自立相談支援機関 相談窓口一覧（平成30年10月1日現在）
※お住まいの窓口の連絡先がない場合は、都道府県、市町村へお問い合わせください。
自治体名
北海道

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

北海道
（空知総合振興局）

特定非営利活動法人
コミュニティワーク研究実践センター

そらち生活サポートセンター

樺戸郡月形町字本町８番地

0126-35-5414
0120-279-234

0126-35-5414

http://sorachiseikatsusupportcenter.
jimdo.comから送信可能

北海道
（石狩振興局）

特定非営利活動法人
ゆうゆう

生活就労サポートセンターいしかり

石狩郡当別町弥生52番地11－１

0133-27-6400

0133-27-6401

sp-ishikari@roukyou.gr.jp

北海道
（後志総合振興局）

特定非営利活動法人
しりべし圏域総合支援センター

くらし・しごと相談処
しりべし

余市郡余市町黒川町１０丁目１－２６

0135-48-6227

0135-48-6228

kurashi-shigoto@shiribesi.jp

北海道
（胆振総合振興局）

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

生活就労サポートセンターいぶり

室蘭市中央町３－５－13
SK室蘭中央ビル６F

0120-09-0783

0143-83-7123

kiuchi_iburi@next2001.net

日高コンソーシアム
（特定非営利活動法人こみっと）

相談支援センターこみっと

日高郡新ひだか町
静内高砂町３丁目６番14号

0146-42-2488

0146-49-0022

hidaka-commit@bz01.plala.or.jp

日高コンソーシアム
（社会福祉法人浦河向陽会）

相談支援事業所ういず

浦河郡浦河町向が丘西２丁目568の66

0146-22-6246

0146-22-6246

日高コンソーシアム
（社会福祉法人新冠ほくと園）

相談室「かける」

新冠郡新冠町字本町６５番地１７

0146-47-2333

0146-47-2333

kakeru@bz04.plala.or.jp

日高コンソーシアム
（社会福祉法人愛光会）

相談室みんなのそら

沙流郡日高町富川南１丁目６－26

01456-2-2585

01456-2-2587

minnanosora@ark.ocn.ne.jp

日高コンソーシアム
（社会福祉法人平取福祉会）

相談支援事業所なないろ

沙流郡平取町振内町１５１番地４５

01457-3-7150

01457-3-7160

nanairo@birafuku.jp

北海道
（渡島総合振興局）

一般財団法人
北海道国際交流センター

生活就労サポートセンターおしま

函館市元町１４－1

0138-22-0220

0138-22-0660

oshima@hif.or.jp

北海道
（檜山振興局）

一般財団法人
北海道国際交流センター

生活就労サポートセンターひやま

檜山郡江差町字本町101－１

0139-54-6300

0139-54-6301

hiyama@hif.or.jp

北海道
（上川総合振興局）

生活協同組合北海道高齢協

かみかわ・くらし安心センター ほっと

旭川市住吉４条１丁目４番５号

0166-59-5282

0166-59-5283

asahikawa@h-wcoop.com

北海道
（留萌振興局）

特定非営利活動法人
ウェルアナザーデザイン

うぇるサポート

留萌市栄町２丁目６番３号

0164-56-1662

0164-56-1551

wel-ad-takashi@minos.ocn.ne.jp

北海道
（宗谷総合振興局）

社会福祉法人
稚内市社会福祉協議会

自立生活支援センター

稚内市宝来２丁目２番24号

0162-24-0707

0162-24-1159

konnkyuu@wk-syakyo.or.jp

北海道（オホーツク
総合振興局）

特定非営利活動法人ワークフェア

オホーツク相談センターふくろう

北見市青葉町16番23号
水元建設ビル内

0157-25-3110

0157-33-3760

北海道
（十勝総合振興局）

有限会社ウィルワーク

とかち生活あんしんセンター

帯広市東４条南18丁目13－１

0155-66-7112

0155-66-7113

anshin@tokachi18.hokkaido.jp

北海道
（釧路総合振興局）

社会福祉法人
釧路社会的企業創造協議会

北海道釧路総合振興局管内
生活相談支援センター「くらしごと」

釧路市北大通１２－１－１４
ビケンワークビル１階

0154-65-1250

0154-65-1250

sbcc@kuh.biglobe.ne.jp

北海道
（根室振興局）

社会福祉法人
北海道社会福祉事業団

なかしべつ生活サポートセンターよりそい

標津郡中標津町東17条北９丁目４番地

0153-74-0609

0153-72-8070

komarigoto@dofukuji.or.jp

キャリアバンク株式会社

札幌市生活就労支援センター

札幌市中央区大通西6丁目10番地
大通公園ビル8階

011-221-1766

011-221-1767

step-sapporo@career-bank.co.jp

社会福祉法人
札幌一時生活支援協議会

札幌市ホームレス相談支援センター

札幌市北区北22条西5丁目2-32
第11松井ビル2-A

0120-887-860
011-299-7735

011-299-7736

info@join-sapporo.net

保健福祉部生活支援第１課

函館市東雲町４番１３号

0138-21-3089

0138-27-3373

hogo@city.hakodate.hokkaido.jp

旭川市自立サポートセンター

旭川市７条通１０丁目
旭川市第二庁舎４階

0166-23-1134

0166-22-8020

jiritsu-support@north.hokkai.net

北海道（日高振興局）

札幌市

函館市
旭川市

社会福祉法人
旭川市社会福祉協議会

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

小樽市生活サポートセンター たるさぽ

小樽市花園４丁目２番１４号
花園ビル２F

0134-33-1124
0134-33-1128

0134-33-1128

taru-sapo@city.otaru.lg.jp

生活支援課

室蘭市幸町１番２号

0143-23-8801

0143-22-1750

hogo@city.muroran.lg.jp

１．小樽市
小樽市

２．社会福祉法人 小樽市社会福祉協議会

３．キャリアバンク株式会社
室蘭市
釧路市

一般社団法人
釧路社会的企業創造協議会

釧路市生活相談支援センター「くらしごと」

釧路市北大通12丁目1番地14
ビケンワークビル1階

0154-65-1250

0154-65-1250

sbcc@kuh.biglobe.ne.jp

帯広市

社会福祉法人慧誠会

帯広市自立相談支援センターふらっと

帯広市西６条南６丁目３
ソネビル２Ｆ

0155-20-7366

0155-20-7367

obihiro-flat@keisei-kai.jp

北見市

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会

北見市自立支援センター

北見市寿町3丁目4番1号
北見市総合福祉会館内

0157-57-3686

0157-57-3611

jiritsu-shien@kitami-shakyo.or.jp

夕張市

社会福祉法人雪の聖母園

地域支援センターライフネットゆうばり

夕張市南清水沢4丁目29番地

0123-57-7500

0123-59-7223

岩見沢市

特定非営利活動法人
コミュニティワーク研究実践センター

岩見沢市生活サポートセンターりんく

岩見沢市3条西3丁目2-1

0126-25-5200

0126-25-5255

linksoudan@iwa-link.net

網走市

社会福祉法人
網走市社会福祉協議会

網走市生活サポートセンターらいと

網走市北11条東1丁目10番地

0152-67-7095

