権利擁護センター等

北海道
市区町村

電話

郵便番号

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

長沼町

長沼町地域包括支援センター

0123-82-5051

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

札幌市

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

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

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

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

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
ビル2階

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

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
ル１F

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

倶知安町

倶知安町生活サポートセンター

0136-44-2234

044-0003

苫小牧市

苫小牧市成年後見支援センター

0144-32-7111

室蘭成年後見支援センター

伊達市成年後見支援センター

岩見沢市

北広島市
石狩市

名称

住所

建物名など

北広島エルフィン

HP

受付時間
8:45～17:30（土日祝日・年末年始（12月29
日～1月3日）を除く）
8:45～17:15(土・日・祝日 年末年始を除
く)
8:30～17:00(土・日・祝日 年末年始を除
く)
8:30～17:15(土・日・祝日 年末年始を除
く)
8:30～17:15(土・日・祝日 年末年始を除
く)

https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s300000 8:45～17:15(土・日・祝日
012ck.html
く)

年末年始を除

https://www.sapporoshakyo.or.jp/consult/anshin/guardianship.html

9:00～17:00(土・日・祝日
く)

年末年始を除

https://www.chitose-shakyo.or.jp/guardianship.html

8:45～17:15※土・日・祝日、年末年始（12
月29日～翌1月3日）は休業日

江別市総合社会福祉センター

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

8：45～17：15(土・日・祝日
除く)

年末年始を

恵庭市社会福祉協議会内

http://www.eniwa-syakyo.or.jp/undertaking/guardianships.html

8：45～17：15(土・日・祝日
除く)

年末年始を

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

8：45～17：15(土・日・祝日
除く)

年末年始を

8：45～17：15(土・日・祝日
除く)

年末年始を

札幌市社会福祉総合センター3階

石狩市総合保健福祉センター「りん
http://ishikari-shakyo.org/
くる」

小樽市
積丹町
古平町

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

9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始を
除く）

ニセコ町民センター内

https://www.protech-web.co.jp/homepage/niseko-s/guide.html

8：30～17：15（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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/kutchansyakyo/index.html

8：45～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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

8：45～17：15（土・日・祝日、年末年始を
除く）

0143-83-5062

050-0083

室蘭市東町２丁目３番３号
ビル

http://www.muroranshakyo.jp/torikumi-09.htm

9：00～17：00
年始を除く）

0142-22-4124

052-0024

伊達市鹿島町20-1

http://www.date-shakyo.or.jp/seinen/

8：45～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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/sienseinen.html

8:30～17:15（土・日・祝日、年末年始を除
く）

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/

8:30～17:15（土・日・祝日、年末年始を除
く）

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

8:45～17:30（土・日・祝日、年末年始を除
く）

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/00000290.ht 8:30～17:15（土・日・祝日、年末年始を除
ml
く）

仁木町

小樽経済センタービ

余市町
赤井川村

室蘭市
登別市
豊浦町
壮瞥町

ハートセンター

月～土曜日（祝祭日・年末

洞爺湖町
伊達市

新ひだか町

新ひだか町総合生活支援センターきぃがる

七飯町
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

8:45～17:15（土・日・祝日、年末年始を除
く）

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/

8：45～17：30（土・日・祝日除く）

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/

8:30～17:15（土・日・祝日、年末年始を除
く）

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/

8:30～17:15（土・日・祝日、年末年始を除
く）

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

8:50～17:20（土・日・祝日、年末年始を除
く）

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.protechweb.co.jp/homepage/haboroshakyo/project.html

8：30～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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

8：30～17：30（土・日・祝日、年末年始
（12/31～1/5）を除く）

富良野市
南富良野町

天塩町

権利擁護センター等

北海道
市区町村

猿払村

名称

電話

郵便番号

住所

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

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

0162-82-1690

098-4111

北海道天塩郡豊富町字豊富西１条８丁目

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

北見市

北見市成年後見支援センター

0157-61-8182

090-0065

網走市

生活サポートセンター“らいと”

0152-67-7095

紋別市

紋別市成年後見センター

美幌町

美幌町成年後見支援センター

中頓別町

建物名など

猿払村保健福祉総合センター

HP

受付時間

https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/photo/detail/552.html
8：30～17：15（土・日・祝日、年末年始を
https://nayoro.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_commo
除く）
n_download&item_id=1849&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
8：30～17：15（土・日・祝日、年末年始を
除く）
http://www.dosyakyo-chiiki.jp/upload/201704131492042284k.pdf

