumakougen-shakyo.or.jp/


高知県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

土佐市地域包括支援センター 088-852-1517 高知県土佐市高岡町甲1792-1 土佐市保健福祉センター内

土佐市基幹相談支援センター 088-852-6919 高知県土佐市高岡町甲2017-1 北庁舎１階

須崎市 須崎市成年後見相談窓口 0889-42-1205 785-8601 高知県須崎市山手町1-7 総合保健福祉センター1階 http://www.city.susaki.lg.jp/ 平日8：30～12：00、13：00～17：15

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 高知県土佐清水市寿町11番9号 社会福祉センター
8：30～17：30
（土日祝日・年末年始除く）

四万十市
四万十市福祉事務所　社会福祉係
四万十市高齢者支援課　地域包括支援セ
ンター

0880-34-1120
0880-34-0170

787-8501 高知県四万十市中村大橋通4-10 四万十市役所
8：30～17：15
（土・日・祝日除く）

香南市 香南市成年後見センター

0887-57-8511
（地域包括支援
センター）
0887-57-8509
（福祉事務所）

781-5292 高知県香南市野市町西野2706 香南市役所本庁内
8：30～17：15
【土・日・祝日除く】

本山町 本山町権利擁護センター「さくら」 0887-76-2312 781-3601
高知県長岡郡本山町本山1041
本山町社会福祉協議会　内

8:00～17：15【土・日・祝日除く】

大豊町 権利擁護窓口「やまがら」 0887-72-0450 789-0392 高知県長岡郡大豊町津家1626 大豊町役場 8：３０～17：15　土・日・祝日除く

中土佐町 中土佐町権利擁護支援センター 0889-52-2058 789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6584-1 中土佐町民交流会館 http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/ 8：30～17：15(土日・祝日・年末年始除く）

佐川町 佐川町地域包括支援センター 0889-22-7137 789-1202 高知県高岡郡佐川町乙2310番地

土佐市 781-1101 8：30～17：15(土日・祝日・年末年始除く）

http://www.city.susaki.lg.jp/
http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/


福岡県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

北九州市
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-
huku/17300184.html

芦屋町
https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/1
3032.html

岡垣町 https://www.miruto.info/kitakyushu-chukaku

遠賀町
http://www.town.onga.lg.jp/fukushi/koreisha_
fukushi/koreisha18.html

福岡市 福岡市成年後見推進センター 092-753-6450 810-0062 福岡市中央区荒戸三丁目３番39号 福岡市市民福祉プラザ
https://fukuoka-
shakyo.or.jp/seinenkoken.html

9：00～17：00
[日・月・祝日除く]

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

8：30～17：15
[土・日・祝日除く]

八女市社会福祉協議会 0943-23-0770 834-0031 八女市本町５９９ 八女市社会福祉会館内 https://yamesyakyo.jp/
8：30～17：15
[土・日・祝日除く]

いけだ社会福祉士事務所 080-1536-8391 834-0063 八女市本村４２５－４２ 清水ビル１階
8：30～17：15
[土・日・祝日除く]

行橋市

苅田町

みやこ町

春日市
春日市社会福祉協議会　権利擁護総合相
談窓口

092-201-8977 816-0851 春日市昇町３丁目１１０番地 春日市社会福祉センター
9：00～17：00
[土・日・祝日・年末年始除く]

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

8：30～17：00
[土・日・祝日、8/13～16，12/29～1/3除く]

北九州市成年後見支援センター 093-882-9123 804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号 ウェルとばた３F
9：00～17：00
[土・日・祝日除く]

八女市

行橋・京都成年後見センター 0930-26-8910 824-0063 行橋市大字中津熊501番地
行橋市総合福祉センター　ウィズゆ
くはし内

https://seinenkouken-orange.jp
9：00～17：00
[土・日・祝日・年末年始除く]

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17300184.html
https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html
https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/13032.html
https://www.miruto.info/kitakyushu-chukaku
http://www.town.onga.lg.jp/fukushi/koreisha_fukushi/koreisha18.html
http://www.town.onga.lg.jp/fukushi/koreisha_fukushi/koreisha18.html
https://fukuoka-shakyo.or.jp/seinenkoken.html
https://fukuoka-shakyo.or.jp/seinenkoken.html
http://www.heartful-volunteer.net/shiritai/102jigyou/kouken
http://www.heartful-volunteer.net/shiritai/102jigyou/kouken
https://yamesyakyo.jp/
https://seinenkouken-orange.jp/
https://seinenkouken-orange.jp/
http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html
http://www.mizumaki-shakyo.or.jp/sub64-kenriyougo.html
https://seinenkouken-orange.jp/