0152-67-7163

support@a-shakyo.jp

留萌市

社会福祉課（生活困窮者自立支援担当）

留萌市幸町１丁目１１番地

0164-42-1807

0164-43-8778

苫小牧市

総合福祉課

苫小牧市旭町4丁目5番6号

0144-32-6189

0144-32-6098

sogofukusi@city.tomakomai.hokkaido.
jp

社会福祉法人
稚内市社会福祉協議会

自立生活支援センター

稚内市宝来2丁目2番24号

0162-24-0707

0162-24-1159

konnkyuu@wk-syakyo.or.jp

特定非営利活動法人
コミュニティワーク研究実践センター

そらち生活サポートセンター

樺戸郡月形町字本町８番地

0120-279-234

0126-35-5414

sorasapo@cmtwork.net

美唄市役所

美唄市西３条南１丁目１番１号

0126-62-3149

福祉課福祉係

芦別市北１条東１丁目３番地

0124-22-2111

0124-22-9696

sfukushi@city.ashibetsu.hokkaido.jp

特定非営利活動法人
コミュニティワーク研究実践センター

そらち生活サポートセンター

樺戸郡月形町字本町8番地

0120-279-234

0126-35-5414

sorasapo@cmtwork.net

江別市

社会福祉法人
江別市社会福祉協議会

くらしサポートセンターえべつ

江別市錦町14番地87
江別市総合社会福祉センター内

011-375-8987

011-385-1236

kurasapo@ebetsu-shyakyo.jp

赤平市

特定非営利活動法人
コミュニティワーク研究実践センター

そらち生活サポートセンター

樺戸郡月形町字本町8番地

0120-279-234

0126-35-5414

sorasapo@cmtwork.net

紋別市

社会福祉法人
紋別市社会福祉協議会

紋別市生活自立支援
サポートセンター

紋別市幸町７丁目１－１０
「はーとぴあ２１」内

0158-23-2350

0158-26-2299

sien@mon-syakyo.com

保健福祉部福祉課

士別市東６条４丁目１番地

0165-23-3121

0165-23-1766

seikatu.shien@city.shibetsu.lg.jp

稚内市

美唄市

芦別市

士別市
名寄市

社会福祉法人
名寄市社会福祉協議会

生活相談支援センター

名寄市西1条南12丁目

01654-3-9862

01654-3-9949

三笠市

特定非営利活動法人
コミュニティワーク研究実践センター

そらち生活サポートセンター

樺戸郡月形町字本町8番地

0120-279-234

0126-35-5414

sorasapo@cmtwork.net

根室市

社会福祉法人
根室市社会福祉協議会

ねむろ日常生活サポートセンター

根室市有磯町２丁目６番地
根室市福祉会館内

0153-24-9000

0153-24-0551

nemurosupport@nemuroshakyo.or.jp

福祉課生活支援係

千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市役所

0123-24-0894

0123-22-8851

fukushi@city.chitose.ｌｇ.jp

そらち生活サポートセンター

樺戸郡月形町字本町8番地

0120-279-234

0126-35-5414

sorasapo@cmtwork.net

千歳市
滝川市

特定非営利活動法人
コミュニティワーク研究実践センター

自治体名

事業実施者

砂川市
歌志内市

特定非営利活動法人
コミュニティワーク研究実践センター

深川市
富良野市

社会福祉法人
富良野市社会福祉協議会

登別市
恵庭市

社会福祉法人
恵庭市社会福祉協議会

伊達市

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

社会福祉課保護係

砂川市西6条北3丁目1番1号

0125-54-2121

0125-55-2301

hogo@city.sunagawa.lg.jp

そらち生活サポートセンター

樺戸郡月形町字本町8番地

0120-279-234

0126-35-5414

sorasapo@cmwork.net

社会福祉課福祉庶務係

深川市２条１７番１７号

0164-26-2144

0164-22-8134

shakaifu@city.fukagawa.lg.jp

富良野市社会福祉協議会
自立相談支援センター

富良野市住吉町1番28号

0167-39-2215

0167-39-2216

ｆ105502@furano.ne.jp

生活支援相談室

登別市中央町６－１１

0143-85-1911

0143-85-1108

welfare@city.noboribetsu.lg.jp

恵庭市社会福祉協議会

恵庭市末広町１２４番地

0123-33-9436

0123-33-9709

syakyo@eniwa-syakyo.or.jp

伊達市健康福祉部
社会福祉課

伊達市鹿島町20番地1

0142-23-3331

0142-25-4195

北広島市

社会福祉法人えぽっく

きたひろしま暮らしサポートセンターぽると

北広島市中央3丁目8番地4

011-887-6480

011-373-6680

poruto＠epoch.or.jp

石狩市

社会福祉法人
石狩市社会福祉協議会

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
地域福祉課個別支援係

石狩市花川北６条１丁目４１番地１

0133-72-8220

0133-72-8121

shakyo@ishikari-shakyo.org

北斗市

社会福祉法人
北斗市社会福祉協議会

北斗市生活相談支援センター

北斗市中野通２丁目１８番１号

0138-74-2500

0138-74-3655

info@hokutosyakyo.net

社会福祉法人
青森県社会福祉協議会

東地域自立相談窓口

青森市中央３丁目２０番３０号
県民福祉プラザ２階

017-752-1888

017-723-1394

higashi@aosyakyo.or.jp

社会福祉法人
青森県社会福祉協議会

中南地域自立相談窓口

弘前市宮園二丁目8-1
弘前市社会福祉センター内

017-774-3234

017-774-3235

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

三戸地域自立相談窓口

青森県八戸市一番町１丁目２－２８
黒澤ビル２階

0178-51-8755

0178-51-8756

prework-sannohe@roukyou.gr.jp

社会福祉法人
青森県社会福祉協議会

西北地域自立相談窓口

五所川原市鎌谷町５０２番地５
五所川原市社会福祉協議会内

0173-34-3494

0173-35-5855

seihoku@aosyakyo.or.jp

社会福祉法人
青森県社会福祉協議会

上北地域自立相談窓口

上北郡七戸町字立野頭１３９－１
七戸町総合福祉センター「ゆうずらんど」内

0176-62-4879

0176-62-3628

kamikita@aosyakyo.or.jp

社会福祉法人
青森県社会福祉協議会

下北地域自立相談窓口

むつ市中央１丁目８番１号
むつ市社会福祉協議会内

0175-33-3023

0175-23-5093

shimokita@aosyakyo.or.jp

社会福祉法人青森市社会福祉協議会

青森市自立相談支援窓口

青森市本町４丁目１番３号
青森市福祉増進センター内

017-723-1340

017-777-0458

a_shakyo@mars.plala.or.jp

ひろさき生活・仕事応援センター

弘前市大字駅前町９番地２０ ヒロロ３階

0172-38-1260

0172-35-2929

jiritsushien@city.hirosaki.lg.jp

青森県

青森県

青森市
弘前市
八戸市

社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会

八戸市生活自立相談支援センター

八戸市内丸一丁目１番１号 市庁別館９階