9:00～17:00（土・日・祝日、年末年始を除
く）

幌延町保健センター内

https://www.protech-web.co.jp/homepage/horonobe/link.html

8:45～17:30（土日祝日及び年末年始12月31
日～1月5日は除く）

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

月曜日～金曜日 8：45～17：30まで（祝日
および年末年始を除く）

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

月曜日～金曜日

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
内

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

はーとぴあ２１ https://mombetsu.jp/soshiki/hoken/kaigo/news/2020-0720-1458106.html
http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015111700013/

9:00～17:00

8：45～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）
8:45～17:30（土・日・祝日、年末年始（12
月31日～1月5日）を除く）

https://www.protechweb.co.jp/homepage/tsubetsu/guide.html#%E3%81%82%E3%82%93%E3%
8：30～17：15（土・日・祝日、年末年始を
81%97%E3%82%93%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E
除く）
3%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

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

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

8：45～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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

月曜日から金曜日（土・日・祝日および年
末年始はお休み）
8:30～17:15

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/

8：30～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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１ ふれあい交流館内

https://www.memuro-syakyo.jp/consultation

※月～金曜日（土・日・祝日お休み）電話
受付8:45～17:30

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

8：30～17：15（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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

8：30～17：15（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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/

8：45～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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

8：45～17：45（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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

8：30～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）

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/

8:45～17:30（土・日・祝日、年末年始を除
く）

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/shougaisha_f/s 9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始
hien/page00045.html
を除く）

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/livingguide/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

015-482-2191

088-3292

上川郡弟子屈町中央2丁目3番1号

上士幌町

弟子屈町
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

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

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

標茶町総合福祉センター内

http://shibecha-shakyo.jp/kenriyougo.html

8：45～17：15（土・日・祝日、年末年始を
除く）
8：30～17：15（※祝日及び年末年始（12月
31日～1月5日）は除く）
8:45～17:30（土・日・祝日、年末年始を除
く）

https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_fukushi_ 8：45～17：30（土・日・祝日、年末年始を
kosodate/kaigo_fukushi/2/1192.html
除く）
白糠町保健センター内

https://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=176
http://shakyo-betsukai.com/

中標津町総合福祉センター内

8：30～17：30（土・日・祝日、年末年始を
除く）
8：45～17：00（土・日・祝日、年末年始を
除く）

http://www.plat.or.jp/cgi/blog/blog.cgi?n=1111&mode=disp&cate 8：30～17：15（土・日・祝日、年末年始を
gory=03&writer=admin
除く）

権利擁護センター等

青森県
市区町村
風間浦村

名称
地域包括支援センター

電話
0175-35-3111

郵便番号
039-4502

住所

建物名など

青森県下北郡風間浦村易国間字大川目１１番
総合福祉センターげんきかん
地２

HP

受付時間

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 平日8：15～17：00
%af%e6%8f%b4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/

権利擁護センター等

岩手県
市区町村

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

大船渡市

大船渡市成年後見支援センター

0192-27-0001

022-0006

岩手県大船渡市立根町字下欠125-12

大船渡市Y・Sセンター内

http://ofunato-shakyo.com/

奥州市
金ケ崎町

権利擁護あんしんセンター

0197-25-7171

023-0851

岩手県奥州市水沢南町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

平泉町

受付時間
8：30～17：15

権利擁護センター等

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

仙台市

仙台市成年後見総合センター

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.shakyosendai.or.jp/n/aboutus/institution/other/mamori-bu

9:30～16:00

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

8：30～17：30

権利擁護センター等

秋田県
市区町村

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

湯沢市

湯沢市成年後見支援センター

0183-78-2311

012-8501

秋田県湯沢市佐竹町1番1号

長寿福祉課地域包括支援センター内 http://www.city-yuzawa.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
福祉協議会内

能代市社会

http://www.noshiroshakyo.jp/

受付時間

月～金

8:30～17:15

権利擁護センター等

福島県
市区町村
福島市

名称
福島市権利擁護センター

電話

郵便番号

024-533-3341

960-8002

住所

建物名など

福島市森合町 10-1 福島市保健福祉センター
社会福祉協議会内
２Ｆ

HP
http://www.f-shishakyo.or.jp/publics/index/130/

受付時間
8:30～17：15[土・日・祝日除く]

