
ハートフルパス申請受付・交付窓口一覧 令和4年10月3日現在

※市町村の窓口（★）は、その市町村に住民票のある方のみ手続き可能です。

地域 交付機関 担当課 所在地 電話番号

県　庁
健康福祉政策課
（新館３階）

熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2202

宇城保健所 総務福祉課 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-2416

福祉課 宇土市浦田町51 0964-22-1111
保健センター

（妊産婦のみ） 宇土市南段原町164-3 0964-22-2300

★宇城市 社会福祉課 宇城市松橋町大野85 0964-32-1387

★美里町 福祉課（砥用庁舎） 美里町三和420 0964-47-1116

有明保健所 総務福祉課 玉名市岩崎1004-1 0968-74-2117

福祉課 荒尾市宮内出目390 0968-63-1406
保険介護課

（介護認定者のみ） 荒尾市宮内出目390 0968-63-1418
すこやか未来課
（妊産婦のみ） 荒尾市増永632 0968-63-1153

★玉東町 町民福祉課 玉東町木葉759 0968-85-3183

健康福祉課 和水町江田3886 0968-86-5724

三加和総合支所住民課 和水町坂楠70 0968-34-3111

★南関町 福祉課 南関町関町1316 0968-57-8503

★長洲町 福祉保健介護課 長洲町長洲2766 0968-78-3135

鹿
本

地
域

山鹿保健所
（鹿本総合庁舎1階）

総務福祉課 山鹿市山鹿1026-3 0968-48-1202

菊池保健所 総務企画課 菊池市隈府1272-10 0968-25-4156

★菊池市 福祉課 菊池市隈府888 0968-25-7213

★合志市 福祉課 合志市竹迫2140 096-248-1144

★大津町 福祉課 大津町大津1233 096-293-3510

福祉課 菊陽町久保田2800 096-232-4913

西部支所 菊陽町光の森2-1-1 096-237-6555

阿蘇保健所 総務福祉課 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-24-9034

★南小国町 福祉課 南小国町赤馬場143 0967-42-1117

★産山村 健康福祉課 産山村山鹿488-3 0967-25-2212

★高森町 住民福祉課 高森町大字高森2168 0967-62-2911

★南阿蘇村 住民福祉課 南阿蘇村大字河陽1705-1 0967-67-2702

★西原村 住民福祉課 西原村小森3259 096-279-3113

御船保健所 総務企画課 御船町辺田見396-1 096-282-0016

福祉課 御船町大字御船995-1 096-282-1342
健康づくり支援課
（妊産婦のみ） 御船町大字御船995-1 096-282-1602

★嘉島町 福祉課 嘉島町上島530 096-237-2576

福祉課 益城町大字木山594 096-286-3115
保健福祉センター
（妊産婦のみ） 益城町大字惣領1470 096-234-6123

★甲佐町 福祉課 甲佐町豊内719-4 096-234-1114

福祉課 山都町浜町6 0967-72-1229
健康ほけん課

（妊産婦のみ） 山都町浜町6 0967-72-1295

清和支所健康福祉係 山都町大平385 0967-82-2112

蘇陽支所健康福祉係 山都町今500 0967-83-1112

八代保健所 総務企画課 八代市西片町1660 0965-33-3197

福祉課 氷川町島地642 0965-52-5852

宮原振興局地域振興課 氷川宮原栄久69-1 0965-62-2311

水俣保健所 総務企画課 水俣市八幡町2-2-13 0966-63-4104

★水俣市 福祉課 水俣市陣内１-１-１ 0966-61-1650

★芦北町 福祉課 芦北町芦北2015 0966-82-2511

★津奈木町 ほけん福祉課 津奈木町小津奈木2123 0966-78-311５

受付時間
午前９時～午後５時
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　>>> 郵送で申請される方は県庁へお送りください
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地域 交付機関 担当課 所在地 電話番号

人吉保健所 総務福祉課 人吉市西間下町86-1 0966-22-1040

★錦町 住民福祉課 錦町大字一武1587 0966-38-1112

 ★あさぎり町 生活福祉課 あさぎり町免田東1199 0966-45-7214

★湯前町 保健福祉課 湯前町1984（保健センター内） 0966-43-4112

★多良木町 福祉課 多良木町多良木1648 0966-42-1255

★水上村 保健福祉課 水上村岩野90 0966-44-0313

★相良村 保健福祉課 相良村深水2500-1 0966-35-1032

★五木村 保健福祉課 五木村甲2672-7 0966-37-2214

★山江村 健康福祉課 山江村大字山田甲1356-1 0966-23-3978

★球磨村 保健福祉課 球磨郡球磨村渡丙１７３０ 0966-32-1112

天草保健所 総務企画課 天草市今釜新町3530 0969-23-0172

福祉課 天草市東浜町8-1 0969-32-6071

高齢者支援課 天草市東浜町8-1 0969-24-8806

天草中央保健福祉センター 天草市浄南町4-15（ここらす内） 0969-24-0620

天草東保健福祉センター 天草市栖本町馬場3682-1 0969-66-3355

天草西保健福祉センター 天草市河浦町白木河内223-11 0969-75-3301

牛深支所市民生活課 天草市牛深町2286-103 0969-73-2111

有明支所まちづくり推進課 天草市有明町赤崎3383 0969-53-1111

御所浦支所まちづくり推進課 天草市御所浦町御所浦3527 0969-67-2111

倉岳支所まちづくり推進課 天草市倉岳町棚底1919 0969-64-3111

栖本支所まちづくり推進課 天草市栖本町馬場179 0969-66-3111

新和支所まちづくり推進課 天草市新和町小宮地669-1 0969-46-2111

五和支所まちづくり推進課 天草市五和町御領2943 0969-32-1111

天草支所まちづくり推進課 天草市天草町高浜南488-1 0969-42-1111

河浦支所まちづくり推進課 天草市河浦町河浦5253 0969-76-1111

市民課 上天草市松島町合津7915-1 0969-56-1111

生活環境課 上天草市大矢野町上1514 0964-26-5534

姫戸統括支所 上天草市姫戸町姫浦3384-5 0969-58-2111

龍ケ岳統括支所 上天草市龍ケ岳町高戸1412 0969-62-1111

 ★苓北町 福祉保健課 苓北町志岐660 0969-35-1263
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