佐賀県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

嬉野市 嬉野市権利擁護センター 0954-66-9131 849-1411 嬉野市塩田町大字馬場下甲1967番地 嬉野市社会福祉協議会内



長崎県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

佐世保市社会福祉協議会 0956-22-1020 857-0028 佐世保市八幡町6-1 http://www.sasebo-shakyo.or.jp 平日8：30～17：15

佐世保市役所(長寿社会課・障がい福祉
課）

0956-24-1111 857-0042 佐世保市高砂町5-1（すこやかプラザ）
http://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/cho
jyu/20210924seinenkoukenseido.html

平日8：30～17：15
※祝日及び12/29～1/3除く

島原市 島原市権利擁護センター 0957-63-3855 855-0812 島原市霊南17 島原市社会福祉協議会内 https://www.shimabara-shakyo.or.jp/
8：30～17：15[土・日・祝日・年末年始除
く]

南島原市 南島原成年後見センター 0957-65-2887 859-2121 南島原市西有家町里坊2040番地 西有家老人福祉センター内
http://www.minashimashakyo.or.jp/publics/ind
ex/20/

8：30～17：15[土・日・祝日除く]

長与町 ながよ成年後見センター 095-801-5080 851-2128 長与町嬉里郷431-1 長与町社会福祉協議会内 平日9：00～17：00（年末年始を除く

佐世保市

http://www.sasebo-shakyo.or.jp/
http://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/chojyu/20210924seinenkoukenseido.html
http://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/chojyu/20210924seinenkoukenseido.html
https://www.shimabara-shakyo.or.jp/
http://www.minashimashakyo.or.jp/publics/index/20/
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 受付時間

荒尾市 荒尾市権利擁護推進センター 0968-79-7018 864-0011 荒尾市下井手193 荒尾市社会福祉協議会内
https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/1713
0.html

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

山鹿市 0968-43-1167 861-0592 山鹿市山鹿987-3
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/cont
ents/1626835671138/index.html

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

大津町 大津町権利擁護推進センター 096-292-0770 869-1233 菊池郡大津町大字大津1233 8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

菊陽町 096-232-2366 869-1192 菊池郡菊陽町大字久保田2800 8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1209
/2185.html

http://www.utoshakyou.jp/business11.html

美里町 美里町成年後見センター 0964-47-0065 861-4722 下益城郡美里町永富1510 美里町社会福祉協議会内 8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

八代市 八代市成年後見支援センター 0965-33-4436 866-8601 八代市松江城町１-25
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji003149
65/index.html

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

人吉市

錦町

多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

あさぎり町

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 天草市社会福祉協議会内
https://amakusa-
shakyo.jp/disability/disability01.html

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

宇土市 8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

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 人吉市社会福祉協議会内
http://hitoyoshi-
shakyo.com/publics/index/40/

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

宇土市社会福祉協議会内宇土市浦田町４４番地869-04920964-23-3756宇土市成年後見支援センター

https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html
https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/137/17130.html
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1626835671138/index.html
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1626835671138/index.html
https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1209/2185.html
https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1209/2185.html
http://www.utoshakyou.jp/business11.html
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00314965/index.html
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00314965/index.html
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
https://amakusa-shakyo.jp/disability/disability01.html
https://amakusa-shakyo.jp/disability/disability01.html
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/
http://hitoyoshi-shakyo.com/publics/index/40/


大分県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

別府市 別府市成年後見支援センター 0977-73-6070 874-0908 別府市上田の湯町15番40号 別府市社会福祉会館内
https://beppu-
shakyo.or.jp/publics/index/201/

8：30～17：00（土・日・祝日除く）

中津市
中津市社会福祉協議会
地域福祉課　権利擁護支援係

0979-23-2095 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 8：30～17：30（土・日・祝日除く）

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1-8
総合保健福祉センター（ウェルピ
ア）内

http://www.hitashakyo.jp/ 8：30～17：00（土・日・祝日除く）

佐伯市 佐伯市成年後見支援センター 0972-28-7105 876-0823 佐伯市7255番地13 佐伯市社会福祉センター内 http://sashakyo.or.jp/publics/index/193/
8：30～17：00（土・日・祝日・年末年始除
く）