権利擁護センター等

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

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

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

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

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

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

8:30～17:15[土・日・祝日除く]

神栖市

福祉後見サポートセンターかみす
（神栖市社会福祉協議会内）

0299-93-0294

314-0121

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

8：30～17：15

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

8:30～17:15

水戸市
笠間市
ひたちなか市
那珂市
小美玉市

8:30～17:00（土・日・祝日除く）

茨城町
大洗町
城里町

東海村

ウララ2ビル4階

http://www.doshakyo.or.jp/skc_tsuchiura_01.html

権利擁護センター等

栃木県
市区町村

電話

郵便番号

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/shakaifukushiho 8:30～17:15
ujin/kyougikai/1007014.html
[土・日・祝日・年末年始除く]

鹿沼市

「あすてらす かぬま」

0289-63-2817

322-0043

鹿沼市万町931-1

総合福祉センター内

http://kanuma-shakyo.or.jp/publics/index/49/

8：30～17：15
[土・日・祝日・年末年始除く]

日光市

とちぎ権利擁護センター
「あすてらす・にっこう」

0288-25-3070

321-2522

栃木県日光市鬼怒川温泉大原2-6

日光市藤原福祉センター「ふじの
郷」内

http://www.shakyonikko.or.jp/publics/index/47/&anchor_link=page47#page47

８： ３0～17：15
[土・日・祝日・年末年始除く]

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
http://oyama-syakyo.or.jp/service/asuterasu/
社会福祉協議会 地域福祉係

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

宇都宮市

高根沢町

名称

住所

建物名など

HP

http://kouseikai-flora.or.jp/publics/index/24/

受付時間

9： 00～17：30
[土・日・祝日・年末年始除く]
８： ３0～17：30
[土・日・祝日・年末年始除く]

権利擁護センター等

群馬県
市区町村

名称

電話

郵便番号

住所

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

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

建物名など

HP

受付時間

http://npo-shiminkouken.jp/
館林市総合福祉センター

http://tshakyo.ec-net.jp/H30.03kouken.pdf

9:00~17:00[土・日・祝日除く]

権利擁護センター等

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

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

8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

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

8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

所沢市

所沢市こどもと福祉の未来館
福祉の相談窓口

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
http://www.toko-shakyo.or.jp/katsudou/kouken.html
祉の相談窓口

月曜日から金曜日の9:00～18:00（祝祭日、
年末年始を除く）

飯能市

飯能市成年後見支援センター

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

8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

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.smileshakyo.jp/enterprise/other/detail.php?eid=00010

8:30～17:30
（土・日・祝日を除く）

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

草加市社会福祉協議会内

http://www.soka-shakyo.jp/soudan/soudan_supportcenter.html

月曜日～金曜日8:30～17:15

入間市

入間市成年後見センター

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

9:00～17:00［土・日・祝日除く］

八潮市

八潮市成年後見センター

048-995-3636

340-0802

鶴ヶ曽根414番地1

八潮市社会福祉協議会内

http://business4.plala.or.jp/yasio-sk/

午前8時30分から午後5時15分

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

8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

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

8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

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/

8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

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/seinenkoukensien 9:00～17:00
senta.html
（土・日・祝日を除く）

東松山市

権利擁護センター等

千葉県
市区町村

電話

郵便番号

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

東総権利擁護ネットワーク

090-7288-9270

289-2503

旭市江ヶ崎４４１

市川市

いちかわ社協てるぼサポート

047-320-4001

272-0026

市川市東大和田１－２－１０

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

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

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

八千代市

後見支援センター

047-483-3021

276-0046

我孫子市

あびこ後見支援センター

04-7184-1539

君津市

きみつ成年後見支援センター

富津市
市原市

船橋市

名称

住所

建物名など

HP

受付時間

https://pacg.jp/inpage/fkouken/

9:00～17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

http://tousou-kenriyougo.news.coocan.jp/index.html

9:00～17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

http://www.fukusi.jp/20800.html

8:40～17:40
(土日、祝日、年末年始を除く)

http://nodasyakyo.or.jp/koukenshien_center.html

平日8：30～17：15

茂原市総合市民センター

http://www.mobara-shakyo.or,jp/shisetsu09.html

8：30～17：15
(土日、祝日、年末年始を除く)

総合福祉センター２階

http://www.nashakyo.jp/00_enjojigyo.html

8：30～17：00
(土日、祝日、年末年始を除く)