0178-51-6655

0178-51-6656

黒石市

社会福祉法人
黒石市社会福祉協議会

黒石市自立相談支援窓口

黒石市境松一丁目1番1

0172-52-9600

0172-53-2756

fureai@kuroishisyakyo.or,jp

五所川原市

自立相談支援窓口

五所川原市字布屋町41番地1

0173-35-2166

0173-35-2120

soudan@city.goshogawara.lg.jp

十和田市

自立支援相談窓口

十和田市西十二番町6-1

0176-51-6749

0176-22-7599

seikatsufukushi@city.towada.lg.jp

三沢市

生活福祉課

青森県三沢市幸町三丁目11番５

0176-51-8770

0176-53-2266

msw_seikatsu@misawashi.aomori.jp

自治体名

事業実施者

むつ市

岩手県

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

生活福祉課

むつ市中央一丁目８番１号

0175-22-1111
（内線2542）

0175-22-5044

mt-seifuku@city.mutsu.lg.jp

つがる市

社会福祉法人
つがる市社会福祉協議会

つがる市生活相談支援センター

つがる市木造若緑５２番地

0173-42-5678

0173-42-4686

平川市

社会福祉法人
平川市社会福祉協議会

生活支援ネットワークひらかわ

青森県平川市柏木町藤山１６－１

0172-44-5937

0172-44-4574

hirakawashi@hirasyakyo.org

雫石町、葛巻町、岩手
町、紫波町、矢巾町

社会福祉法人
岩手県社会福祉協議会

いわて県央生活支援相談室

盛岡市三本柳8-1-3

019-637-4473

019-637-4473

i-psc@iwate-shakyo.or.jp

西和賀町

社会福祉法人
北上市社会福祉協議会

あんしんサポートセンター西和賀

和賀郡西和賀町川尻40-73-82
西和賀町社会福祉協議会 湯田支所内

0197-84-2161

019782-3572

iino0224@nishi-shakyo.net

金ヶ崎町

社会福祉法人
奥州市社会福祉協議会

くらし・安心応援室

奥州市水沢区字横町2-1
メイプル地階

0197-47-4546

0197-47-4547

kurashi-ouen@oshu-shakyo.jp

平泉町

社会福祉法人
一関市社会福祉協議会

いちのせき生活困窮者
自立相談支援センター

一関市城内1-36

0191-23-6020

0191-23-6024

konkyu@ichinoseki-shakyo.com

住田町

社会福祉法人
大船渡市社会福祉協議会

ここからセンター

気仙郡住田町世田米川向96-5
住田町社会福祉協議会 内

0192-46-2300

0192-46-2321

sumita@yacht.ocn.ne.jp

大槌町

社会福祉法人
釜石市社会福祉協議会

くらし・しごと相談所

上閉伊郡大槌町上町1-1
大槌町社会福祉協議会 内

0193-41-1511

0193-41-1512

山田町、岩泉町、田野
畑村

キャリアバンク株式会社

宮古圏域くらしサポートセンター

宮古市宮町３丁目10-55 ２F

0193-65-8815

普代村、野田村、洋野
町

社会福祉法人
久慈市社会福祉協議会

生活あんしん相談室

久慈市旭町7-127-3
久慈市総合福祉センター内

0194-61-3741

0194-52-7715

kuji-shakyo@poem.ocn.ne.jp

軽米町、九戸村、一戸
町

社会福祉法人
二戸市社会福祉協議会

くらしの相談窓口

二戸市福岡字八幡下11-1
二戸市総合福祉センター２階

0195-43-3588

0195-43-3998

kurasisoudan3588@triton.ocn.ne.jp

盛岡市

特定非営利活動法人
いわて生活者サポートセンター

盛岡市くらしの相談支援室

盛岡市内丸3‐46
市役所内丸分庁舎2階

019-626-1215

019-625-1545

info@korekura.jp

宮古市

社会福祉法人
宮古市社会福祉協議会

くらしネットみやこ相談室

宮古市末広町4-9

0193-65-7046

0193-65-7047

kurashi-net@miyako-shakyo.or.jp

大船渡市

社会福祉法人
大船渡市社会福祉協議会

ここからセンター

大船渡市立根町字下欠125-12
大船渡市盛町字下舘下14-1

0192-27-0001

0192-27-0800

ooshakyo@cocoa.ocn.ne.jp

花巻市

社会福祉法人
花巻市社会福祉協議会

生活支援相談窓口

花巻市花城町9-30

0198-22-6708

0198-21-3785

hanasha-soudan@hanamakisyakyo.or.jp

北上市

社会福祉法人
北上市社会福祉協議会

暮らしの自立支援センター きたかみ

北上市常盤台二丁目１－63

0197-72-6074

0197-72-6075

kurashijiritsu@gol.com

久慈市

社会福祉法人
久慈市社会福祉協議会

生活あんしん相談室

久慈市旭町7-127-3

0194-53-3380

0194-52-7715

kuji-shakyo@poem.ocn.ne.jp

遠野市

社会福祉法人
遠野市社会福祉協議会

遠野市自立生活相談窓口

遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1
遠野健康福祉の里内

0198-68-3194

0198-62-1599

soudan@city.tono.iwate.jp

一関市

社会福祉法人
一関市社会福祉協議会

いちのせき生活困窮者
自立相談支援センター

一関市城内1-36

0191-23-6020

0191-23-6024

konkyu@ichinoseki-shakyo.com

陸前高田市

社会福祉法人
陸前高田市社会福祉協議会

ふれあい総合相談所

陸前高田市高田町字鳴石50-10

0192-54-5151

0192-54-4775

info@rikutakashakyo.jp

釜石市

社会福祉法人
釜石市社会福祉協議会

くらし・しごと相談所

釜石市大渡町3-15-26

0193-27-8188

0193-27-8189

kamaishi-shakyo@sage.ocn.ne.jp

二戸市

社会福祉法人
二戸市社会福祉協議会

くらしの相談窓口

二戸市福岡字八幡下11-1
二戸市総合福祉センター２階

0195-43-3588

0195-43-3998

kurasisoudan3588@triton.ocn.ne.jp

八幡平市

社会福祉法人
八幡平市社会福祉協議会

はちまんたい暮らしの支援室

八幡平市野駄19-50

0195-74-4400

0195-74-4402

info@hachimantai-shakyo.or.jp

自治体名

宮城県

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

奥州市

社会福祉法人
奥州市社会福祉協議会

くらし・安心応援室

奥州市水沢区字横町2-1
メイプル地階

0197-47-4546

0197-47-4547

kurashi-ouen@oshu-shakyo.jp

滝沢市

社会福祉法人
滝沢市社会福祉協議会

滝沢市自立相談支援窓口

滝沢市中鵜飼47-1

019-684-1110

019-684-1121

r-sato@takizawa-shakyo.or.jp

宮城県南部自立相談支援センター
仙南事務所

柴田郡大河原町大谷町向１２６－４
オーガ２階

0224-51-8401

0224-51-8402

info-cw@personal-support.org

宮城県南部自立相談支援センター
宮城黒川事務所

塩竈市海岸通１０－１ 三春ビル２０１

022-290-9961

022-290-9962

nanbu@personal-support.org

宮城県(蔵王町・七ヶ宿
町・大河原町・村田町・
柴田町・川崎町・丸森
町・亘理町・山元町)

