熊本県内 市町村高齢者虐待対応窓口一覧
市町村名

平日昼間の連絡先
熊本市高齢介護福祉課 096-328-2347
熊本市中央区役所福祉課 096-328-2311

平成30年5月 認知症対策・地域ケア推進課調べ
休日夜間の連絡先
熊本市高齢介護福祉課
（代表）
096-328-2111

熊本市東区役所福祉課

096-367-9127

熊本市西区役所福祉課

096-329-5403

熊本市南区役所福祉課

096-357-4129

熊本市北区役所福祉課

096-272-1118

宇土市

高齢者支援課

0964-22-1111

宇城市

宇城市地域包括支援センター 0964-25-2015

宇城市地域包括支援センター 0964-25-2015

福祉課 介護・高齢者支援係 0964-47-1111

福祉課 介護・高齢者支援係 0964-47-1111

熊本市

美里町
荒尾市
玉名市

地域包括支援センター

0964-47-7005

地域包括支援センター

0968-63-1177

高齢介護課

0968-75-1339

玉名市包括支援センター 0968-71-0285

高齢者支援課

0964-22-1111

高齢者支援課

0968-63-1111

高齢介護課

0968-75-1111(代表)

玉東町

玉東町地域包括支援センター 0968-85-6242

玉東町地域包括支援センター 0968-85-6242

和水町

和水町健康福祉課
0968-86-5724
地域包括支援センター係

和水町健康福祉課
地域包括支援センター係

福祉課福祉係

0968-57-8503

福祉課福祉係

地域包括支援センター

0968-69-9760

地域包括支援センター

福祉保健介護課
（介護保険係）
長寿支援課

0968-78-3144

地域包括支援センター

0968-43-1077

福祉保健介護課
0968-78-3144
（介護保険係）
長寿支援課 （当直対応後、 0968-43-1180
長寿支援課職員へ連絡す
る）

高齢支援課

0968-25-7216（直通） 当直室受付後、緊急連絡
網にて高齢支援課職員へ
096-248-1126
高齢者支援課

南関町
長洲町
山鹿市
菊池市
合志市

高齢者支援課
包括支援センター班

0968-43-1180

菊陽町
阿蘇市

0968-53-1111

0968-25-7 111
096-248-1102

（当直対応後、高齢者支援課
職員へ連絡）

介護保険課地域包括支援係 096-292-0770

096-292-0771

大津町

0968‐86‐5724
080-1726-9095

介護保険課地域包括支援 096-293-3111
係
（役場当直職員が対応し介護保
険課地域包括支援係へ連絡）

介護保険課 介護予防係 096-232-2366

菊陽町役場

阿蘇市地域包括支援センター 0967-32-5122

096-232-2111

阿蘇市地域包括支援センター 0967-32-5122

ほけん課

0967-22-3145

南小国町

福祉課

0967-42-1113

小国町

小国町地域包括支援センター 0967-46-2116

小国町地域包括支援センター 0967-46-2116

産山村地域包括支援センター 0967-25-2212

健康福祉課

福祉課

0967-42-1113
0967-25-2212

（役場当直職員が対応し緊急の
場合は健康福祉課職員へ連絡）

産山村
高森町

健康推進課

0967-62-1111

当直対応

0967-62-1111

南阿蘇村

健康推進課

0967-67-2704

健康推進課 （当直対応）

0967-67-1111

西原村

住民福祉課

096-279-3111

住民福祉課

096-279-3111

御船町
嘉島町

益城町

福祉課地域包括支援センター 096-282-2911

福祉課地域包括支援センター 096-282-2911

福祉課社会福祉係

096-282-1342

福祉課社会福祉係

嘉島町役場町民課
益城町東部圏域地域包
括支援センター
益城町西部圏域地域包
括支援センター

096-237-2576
096-214-5570

嘉島町役場町民課（宿日直対応）

096-285-4822

096-282-1342

096-237-1111
益城町東部圏域地域包括 096-214-5570
支援センター
益城町西部圏域地域包括 096-285-4822
支援センター

熊本県内 市町村高齢者虐待対応窓口一覧
市町村名
益城町

甲佐町
山都町
八代市

平日昼間の連絡先
福祉課 高齢者支援係
096-286-3114
福祉課

096-234-1114

地域包括支援センター

096-235-8711

福祉課高齢者支援係

0967-72-1229

山都町地域包括支援センター 0967-72-1677

長寿支援課

0965-33-4436

健康福祉課

0965-52-5852

いきいき健康課

0966-63-3051

氷川町
水俣市
芦北町
津奈木町
人吉市
錦町

平成30年5月 認知症対策・地域ケア推進課調べ
休日夜間の連絡先
役場当直またはｷｭｰﾈｯﾄ
096-286-3111（代表）
（夜間）より福祉課担当へ
連絡
福祉課（休日窓口）

096-234-1111

福祉課高齢者支援係

0967-72-1111（代表）

守衛室
（守衛室経由で長寿支援課 0965-33-4111
へ連絡）
健康福祉課
0965-52-5852
※当直より担当課長へ直
接連絡
水俣市地域包括支援センター 0966-62-3030

水俣市地域包括支援センター 0966-62-3030

住民生活課

0966-82-2511

住民生活課

0966-82-2511

福祉課

0966-82-2511

福祉課

0966-82-2511

ほけん福祉課

0966-78-5555

住民課

0966-78-5555

高齢者支援課

0966-22-2111内線1235 高齢者支援課

健康保険課

0966-38-1113（直通） 健康保険課

0966-22-2111
0966-22-2114
0966-38-1111（代表）

0966-45-7215

あさぎり町地域包括支援センター

0966-45-7231

あさぎり町 高齢福祉課
健康・保険課
多良木町

0966-42-1255

上球磨地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0966-42-6006

湯前町

保健福祉課

0966-43-4112

保健福祉課

0966-43-4112

水上村

保健福祉課
保健福祉課

0966-44-0313

住民福祉課

0966-44-0313

0966-35-1032

保健福祉課

0966-37-2214

0966-35-1032
（0966-35-0093）
0966-37-2211

山江村

健康福祉課

0966-23-3978

球磨村

住民福祉課

0966-32-1112

保健福祉課
（夜間のみ社協）
保健福祉課
緊急の場合、役場日直から
担当者あて連絡がある
健康福祉課
緊急の場合、役場日直また
はセコムから担当者あて連
絡がある
住民福祉課

高齢者支援課

0969-23-1111

高齢者支援課

0969-23-1111
時間外対応 携帯電話
080‐2799‐1625
0969-56-1111

相良村
五木村

天草市

上天草市

苓北町

0966-23-3111
0966-32-1112

高齢者ふれあい課
0969-28-3360
保険給付管理係
上天草市地域包括支援セ 0969-28-3378
ンター（高齢者ふれあい
課地域包括支援係）

高齢者ふれあい課
（松島庁舎）
大矢野庁舎

上天草市地域包括支援
サブセンター龍ヶ岳

0969-62-1124

姫戸統括支所

0969-58-2111

龍ヶ岳統括支所

0969-62-1111

福祉保健課

0969-35-1111

福祉保健課

0969-35-1111

苓北町地域包括支援センター 0969-35-1289

0964-56-1111