八千代市大和田新田３１２－５

http://www.fukushi.yachiyo.chiba.jp/concept.html

9：00～17：00
(土日、祝日、年末年始を除く)

270-1166

我孫子市我孫子１８６１

http://www.abiko-shakyo.com/fukushi_service_01.php

8：30～17：00
(土日、祝日、年末年始を除く)

0439-55-0454

299-1152

君津市久保３－１－１

ふっつ後見支援センター

0439-87-9611

293-0006

富津市下飯野２４４３

http://www.futtsushakyo.jp/0604.html

8：30～17：15
(土日、祝日、年末年始を除く)

市原市成年後見支援センター

0436-26-6200

290-0075

市原市南国分寺台４－１－４

http://ichihara-shakyo.or.jp/06_kenri.html

8：30～17：15
(土日、祝日、年末年始を除く)

レックスマンション

銚子市
旭市
匝瑳市
分庁舎Ｃ棟内

君津市保健福祉センター「ふれあい
http://www.kimitsu-shakyo.or.jp/activity/activity2/#act_3
館」３階

8：30～17：00
(土日、祝日、年末年始を除く)

権利擁護センター等

東京都
市区町村

名称

電話

郵便番号

千代田区

住所

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

台東区

あんしん台東

03-5828-7507

110-0004

台東区下谷1丁目2−11

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

江東区

権利擁護センター「あんしん江東」

03-3647-1710

135-0016

目黒区

権利擁護センター「めぐろ」

03-5768-3964

豊島区

福祉サービス権利擁護支援室「サポートと
しま」

荒川区

建物名など

受付時間

https://www.chiyoda-cosw.jp/facility/seinenn/

8：30～17：15[土・日・祝日除く]

https://taitoshakyo.com/service/anshin

8：30～17：15[土・日・祝日・年末年始を
除く]

すみだボランティアセンター内

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

9:00~17:00(土・日、祝日、
年末年始を除く）

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/

9:00～17:00[土・日・祝日除く]

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 月曜から金曜（祝日を除く）8:30～17:00

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

8:30~17:15［土・日・祝日・年末年始を除
く］

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

9:00~17:15(土日祝をのぞく)

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/

8：30～17：15[土・日・祝日、12月29日か
ら1月3日を除く）

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/businessguide/anshin_tachikawa/

8：30-19：00（日祝除く）土曜8：30-17：
00

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/

9:00～17：00[土・日・祝日除く]

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

https://acsw.jp/senior/地域福祉権利擁護事業/

月曜日～金曜日8:30～17:00

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/
9：00～17：00[土・日・祝日除く]
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

https://hmshakyo.or.jp/service/consul/dementia/20210512_14.html

9：00～17：00[土・日・祝日除く]

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

https://www.ko-shakyo.or.jp/kenriyougo-center/

9：00～17：00[土・日・祝日・年末年始除
く]

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/businesssummary/adult-guardianship/welfare-services-comprehensivesupport.html

8:30～17:15[土・日・祝日除く]

きよせ権利擁護センター

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/

8：30～17：00[土・日・祝日・年末年始を
除く]

清瀬市

あいねっと

かがやきプラザ4階

HP

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/95seinenkoukenseidosuisin.html

9：00～17：00[土・日・祝日除く

武蔵村山市

武蔵村山市社会福祉協議会

042-566-0061

208-8503

東京都武蔵村山市学園４－５－１

市民総合センター２階

http://mmshakyo.jp/publics/index/76/#block122-104

毎週月～金曜日8:30～17:15

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/

月～金（祝日、年末年始を除く）8:30～
17:15

羽村市

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/

月曜日～金曜日 午前９時～午後５時
※祝日・年末年始（12月29日～１月３日）
を除く

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

月～金
く）

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

日の出町社会福祉協議会

https://hinodeshakyo.jimdofree.com/事業内容/福祉推進課/地域福
8:30～17:15[土・日・祝日除く]
祉権利擁護事業/

成年後見センターひのはら

042-598-0085

190-0211

西多摩郡檜原村2717

やすらぎの里内

西東京市

檜原村

8:30～17:15（祝日・年末年始を除

8:30～17:15（土日祝除く）

権利擁護センター等

神奈川県
市区町村
川崎市

名称
川崎市あんしんセンター

電話

郵便番号

044-739-8727

211-0053

住所
川崎市中原区上小田中6-22-5

建物名など

HP

川崎市総合福祉センター（6階）

http://www.cswkawasaki.or.jp/contents/hp0314/index00750000.html

受付時間
9:00～16:30[土・日・祝日・年末年始を除
く]