一般社団法人
パーソナルサポートセンター

宮城県(松島町・七ヶ浜
町・利府町・大和町・大
郷町・大衡村)
宮城県（色麻町・加美
町・涌谷町・美里町・女
川町・南三陸町）

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

宮城県北部自立相談支援センター

大崎市古川台町９－２０
リオーネふるかわ内Ｂ１－２

0229-25-5581

0229-25-5583

仙台市

一般社団法人
パーソナルサポートセンター

仙台市生活自立・仕事相談センター
わんすてっぷ

仙台市青葉区二日町6-6
シャンボール青葉2階

022‐395‐8865

022-395-6268

info-cw@personal-support.org

石巻市

石巻市社会福祉事務所 保護課

石巻市穀町１４－１

0225-95-1111（代）

0225-22-3454

isprotec@city.ishinomaki.lg.jp

塩竈市

塩竈市社会福祉事務所 保護係

塩竈市本町１－１

022-364-1131

022-366-7167

気仙沼市

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

気仙沼市自立相談支援機関
ひありんく気仙沼

気仙沼市本郷１０－１３ 遠間ビル２階

0226-22-5580

0226-23-5415

hearlinkks@roukyou.gr.jp

白石市

社会福祉法人
白石市社会福祉協議会

白石市生活総合相談

白石市福岡蔵本字茶園６２－１

0224-22-5210

0224-22-1571

info@shiroishi-syakyo.jp

名取市

名取市健康福祉部社会福祉課保護係

名取市増田字柳田80

022-384-2111（代）

022-384-2101

hogo@city.natori.miyagi.jp

角田市

角田市社会福祉事務所 生活支援係

角田市角田字柳町３５ー１

0224-61-1185

0224-63-3975

多賀城市

一般社団法人
パーソナルサポートセンター

多賀城市自立相談支援窓口

多賀城市中央２丁目１－１

022-368-1141

022-368-1747

岩沼市

社会福祉法人
岩沼市社会福祉協議会

いわぬま自立生活応援センター

岩沼市里の杜三丁目４ー１５

0223-29-3711

0223-29-3341

登米市

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

くらし・しごと相談センター
ともまち登米

登米市迫町佐沼字中江３丁目９－８

0220-23-9963

0220-23-9964

栗原市自立相談支援窓口

栗原市築館薬師１－７－１

0228-22-1340

0228-22-0340

栗原市
東松島市

社会福祉法人
東松島市社会福祉協議会

東松島市くらし安心サポートセンター

東松島市小松字上浮足２５２ー３

0225-98-6925

0225-83-4561

大崎市

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

大崎市自立相談支援センター

大崎市古川台町９－２０
リオーネふるかわ内Ｂ１－２

0229-25-5581

0229-25-5583

富谷市

一般社団法人
パーソナルサポートセンター

富谷市自立相談支援センター

富谷市富谷坂松田３０番地
富谷市役所庁舎１階地域福祉課内

022-358-3391

tomomati-tome@roukyou.gr.jp

rainbow@hmlife.jp

tomiya@personal-support.org

自治体名

事業実施者

秋田県

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

北福祉事務所

大館市十二所字平内新田237-1

0186-52-3951

0186-52-3911

oodate-kazuno@pref.akita.lg.jp

山本福祉事務所

能代市御指南町1-10

0185-52-5105

0185-53-4114

Yamafuku@pref.akita.lg.jp

中央福祉事務所

潟上市昭和乱橋字古開172-1

018-855-5171

018-855-5160

akitahw@pref.akita.lg.jp

南福祉事務所

横手市旭川一丁目3-46

0182-32-3294

0182-32-3969

hiraka-we@pref.akita.lg.jp

福祉総務課
生活支援担当

秋田市山王一丁目１番１号

018-888-5659

018-888-5658

ro-wfmn@city.akita.lg.jp

0185-88-8186

0185-89-6800

秋田県

秋田市
社会福祉法人能代市社会福祉協議会

くらしサポート相談室

横手市

社会福祉法人横手市社会福祉協議会

横手市くらしの相談窓口

横手市中央町8-2

0182-32-6101

0182-33-7838

大館市

福祉事務所
福祉課福祉相談係

大館市字三ノ丸103-4

0186-43-7017

0186-42-8532

男鹿市

男鹿市福祉事務所
生活相談窓口

男鹿市船川港船川字泉台66-1

0185-24-9117
0185-24-9108

0185-32-3955

yokote-ksd@grace.ocn.ne.jp

fukushi@city.oga.akita.jp

湯沢市

社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会

総合相談室

湯沢市古館町4-5

0120-73-8696

0183-73-3558

鹿角市

社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

ふくし総合相談窓口

鹿角市花輪字下花輪50

0186-23-2165

0186-23-2850

fukushinosoudan@ink.or.jp

由利本荘市

社会福祉法人
由利本荘市社会福祉協議会

由利本荘市生活支援相談センター

由利本荘市瓦谷地1

0184-74-7470

0184-23-5529

f.jigyo@yurihonjo-syakyo.jp

福祉事務所 社会福祉課 生活福祉班

潟上市天王字棒沼台226-1

018-853-5314

018-853-5233

seikatsufukushi@city.katagami.lg.jp

大仙市大曲通町1-14
大仙市健康福祉会館3F

0187-63-0277

0187-62-8008

潟上市

山形県

能代市上町12-32
能代ふれあいプラザ2F

能代市

大仙市

社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

自立相談支援室

北秋田市

社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会

北秋田くらし相談センター

北秋田市花園町16-1

0186-62-6868

0186-63-2460

kurashi@kitaakita-shakyo.or.jp

にかほ市

社会福祉法人にかほ市社会福祉協議会

にかほ市総合生活相談室

にかほ市平沢字八森31-1

0184-33-6155

0184-37-2852

seikatsu@nikaho-shakyo.jp

仙北市

社会福祉法人仙北市社会福祉協議会

仙北市自立相談応援センター

仙北市角館町小勝田間野54-5

0187-52-1624

0187-55-1815

sensyakyo-ouen@biscuit.ocn.ne.jp

山形県

一般社団法人
山形県社会福祉士会

東南村山地域生活自立支援センター

023-615-6565

023-615-6521

konkyu@smail.plala.or.jp

社会福祉法人
山形県社会福祉事業団

西村山地域生活自立支援センター

0237-73-3240

0237-73-3253

社会福祉法人
村山市社会福祉協議会

北村山地域生活自立支援センター

村山市中央一丁目５番２４号

0237-53-3787

0237-55-7470

社会福祉法人
友愛の里

生活自立支援センターもがみ

新庄市堀端町８番３号

0233-32-1585

0233-32-1586

（山辺町・中山町）

山形県
（河北町・西川町・
朝日町・大江町）

山形県（大石田町）
山形県
（金山町・最上町・舟形町・
真室川町・大蔵村・鮭川村・
戸沢村）

山形市小白川町二丁目３番３１号
（山形県総合社会福祉センター内）

西村山郡河北町谷地己５６番地の８
（サポートセンターういんず内）

murayamaseikatusien@nelen.ocn.ne.jp

自治体名
山形県（高畠町）

山形県（川西町）

山形県（白鷹町）
山形県（小国町）
山形県（飯豊町）

事業実施者
東置賜地域社協共同体
社会福祉法人
高畠町社会福祉協議会
社会福祉法人
川西町社会福祉協議会
西置賜地域社協共同体
社会福祉法人
白鷹町社会福祉協議会
社会福祉法人
小国町社会福祉協議会
社会福祉法人
飯豊町社会福祉協議会

