
【様式１】(高齢者福祉 ) 都道府県名：熊本県（H21.3.17現在）　　　　　　　　　　　　

市町村名 部署名 電話番号 市町村名 部署名 電話番号

熊本市 高齢介護福祉課 096-328-2311 美里町 福祉課 介護保険係 0964-47-1111

八代市 高齢者支援課 地域支援係 0965-33-4436 玉東町 町民福祉課 福祉係 0968-85-3183

人吉市 介護障害課 高齢者介護係 0966-22-2111 和水町 健康福祉課 福祉係 0968-86-3111

荒尾市 健康生活課 介護保険係 0968-63-1418 南関町 福祉課 福祉係 0968-53-1111

水俣市 健康高齢課 高齢介護支援室 0966-63-3051 長洲町 福祉保健介護課 福祉係 0968-78-3111

玉名市 高齢介護課 介護保険係 0968-75-1339 植木町 健康福祉課 介護保険班 096－272－1128

天草市 高齢者支援課 庶務係 0969－23－1111 大津町 保険医療課 介護保険係 096-293-3114

山鹿市 いきがい推進課 高齢福祉係 0968-43-0052 菊陽町 健康・保険課 介護保険係 096-232-4912

菊池市 生きがい推進課 介護保険係 0968-25-7215 南小国町 町民課 福祉児童班 0967-42-1113

宇土市
保険課 介護保険係 0964-22-1111 小国町 健康福祉課 福祉係 0967-46-2116

福祉課 福祉係 0964-22-1111 産山村 住民課 福祉係 0967－25－2212

上天草市 介護保険課 介護予防係 0969-56-1111 高森町 住民福祉課 介護保険係 0967-62-1111

宇城市 高齢介護課 介護保険係 0964-32-1111 南阿蘇村 健康福祉課 高齢福祉係 0967－62－9180

阿蘇市 高齢者支援課 地域包括支援係 0967-22-3145 西原村 住民課 健康福祉係 096-279-3111

合志市 高齢者支援課 高齢者保険班 096-242-1109
御船町 福祉課

社会福祉係 096-282-1111

城南町 保険課 介護保険係 0964-28-3111 介護保険係 096-282-1111



市町村名 部署名 電話番号

嘉島町 町民課 福祉係 096-237-2576

益城町
健康福祉課 福祉係 096-286-3111

保険課 介護保険係 096-286-3111

甲佐町 福祉課 福祉係 096-234-1111

山都町 健康福祉課 高齢者支援係 0967-72-1173

氷川町 健康福祉課 福祉係 0965-52-5852

芦北町 住民生活課 介護保険係 0966-82-2511（146）

津奈木町 住民課 保険班 0966-78-3111

錦町 健康保健課 高齢者支援係 0966-38-1113

あさぎり町 健康福祉課 高齢総合班 0966-45-7215

多良木町 健康・保険課 高齢者支援係 0966－42－1255

湯前町 税務町民課 保険医療係 0966-43-4111

水上村 住民福祉課 福祉係 0966-44-0313

相良村 保健福祉課 福祉係 0966－35－1032

五木村 住民課 高齢福祉担当 0966-37-2214

山江村 健康福祉課 福祉係 0966-23-3978

球磨村 住民福祉課 福祉係 0966-32-1112

苓北町 福祉保健課 老人福祉係 0969-35-1111



【様式２】(障がい福祉 ) 都道府県名：熊本県(H21.3.17現在)　　　　　　　　　　

市町村名 部署名 電話番号 市町村名 部署名 電話番号

熊本市 障がい保健福祉課 障がい福祉係 096-328-2313 和水町 健康福祉課 障害福祉係 0968-86-3111

八代市 障がい福祉課 認定給付係 0965－35－0294 南関町 福祉課 福祉係 0968-53-1111

人吉市 介護障害課 障害者支援係 0966-22-2111 長洲町 福祉保健介護課 福祉係 0968-78-3111

荒尾市 福祉課 障がい福祉係 0968-63-1406 植木町 健康福祉課 障がい福祉班 096－272－1118

水俣市 福祉課 障がい者支援係 0966-61-1650 大津町 健康福祉課 福祉係 096-293-3510

玉名市 福祉課 障害福祉係 0968-75-1121 菊陽町 福祉課 福祉係 096-232-4913

天草市 社会福祉課 障がい福祉係 0969－23－1111 南小国町 町民課 福祉児童班 0967-42-1113

山鹿市 いきがい推進課 障害福祉係 0968-43-0052 小国町 健康福祉課 福祉係 0967-46-2116

菊池市 福祉課 障がい福祉係 0968-25-7213 産山村 住民課 住民係 0967－25－2212

宇土市 福祉課 福祉係 0964-22-1111 高森町 住民福祉課 福祉係 0967-62-1111

上天草市 福祉課 障害福祉係 0969-56-1111 南阿蘇村 健康福祉課 障害福祉係 0967－62－9180

宇城市 社会福祉課 障がい福祉係 0964-32-1111 西原村 住民課 健康福祉係 096-279-3111

阿蘇市 健康福祉課 総合福祉係 0967-22-3167 御船町 福祉課 社会福祉係 096-282-1111

合志市 福祉課 障がい福祉班 096-242-1149 嘉島町 町民課 福祉係 096-237-2576

城南町 健康福祉課 福祉係 0964-28-3111 益城町 健康福祉課 福祉係 096-286-3111

美里町 福祉課 高齢者福祉係 0964-47-1111 甲佐町 福祉課 福祉係 096-234-1111

玉東町 町民福祉課 福祉係 0968-85-3183 山都町 健康福祉課 福祉係 0967-72-1229



市町村名 部署名 電話番号

氷川町 健康福祉課 福祉係 0965-52-5852

芦北町 福祉課 障害者福祉係 0966-82-2511（153）

津奈木町 住民課 福祉班 0966-78-3111

錦町 住民福祉課 福祉・子育て支援係 0966-38-1112

あさぎり町 健康福祉課 福祉班 0966-45-7214

多良木町 町民福祉課 福祉係 0966-42-1256

湯前町 保健福祉課 保健福祉係 0966-43-4112

水上村 住民福祉課 福祉係 0966-44-0313

相良村 保健福祉課 福祉係 0966－35－1032

五木村 住民課 障害担当 0966-37-2214

山江村 健康福祉課 福祉係 0966-23-3978

球磨村 住民福祉課 福祉係 0966-32-1112

苓北町 福祉保健課 障害福祉係 0969-35-1111
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