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

■平日（年末年始・土日祝日を除く）：9～
12時・13～17時
https://www.hiratsukasyakyo.jp/business/senior/seinenkouken.h ■偶数月（第１土曜日）：9～12時・13～17
tml
時
■奇数月（令和3年度11/20、1/15、
3/19）：午前9～12時

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.kamakurashakyo.jp/support_seinenkoken_yoyaku.html

成年後見支援センター

0467-85-6660

253-0043

茅ヶ崎市元町5-22

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/

9:00～12：00 13：00～17：00
（土日祝日・年末年始を除く）

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/elderly/seinen-kenri-center/

月～金（祝日、年末年始を除く）8:30～
17:00

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

月曜日～金曜日 9:00~17:00
第1・第3土曜日 9:00~12:00（予約制）

茅ヶ崎市

8：30～17：15[土・日・祝日・年末年始
（12/29から翌年1/3）除く]

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/otoshiyori/kazokukaigo 月・水・金曜日10：00～17：00
/1004216.html
（祝祭日は休み）※相談は予約制

永井ビル3階

権利擁護センター等

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

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/advancedage_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/

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/soshikiichiran/sogokikakub
9:00～17:30〔土・日・祝日除く〕
u/somuka/1/10_1/3539.html

0256-78-7020

959-0231

燕市吉田日之出町1番1号

柏崎市
燕市

福祉後見・権利擁護センター

http://tbm-swc.jp/consultation/advocacy/

8:30～17:15
（年末年始・土日祝除休）

8:30～17：15[土・日・祝日除く]

権利擁護センター等

富山県
市区町村
富山市

名称
とやま福祉後見サポートセンター

電話

郵便番号

076-422-3414

939-8640

住所
富山市今泉83番地1

建物名など

HP
http://www.toyamacity-shakyo.jp/?tid=100163

受付時間

権利擁護センター等

石川県
市区町村
加賀市

名称
成年後見センター

電話

郵便番号

0761-72-1500

922-0811

住所
加賀市大聖寺南町ニ11-5

建物名など

HP
http://www.kagavc.jp/sc.html

受付時間

権利擁護センター等

福井県
市区町村

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

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

勝山市福祉健康センター「すこや
か」内

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

(福)あわら市社会福祉協議会
ンター

0776-73-2253

919-0621

あわら市市姫二丁目31番６号

老人福祉センター市姫荘内

永平寺町

成年後見サポートセンター「ふわり」

0776-61-6003

910-1127

吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-44

成年後見セ

HP
http://www.katuyama-sk.jp/17_sasaeai.html

受付時間
9：00～17：00

[土・日・祝日除く］

8：30～17：15

[土・日・祝日除く]

http://www.awara-shakyo.or.jp/index.html

8：30～17：30

http://www.eiheijishakyo.jp

8：30～17：30

[土・日・祝日除く]

権利擁護センター等

山梨県
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

大月市

大月市地域包括支援センター

0554-23-8034

401-8601

大月市大月２－６－２０

大月市役所内

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
http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/9/
会 地域福祉課内

中央市
昭和町

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

玉穂総合会館内

地域包括支援センター

0555-72-1999

401-0392

南都留郡富士河口湖町船津1700番地

富士河口湖町

https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/

http://chuo-shakyo.or.jp/publics/index/15/
https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/info/info.php?if_id=18
87&ka_id=18

受付時間

権利擁護センター等

長野県
市区町村
岡谷市

名称

電話

郵便番号

住所

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

諏訪市・下諏訪町成年後見支援センター

0266-54-2155

392-0024

北アルプス成年後見支援センター

0261-22-1550

茅野市・原村 成年後見支援センター

建物名など

HP
平日

午前9時から午後5時

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 https://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=11790&supe
平日
きいき元気館」
r_genre=2&kiji_list=result.jsp