窓口名
東置賜地域生活自立支援センター

東置賜地域生活自立支援サブセンター

住所
東置賜郡高畠町大字高畠４５４番地４
（高畠町社会福祉協議会内）

東置賜郡川西町大字上小松２９１８番地の
２

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

0238-51-1008

0238-52-4486

takahata-shakyo@snow.odn.ne.jp

0238-46-3040

0238-46-3044

kawanisi@pluto.plala.or.jp

0238-86-0150

0238-86-0155

shirasya@sgic.jp

0238-62-2825

0238-62-2825

og-shakyo@blue.ocn.ne.jp

0238-72-3353

0238-72-3532

iideshakyo@poem.ocn.ne.jp

0235-29-1729

0235-25-9500

tsk_ziritu@shk01.jp

0234-25-0350

0234-24-6299

jiritsu@sakata-shakyo.or.jp
y.shakyo@yamagatashishakyo.or.jp

（川西町社会福祉協議会内）

西置賜地域生活自立支援センター
西置賜地域生活自立支援サブセンター
西置賜地域生活自立支援サブセンター

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲４８８番地
（白鷹町社会福祉協議会内）

西置賜郡小国町大字岩井沢６０４番地２
（小国町社会福祉協議会内）

西置賜郡飯豊町大字椿３６４２番地
（飯豊町社会福祉協議会内）

社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議会

鶴岡地域生活自立支援センター

社会福祉法人
酒田市社会福祉協議会

生活自立支援センター
さかた

酒田市新橋二丁目１番地の１９

山形市

社会福祉法人
山形市社会福祉協議会

山形市生活サポート相談窓口

山形市城西町二丁目２番２２号

023-674-0680

023-645-8085

米沢市

社会福祉法人
米沢市社会福祉協議会

米沢市生活自立支援センター

米沢市西大通一丁目５番６０号

0238-21-7867

0238-21-7867

鶴岡市

社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議会

鶴岡市馬場町９番２５号（鶴岡市役所内）

0235-29-1729

0235-25-9500

tsk_ziritu@shk01.jp

酒田市

社会福祉法人
酒田市社会福祉協議会

生活自立支援センターさかた

0234-25-0350

0234-24-6299

jiritsu@sakata-shakyo.or.jp

新庄市

社会福祉法人
友愛の里

生活自立支援センターもがみ

新庄市堀端町８番３号

0233-32-1585

0233-32-1586

寒河江市中央二丁目２番１号

0237-86-2111
内線617

0237-83-3201

kenkou@city.sagae.yamagata.jp
ka-kizuna@ic-net.or.jp

山形県（三川町）
山形県
（庄内町・遊佐町）

寒河江市

くらしス（テーション）

鶴岡地域生活自立支援センター

くらしス（テーション）

寒河江市生活自立支援センター

鶴岡市馬場町９番２５号（鶴岡市役所内）
（酒田市地域福祉センター内）

酒田市新橋二丁目１番地の１９
（酒田市地域福祉センター内）

（ハートフルセンター内）

上山市

社会福祉法人
上山市社会福祉協議会

上山市生活自立支援センター

上山市南町４番５－１２号

023－679－8890

023-695-5096

村山市

社会福祉法人
村山市社会福祉協議会

村山市生活自立支援センター

村山市中央一丁目５番２４号

0237-53-3787

0237-53-3787

長井市

社会福祉法人
長井市社会福祉協議会

生活相談窓口

長井市館町北６番１９号

0238-87-1822

0238-88-3712

天童市

社会福祉法人
天童市社会福祉協議会

天童市生活自立支援センター

天童市老野森二丁目６番３号

023-654-5156

023-654-5166

東根市

社会福祉法人
東根市社会福祉協議会

生活自立支援相談窓口

東根市中央一丁目3番5号

0237-41-2361

0237-42-1350

higashine-shakyo@io.ocn.ne.jp

尾花沢市

社会福祉法人
尾花沢市社会福祉協議会

尾花沢市生活自立支援センター

尾花沢市新町三丁目２番５号

0237-22-1092

0237-23-2419

o-syakyo.062121@citrus.ocn.ne.jp

南陽市

社会福祉法人
南陽市社会福祉協議会

南陽市生活自立支援センター

南陽市赤湯２１５番地の２

0238-43-5888

0238-43-3161

shien-c@cat.omn.ne.jp

n-shakyo@cameo.plala.or.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

生活自立サポートセンター

福島市渡利字七社宮111

024-525-8801

024-521-5663

support@fukushimakenshakyou.or.jp

生活自立サポートセンター県中・県南事
務所

岩瀬郡鏡石町旭町161
鏡石町老人福祉センター内

0248-94-7800

0248-94-7801

supportkentyu@fukushimakenshakyo.or.jp

生活自立サポートセンター会津事務所

会津若松市追手町5-32
会津若松市社協内

0242-23-7445

0242-23-7724

supportaizu@fukushimakenshakyo.or.jp

生活自立サポートセンター 相双事務所

南相馬市小高区小高字金谷前84
（小高保健福祉センター内）

0244-32-1753

0244-32-1783

supportsoso@fukushimakenshakyo.or.jp

郡山市

自立支援相談窓口

郡山市朝日一丁目23番7号

024-924-3822

024-924-2300

hokenfukushi@city.koriyama.fukushim
a.jp

いわき市

生活・就労支援センター

いわき市内郷高坂町四方木田191
いわき市総合保健福祉センター ２階

0246-27-8565

0246-27-8640

seikatsu-shien@city.iwaki.lg.jp

福島市

生活福祉課

福島市五老内町３－１

024-525-3725

025-535-7970

s-fukushi
@mail.city.fukushima.fukushima.jp

会津若松市

生活サポート相談窓口

0242-23-4800

0242-39-1237

白河市

社会福祉課

白河市八幡小路７番地１

0248-22-1111
（内2713）

0248-23-1255

shakai@city.shirakawa.fukushima.jp

須賀川市

生活相談支援窓口

須賀川市八幡町135番地

0248-88-8113

0248-88-8119

shafuku@city.sukagawa.fukushima.lg.j
p
support@kitakata-shakyo.or.jp

福島県

福島県

社会福祉法人福島県社会福祉協議会

会津若松市栄町5番17号

喜多方市

社会福祉法人喜多方市社会福祉協議会

喜多方市生活サポートセンター

喜多方市字上江3646番地１

0241-23-3231

0241-23-3296

相馬市

社会福祉法人相馬市社会福祉協議会

相馬市生活サポート相談センター

相馬市小泉字高池357番地

0244-36-2015

0244-36-3109

二本松市

社会福祉法人二本松市社会福祉協議会

二本松市生活相談センター

二本松市油井字濡石1-2

0243-23-8262

0243-23-9046

seikatsu@nihonmatsushisyakyo.or.jp

田村市

社会福祉法人田村市社会福祉協議会

田村市生活サポートセンター

福島県田村市大越町上大越字古川97番
地

0247-68-3434

0247-68-3636

support@tamura-shakyo.or.jp

南相馬市

社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会

福祉総合相談センター
(地域福祉課)

南相馬市原町区小川町322-1

0244-24-3415
080-9072-2958

0244-24-1271

shakyo@m-somashakyo.or.jp

社会福祉課

伊達市保原町字舟橋180番地

024-575-1264

024-576-7199

syakai@city.fukushima-date.lg.jp

生活サポート相談センター

本宮市本宮字千代田６０－１ えぽか内

0243-33-2006

0243-33-5260

m.shakyo@crux.ocn.ne.jp

伊達市
本宮市

社会福祉法人本宮市社会福祉協議会

自治体名
茨城県

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

029-226-1512

029-227-4469

fukusise07@pref.ibaraki.lg.jp

029-226-1512

029-227-4469

fukusise07@pref.ibaraki.lg.jp

029-226-1512

029-227-4469

fukusise07@pref.ibaraki.lg.jp

029-226-1512

029-227-4469

fukusise07@pref.ibaraki.lg.jp

0294-80-3320

0294-80-3328

hokuse02@pref.ibaraki.lg.jp

029-822-7241

029-822-0815

nanse02@pref.ibaraki.lg.jp

029-822-7241

029-822-0815

nanse02@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県（河内町）

029-822-7241

029-822-0815

nanse02@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県（八千代町）

0280-87-0224

0280-86-6207

nishise02@pref.ibaraki.lg.jp

0280-87-0224

0280-86-6207

nishise02@pref.ibaraki.lg.jp

0280-87-0224

0280-86-6207

nishise02@pref.ibaraki.lg.jp
nanse02@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県（茨城町）
茨城県（大洗町）