臼杵市 臼杵市市民後見センター 0972-62-4488 875-0041 臼杵市大字臼杵4番1
臼杵市社会福祉センター（臼杵市社
会福祉協議会）２階

https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/ 9：00～16：00（土・日・祝日除く）

竹田市 竹田市権利擁護・成年後見支援センター 0974-63-1551 878-0011 竹田市大字会々1650番地
竹田市社会福祉協議会（福祉なんで
も相談課内）

8：30～17：00（土・日・祝日除く）

宇佐市 宇佐市成年後見支援センター 0978-33-0725 879-0455 宇佐市大字閤437番地 宇佐市社会福祉協議会内 https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/ 8：30～17：00（土・日・祝日除く）

https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/
https://beppu-shakyo.or.jp/publics/index/201/
http://www.nakatsu-s.or.jp/work_a19.html
http://www.hitashakyo.jp/
http://sashakyo.or.jp/publics/index/193/
https://usuki-shakyo.jp/publics/index/71/
https://usa-shakyo.jp/publics/index/99/


宮崎県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

都城市 都城市役所　介護保険課 0986-23-3184 855-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号 介護保険課及び福祉課 8:30～17:15

延岡市

高千穂町

日之影町

五ヶ瀬町

日南市 日南市ふれあい健やかセンター 0987-27-3154 887-8585 宮崎県日南市中央通１－１－１ 8:30～17:15

串間市 串間市福祉事務所 0987-72-1123 888-0001 宮崎県串間市大字西方９３６５番地８ 8:30～17:15

小林市

えびの市

高原町

高鍋町

新富町

西米良村

木城町

川南町

都農町

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

8:30～17:15

にしもろ地区権利擁護推進センター「つ
なご」

0984-27-3358 886-0004 宮崎県小林市細野389番地１ 8:30～17:30

こゆ成年後見支援センター 0983-32-6791 884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋300 8:30～17:10

https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center
https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center
https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center
https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center
https://www.emuemukai.jp/service/yougo_center


鹿児島県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

西之表市
西之表市権利擁護・成年後見支援セン
ター

0997-22-1266 891-3913 鹿児島県西之表市西之表7612番地 西之表市福祉事務所
8:30～17:15（土，日，祝日，12月29日～1月
3日を除く）

曽於市 曽於市社会福祉協議会 0986-72-0460 899-4101 鹿児島県曽於市財部町南俣504番地1 保健福祉センター内 http://soo-shakyo.or.jp/
8:30～17:15（土，日，祝日，12月29日～1月
3日を除く）

霧島市 霧島市成年後見センター 0995-45-1557 899-4332 鹿児島県霧島市国分中央三丁目33番10号 国分総合福祉センター内 http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/
8:30～17:00［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］

伊佐市 伊佐市成年後見センター 0995-23-2377 895-2511 鹿児島県伊佐市大口里1888番地
伊佐市役所長寿介護課地域包括支援
係

https://www.city.isa.kagoshima.jp/
8:30～17:15［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］

奄美市

大和村

宇検村

瀬戸内町 瀬戸内町地域包括支援センター 0997-72-1153 894-1592 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３番地 瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係 https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp
9:00～17:00［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］

喜界町 喜界町社会福祉協議会 0997-65-0449 891-6201 鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地 老人福祉センター内 http://kikai-shakyo.org/
8:30～17:00［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］

和泊町 和泊町地域包括支援センター 0997-92-1651 891-9112 鹿児島県大島郡和泊町和泊12番2 和泊町地域交流施設どぅくさ館内
8:30～17:15［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］

（福）奄美市社会福祉協議会 0997-52-7601 894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-6 奄美市社会福祉センター http://amamishakyo.org/
8:30～17:15［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］

http://soo-shakyo.or.jp/
http://www.shakyo.or.jp/hp/1742/
https://www.city.isa.kagoshima.jp/
http://amamishakyo.org/
http://amamishakyo.org/
https://www.houkatsu@town.setouchi.lg.jp
http://kikai-shakyo.org/
http://amamishakyo.org/


沖縄県
市区町村 名称 電話 郵便番号 住所 建物名など HP 受付時間

北中城村 北中城村地域包括支援センター 098-935-2263 901-2392 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2 https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/
8：30～17：15
【土日祝日（慰霊の日含む）除く】

https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/