午前9時から午後5時

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 平日

午前9時から午後5時

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/

平日

午前9時から午後5時

富士見町成年後見支援センター

0266-78-8986

399-0214

富士見町落合6203番地

旧落合小学校

http://fujimimachi-shakyo.jp/publics/index/90/

平日

午前9時から午後5時

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

平日

午前9時から午後5時

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

平日

午前9時から午後5時

須高地域成年後見支援センター

026-214-1027

382-0074

須坂市大字須坂４７６－１

https://www.suzaka-shakyo.jp/kouken

平日

午前9時から午後5時

諏訪市
下諏訪町

http://www.okaya-shakyo.or.jp/index.php?page_id=189

受付時間

大町市
池田町
松川村
白馬村
小谷村
茅野市
原村
富士見町

須坂市
小布施町
高山村

権利擁護センター等

岐阜県
市区町村
瑞穂市
飛騨市

名称
瑞穂市地域包括支援センター

電話

郵便番号

住所

058-327-4118

501-0222

瑞穂市別府1283番地

0577-73-3214

509-4221

岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1-66

建物名など
瑞穂市総合センター１階

HP

受付時間

https://www.mizuho-shakyo.org/高齢者-1/地域包括支援センター/

8:30～17:15(土日祝日除く)

http://www.hidasi-syakyo.net/wordpress/page-1953/

9:00～17:00(土日・祝日除く）

権利擁護センター等

静岡県
市区町村

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

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２Ｆ

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

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

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

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/

焼津市

焼津市社会福祉協議会

054-621-2941

425-0088

焼津市大覚寺三丁目２番地の２

焼津市総合福祉会館ウェルシップや
https://www.yaizu-shakyo.or.jp/
いづ

小山町

小山町社会福祉協議会

0550-76-9906

410-1311

駿東郡小山町小山７５－７

小山町健康福祉会館２階

https://www.shimada-shakyo.jp/counsel/guardianship/

http://www.fuji-oyama-wel.jp/

受付時間

権利擁護センター等

愛知県
市区町村

電話

郵便番号

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

http://home1.catvmics.ne.jp/~okashavc/230soudan]koukenS.html

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

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/

9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始除
く）

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

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

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

へきなん福祉センターあいくる内

https://www.hekinan-shakyo.jp/seinen_koken.html

9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始除
く）

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

高齢者福祉センターひまわり内

http://www.kariyashi.jp/施設・事業所ご案内/成年後見支援セン
ター-2-2/

9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始除
く）

安城市

後見支援センター（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

8:30～17:15（月・土・日・祝日・年末年始
を除く）

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://nishioshakyo.sakura.ne.jp/businessservice/lifesupport/seinen/

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始除
く）

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

https://www.city.gamagori.lg.jp/site/chojuka/seinenkouken.htm 8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始除
l
く）

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/guardianship

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始除
く）

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

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始除
く）

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

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

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

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

幸田町

幸田町成年後見支援センター

0564-62-7171

444-0113

愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82番地4

幸田町福祉サービスセンター内

http://kotashakyo.jp/seinenkouken.html

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除
く）

岡崎市

名称

住所

建物名など

HP

受付時間

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

権利擁護センター等

三重県
市区町村

電話

郵便番号

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

四日市市成年後見サポートセンター

059-354-8144

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/

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/

津市

四日市市

名称

住所

建物名など

HP

受付時間

権利擁護センター等

滋賀県
市区町村

電話

郵便番号

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

東近江圏域成年後見サポートセンターESORA（いいそら）

0748-46-8128

521-1311

近江八幡市安土町下豊浦4837-2

（社会福祉法人グロー内）

http://glow.or.jp/facility/東近江市青年後見サポートセンターe平日9:00～17：45
sora/

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/

平日9：00～17：00

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/

平日9：00～17：00

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

平日8：30～17：30

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/r108RG00001
平日8：30～17：30
293.html

大津市

名称

住所

建物名など

HP

受付時間
平日8：45～17：30

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
甲賀市
湖南市

権利擁護センター等

京都府
市区町村
福知山市
南丹市

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

受付時間

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

市役所本庁舎１階（地域包括ケア推
進課内）

8:30～17:15［土日祝除く］

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

月曜～木曜午前９時～午後４時（祝祭日・
年末年始は除く）

権利擁護センター等

大阪府
市区町村
岸和田市

名称
権利擁護センター

電話

郵便番号

072-439-8241

596-0076

住所
岸和田市野田町１－５－５

建物名など
市立福祉総合センター２階事務室

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

受付時間

権利擁護センター等

兵庫県
市区町村
神戸市

名称
神戸市成年後見支援センター

電話

郵便番号

住所

建物名など

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

HP
https://www.with-kobe.or.jp/kouken/

9:00〜17:00（土・日・祝日・年末年始除
く）

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

9:00～17:30[土・日・祝日除く]