茨城県福祉相談センター
生活自立相談窓口

茨城県（城里町）

水戸市三の丸1-5-38
茨城県三の丸庁舎2階

茨城県（東海村）
茨城県県北県民センター
生活自立相談窓口

茨城県（大子町）

常陸太田市山下町4119
茨城県常陸太田合同庁舎1階

茨城県（美浦村）
茨城県
茨城県（阿見町）

茨城県県南県民センター
生活自立相談窓口

茨城県県西県民センター
生活自立相談窓口

茨城県（五霞町）

土浦市真鍋5-17-26
茨城県土浦合同庁舎１階

境町長井戸320
茨城県境合同庁舎1階

茨城県（境町）
茨城県（利根町）
水戸市

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

日立市

茨城県県南県民センター
生活自立相談窓口

土浦市真鍋5-17-26
茨城県土浦合同庁舎１階

029-822-7241

029-822-0815

水戸市自立相談支援室

水戸市三の丸1-5-48
水戸市役所三の丸臨時庁舎

029-291-3941

029-297-5515

日立市福祉事務所

日立市助川町1-1-1

0294-22-3111
内線459

0294-24-7295

shakai@city.hitachi.lg.jp

土浦市

社会福祉法人土浦市社会福祉協議会

土浦市暮らし自立サポートセンター

土浦市大和町9-2

029-822-7610

古河市

社会福祉法人古河市社会福祉協議会

古河市生活支援センター

古河市駒羽根１５０１
古河市総和福祉センター「健康の駅」内

0280-92-7017

0280-33-6777

seikatsu@koga-syakyo.jp

石岡市福祉事務所

石岡市石岡1-1-1

0299-23-1111

0299-27-5835

shafuku@city.ishioka.lg.jp

結城市福祉事務所

結城市大字結城1447

0296-45-4855

0296-33-6628

龍ケ崎市福祉事務所

龍ケ崎市3710

0297-60-1528

0297-64-7008

下妻市社会福祉協議会

下妻市本城町3-13

0296-44-0142

0296-44-0559

常総市

常総市福祉事務所

常総市水海道諏訪町3222-3

0297-23-2111

0297-23-2450

常陸太田市

常陸太田市福祉事務所

常陸太田市金井町3690

0294-72-3111

0294-72-3083

fukushi2@city.hitachiota.lg.jp

高萩市

高萩市福祉事務所

高萩市春日町3-10-16

0293-23-7030

0293-23-5151

syakai@city.takahagi.lg.jp

北茨城市

北茨城市福祉事務所

北茨城市磯原町磯原1630

0293-43-1111

0293-43-6155

石岡市
結城市

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

龍ケ崎市
下妻市

社会福祉法人下妻市社会福祉協議会

syakai@city.ryugasaki.ibaraki.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

笠間市

社会福祉法人笠間市社会福祉協議会

生活困窮者自立相談支援窓口

笠間市美原３－２－１１

0296-77-0730

0296-78-3933

info@kasama-syakyo.jp

取手市

社会福祉法人取手市社会福祉協議会

取手市くらしサポートセンター

取手市寺田５１４４－３

0297-72-0603

0297-73-7179

shakyo-t@toride-shakyo.or.jp

牛久市

社会福祉法人牛久市社会福祉協議会

牛久市社会福祉協議会

牛久市中央3-15-1 牛久市役所分庁舎内

029-878-5050

029-871-0540

houkatu@ushikushakyo.jp

つくば市

つくば市福祉事務所

つくば市研究学園1-1-1

029-883-1111

029-868-7543

wef010@info.tsukuba.ibaraki.jp

ひたちなか市

社会福祉課

ひたちなか市東石川２丁目１０番１号

029-273-0111

029-272-2940

鹿嶋市

鹿嶋市福祉事務所

鹿嶋市大字平井1187番地1

0299-82-2911

0299-83-7809

潮来市

社会福祉課保護G

茨城県潮来市辻６２６番地

0299-63-1111

0299-80-1410

守谷市

守谷市福祉事務所

守谷市大柏950-1

0297-45-1111
内線167

0297-45-6527

常陸大宮市

常陸大宮市福祉事務所

常陸大宮市中富町3135-6

0295-52-1111

0295-54-0024

fukushi@city.hitachiomiya.lg.jp

那珂市自立相談サポートセンター

那珂市菅谷3198番地
那珂市社会福祉協議会菅谷分室
（総合保健福祉センターひだまり内）

029-298-8881

029-298-8890

shakyo@naka-shakyo.net

筑西市福祉事務所 福祉相談室

筑西市丙360番地

0296-24-2111

0296-25-2913

福祉相談窓口

筑西市小林355番地

0296-22-5191

0296-25-2400

坂東市

社会福祉課

坂東市岩井4365

0297-35-2121

0297-21-2210

稲敷市

稲敷市福祉事務所

稲敷市犬塚1570-1

029-892-2000

029-893-1545

かすみがうら市生活自立相談支援窓口

かすみがうら市深谷3719-1

029-879-9155

029-898-3523

桜川市福祉事務所

桜川市岩瀬64-2

0296-75-3111

0296-75-4690

syakai_s@city.sakuragawa.lg.jp

神栖市社会福祉協議会

神栖市溝口1746-1

0299-93-0294

0299-92-8750

mail@kamisushakyo.com

行方市

行方市福祉事務所

行方市玉造甲404

0299-55-0111

0299-36-2610

鉾田市

社会福祉課 保護室

鉾田市鉾田１４４４－１

0291-33-2111

0291-32-5158

つくばみらい市

つくばみらい市福祉事務所

つくばみらい市福田195

0297-58-2111

0297-58-5811

小美玉市

小美玉市福祉事務所

小美玉市上玉里1122

0299-48-1111

0299-58-4846

那珂市

社会福祉法人那珂市社会福祉協議会

seikatsu1@city.ibaraki-kashima.lg.jp

筑西市
社会福祉法人筑西市社会福祉協議会

かすみがうら市

社会福祉法人
かすみがうら市社会福祉協議会

桜川市
神栖市

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

syakai@city.bando.lg.jp

自治体名

事業実施者

栃木県

栃木県

宇都宮市

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

足利市

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

県東健康福祉センター生活福祉課

真岡市荒町１１６－１

0285-82-3322

0285-84-3450

県南健康福祉センター生活福祉課

小山市犬塚３－１－１

0285-21-2948

0285-22-8403

栃木県県北健康福祉センター
生活福祉課

大田原市住吉町２－１４－９

0287-23-2171

0287-23-2173

生活困窮者自立相談支援窓口

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

028-612-6668

028-637-2020

社会福祉課

足利市本城三丁目２１４５

0284-20-2269

0284-21-5404

栃木市

社会福祉法人栃木市社会福祉協議会

とちぎ市くらしサポートセンター
「くらりネット」

栃木市今泉町２－１－４０

0282-51-7785

0282-22-4467

佐野市

社会福祉法人佐野市社会福祉協議会

自立相談支援センター

佐野市大橋町３２１２－２７

0283-22-8113

0283-22-8199

鹿沼市

社会福祉法人鹿沼市社会福祉協議会

生活相談・支援センター のぞみ

鹿沼市今宮町1688-1

0289-63-2167

日光市

社会福祉課

日光市今市本町1

0288-25-3109

0288-21-5105

小山市

福祉課

小山市中央町１－１－１

0285-22-9622

0285-24-2370

真岡市荒町１１０番地１

0285-81-6011

メールアドレス