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

9:00～17:30[土・日・祝日除く]

尼崎市成年後見等支援センター

北部

06-4950-0614

661-0012

尼崎市南塚口町2丁目1番1号

塚口さんさんタウン1番館5階
市北部保健福祉センター内

尼崎市成年後見等支援センター

南部

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
祉センター内

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

8:30～17:15［土・日・祝日除く］

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

9：00～17：00[土・日・祝日・年末年始除
く]

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

8:30～17：00[土・日・祝日除く]

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

月～金9：00～17：30（祝日及び年末年始を
除く）

尼崎市

洲本市
加古川市

尼崎

受付時間

尼崎市南部保健福

権利擁護センター等

奈良県
市区町村
平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
上牧町
王寺町

名称

権利擁護支援センターななつぼし

電話

郵便番号

住所

0745-72-2390

636-0822

生駒郡三郷町立野南２丁目９番１３－５０５
号

建物名など

HP

http://web1.kcn.jp/nanatsuboshi/

受付時間

権利擁護センター等

和歌山県
市区町村
田辺市

名称
権利擁護支援センターたなべ

電話

郵便番号

住所

建物名など

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

HP

受付時間

https://www.shakyo.or.jp/hp/upload_doc/hpa1289_5fcf066591067. 8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始除
jpg
く）

権利擁護センター等

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

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/

8:30～17:15〔土・日・祝日除く〕

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/

8:30～17：30（土・日・祝を除く）

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
祉協議会内

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

8:30～17：15(土日祝日を除く）

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/

平日8：30-17：15

08514-6-1182

684-0303

島根県隠岐郡西ノ島町美田400番地6

西ノ島町地域包括支援センター内

http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/

平日8：30-17：15

西ノ島町

大田市社会福 http://www.ohdashakyo.jp/project/consultation/ohdakokensiensenta.html

8：30～17：00［土・日・祝日・年末年始除
く］

権利擁護センター等

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

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

9:00~17:00[土・日・祝日除く]

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

8:30~17:15[土・日・祝日除く]

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

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

8:30~17:15[土・日・祝日除く]

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

矢掛町農村環境改善センター内

syakyo@town.yakage.lg.jp

8:30～17:00
土日祝を除く

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

8:30～17:30(土・日・祝日を除く)

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

8:30~17:15[土・日・祝日除く]

美作市
勝央町
奈義町

http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/hoken/shakai/sougousou
8:30～17:15（土・日・祝日を除く）
dan/1459931243477.html

西粟倉村

権利擁護センター等

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

三次市

権利擁護センターもみじ

0824-63-8975

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

8:30～17:30（平日のみ）

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

8:30～17:15（平日のみ）

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

8:30～17:15（日曜・年末年始除く）

権利擁護センターほっと

0847-22-3162

722-1121

世羅郡世羅町大字西上原426-3

http://www.serashakyo.com/index.htm

8:30～17:30（平日のみ）

世羅町

リ・フレ内 http://fuchu-shakyo.or.jp/service/shien/seseragi/

受付時間
8:30～17:15（日曜・祝日・年末年始除く）

権利擁護センター等

山口県
市区町村
周南市

名称

電話

郵便番号

0834-22-9988

745-8529

住所
周南市速玉町3番17号

建物名など
徳山社会福祉センター

HP
https://www.shunan-shakyo.or.jp/

受付時間
8:30～17:15（土日祝、年末年始除く）

権利擁護センター等

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

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/

平日(8:30～17:00)土日祝日及び年末年始は
休み

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/

平日(8:30～17:15)土日祝日及び年末年始は
休み

権利擁護センター等

愛媛県
市区町村
八幡浜市

名称
八幡浜市権利擁護センター

電話

郵便番号

0894-23-2940

796-0010

住所
八幡浜市松柏乙１１０１番地

建物名など

HP

八幡浜市保健福祉総合センター２階 http://www.yawatahamashi-syakyo.jp/wp/

受付時間
8:30～17：30
（土・日・祝日除く）

権利擁護センター等

高知県
市区町村
高知市

名称
高知市成年後見サポートセンター

電話

郵便番号

088-856-5539

780-0850

住所
高知市丸ノ内一丁目7番45号

建物名など
総合あんしんセンター３階

HP
https://www.kochi-csw.or.jp

受付時間
平日8:30～17:30

権利擁護センター等

福岡県
市区町村
大牟田市
中間市

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

大牟田市成年後見センター

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/life_support/guardianship/

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/

受付時間
9：00～17：00
[土・日・祝・年末年始除く]
9：00～17：00
[土・日・祝日除く]

権利擁護センター等

佐賀県
市区町村
佐賀市
鹿島市
江北町
上峰町

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

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/

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

受付時間

権利擁護センター等

長崎県
市区町村

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

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

壱岐市

後見センター壱岐

0920-45-0048

811-5316

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触179-2

壱岐市社会福祉協議会本所（壱岐島
開発総合センター

社会福祉法人さゆり会サポートセンターゆ
うなぎ

0959-76-3001

853-0033

長崎県五島市木場町３７７番地１

五島市地域包括支援センター

0959-72-6194

853-8501

長崎県五島市福江町１番１号

HP
http://tsushima-city-shakyo.jp/

https://sayurikai.jp/

受付時間
8:45~17:30
[ 土・日・祝日除く ]
8：30～17：15（土日祝祭日及び年末年始除
く）
8：30～17：15（土曜日・日曜日・祝祭日・
12月29日から翌年1月3日を除く）

五島市
五島市役所

長寿介護課内（直営） https://www.city.goto.nagasaki.jp/

8：30～17：15（土曜日・日曜日・祝日・12
月29日から翌年1月3日を除く）

権利擁護センター等

熊本県
市区町村

名称

電話

郵便番号

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（旧西
http://kumamoto-city-csw.or.jp/yougo/index.html
保健福祉センター）３階

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

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/

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

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

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

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/wpcontent/uploads/2017/10/1d3516289f53c7a351a624210efec423.pdf

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

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/

8:30～17:15[土・日・祝日、年末年始除く]

熊本市

住所

建物名など

HP

受付時間

水俣市
芦北町
津奈木町

権利擁護センター等

大分県
市区町村
大分市
豊後高田市
国東市
姫島村
杵築市
豊後大野市

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

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

9：00～18：00（日・祝日・第2月曜・第4月
曜除く）

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/

8：30～17：00（土・日・祝日除く）

杵築市全世代支援センター

0978-68-8282

873-0005

杵築市大字猪尾900番地

杵築市健康福祉センター内

豊後大野市成年後見支援センター

0974-22-6677

879-7153

豊後大野市三重町玉田1128番地

豊後大野市社会福祉協議会内

https://www.bghohnosw.com/

受付時間

8：30～17：00（土・日・祝日・年末年始除
く）
8：30～17：00（土・日・祝日・年末年始除
く）

権利擁護センター等

宮崎県
市区町村
宮崎市

小林市

門川町

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

受付時間

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内

http://ai119qm9hd.previewdomain.jp/works/金銭管理の相談/

8:30～17:15

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

社会福祉センター内

https://kobayashi-syakyo.jimdofree.com/ホーム/成年後見セン
ターこばやし/

8:30～17:00

（一社）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

成年後見センターかどがわ

0982-63-7210

889-0605

東臼杵郡門川町庵川西6丁目60番地

8:30～17:30
門川町総合福祉センタ−内

https://kadogawa-shakyo.org/activities/tiikifukushi

8:30～17:15

権利擁護センター等

鹿児島県
市区町村
鹿児島市
鹿屋市
薩摩川内市
さつま町

名称

電話

郵便番号

住所

建物名など

HP

受付時間

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/

8:30～17:15［土，日，祝・休日，12月29日
～１月３日を除く］

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.com/page51.html

8:30～17:00［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］

薩摩川内市社会福祉協議会権利擁護セン
ター

0996-29-5587

895-0005

薩摩川内市永利町4107番地1

さつま町権利擁護センター

0996-52-1865

895-1803

薩摩郡さつま町宮之城屋地2117番地1

8:30～17:15［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］
宮之城ひまわり館内

https://satsuma-shakyo.jp/work/

8:30～17:15［土・日・祝日，12月29日～１
月３日を除く］

権利擁護センター等

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
9:00~17:00
【土日祝日（慰霊の日含む）除く】

宜野湾市

宜野湾市権利擁護支援センターうるる

098-893-6080

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

http://www.ginowanshakyo.or.jp/.

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 8:30～17:15
/
【土日祝日（慰霊の日含む）除く】

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/

8：30ｰ17：15
【土日祝日（慰霊の日含む）除く】