jiritsu@utsunomiya-syakyo.or.jp

ｓｅｉｋａｔｓｕ-tochigi@tochigishi‐
syakyo.or.jp

真岡市

社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

大田原市

社会福祉法人大田原市社会福祉協議会

自立相談係

大田原市浅香３丁目３５７８－１７

0287-23-1130

0287-23-1138

ohtawara-yakyou@rapid.ocn.ne.jp

矢板市

社会福祉法人矢板市社会福祉協議会

生活困窮者自立支援相談窓口

矢板市扇町二丁目４番１９号 きずな館内

0287-44-3000

0287-43-6661

info@yaita‐shakyo.org

那須塩原市

社会福祉法人
那須塩原市社会福祉協議会

自立相談支援担当

那須塩原市南郷屋5丁目163

0287-37-6833

0287-36-8710

seikatsu@ns-shakyou.jp

さくら市

市民福祉課

さくら市氏家2771番地

028-681-1160

028-682-1305

shiminfuku@city.tochigi-sakura.lg.jp

那須烏山市

健康福祉課

那須烏山市田野倉85-1

0287-88-7115

0287-88-6069

くらし応援センター・ささえーる

下野市小金井789

0285-43-1236

0285-44-5807

社会福祉課

下野市笹原26

0285-32-8901

0285-32-8601

社会福祉法人下野市社会福祉協議会
下野市
群馬県

群馬県
（北群馬郡）

社会福祉法人吉岡町社会福祉協議会

北群馬郡吉岡町大字南下１３３３－４
（吉岡町老人福祉センター内）

0279-54-3930

0279-54-3673

群馬県
（甘楽郡・多野郡）

社会福祉法人下仁田町社会福祉協議会

甘楽郡下仁田町大字中小坂608

0274-82-5491

0274-82-5492

群馬県
（吾妻郡東部）

社会福祉法人長野原町社会福祉協議会

吾妻郡長野原町大字与喜屋1624
（老人福祉センター内）

0279-82-4487

0279-82-0015

群馬県
（吾妻郡西部）

社会福祉法人東吾妻町社会福祉協議会

吾妻郡東吾妻町大字新巻３２０－４
（東支所）

0279-59-3266

0279-59-3207

群馬県
（利根郡）

社会福祉法人
みなかみ町社会福祉協議会

利根郡みなかみ町月夜野１１８
（みなかみ町保健福祉センター内)

0278-62-0081

0278-62-0083

群馬県
（佐波郡）

社会福祉法人玉村町社会福祉協議会

佐波郡玉村町下新田６０２

0270-65-8864

0270-65-9666

syakaifukushi@city.shimotsuke.lg.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

群馬県
（大泉町）

社会福祉法人大泉町社会福祉協議会

邑楽郡大泉町吉田２４６５
（保健福祉総合センター）

0276-63-2294

0276-63-5528

群馬県

社会福祉法人邑楽町社会福祉協議会

邑楽郡邑楽町大字中野１３４１－１

0276-88-2408

0276-88-7620

まえばし生活自立相談センター

群馬県前橋市大手町二丁目１２番１号

027-898-6890

027-223-8325

info@mae-shakyo.or.jp

高崎市

社会福祉課生活支援担当

群馬県高崎市高松町３５番地１

027-321-1302

027-326-8876

shakaifukushi@city.takasaki.gunma.jp

桐生市

桐生市福祉課

桐生市織姫町１－１

0277-46-1111

0277-45-2940

fukushi@city.kiryu.lg.jp

伊勢崎市

伊勢崎市社会福祉課

伊勢崎市今泉町二丁目410番地

0270-27-2749

0270-26-1808

太田市自立相談支援センター

太田市浜町２番３５号
(太田市役所南庁舎１階)

0276-48-8177

0276-48-8178

沼田市

沼田市社会福祉課

沼田市東原新町１８０１－４０

0278-23-2111
(内線77202)

0278-23-2941

館林市

館林市社会福祉課

館林市城町１番１号

0276-72-4111
(内線640)

0276-72-4210

渋川市

渋川市社会福祉課

渋川市石原８０番地

0279-22-2250

0279-22-2327

藤岡市中栗須327番地

0274-25-8456

0274-22-5592

富岡市自立相談センター

富岡市富岡１４３９番地１

0274-70-2232

0274-62-6223

安中市福祉課

安中市安中一丁目２３－１３

027-382-1111
(内線1191)

027-382-4737

みどり市社会福祉課

みどり市笠懸町鹿2952

0277-76-0975

0277-76-9089

base-office@midori-shakyo.or.jp

アスポート相談支援センター
埼玉

さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５
彩の国すこやかプラザ ２階

０４８－８２２－１２４９

０４８－８２２－１４４９

jiritsu@fukushi-saitama.or.jp

アスポート相談支援センター
埼玉東部

春日部市中央１－１２－１ メゾン福嶋５Ｆ

０４８－７２０－８４７５

０４８－７２０－８４７６

kk8475@sirius.ocn.ne.jp

アスポート相談支援センター
埼玉西部

比企郡小川町腰越６１８
パトリアおがわ（総合福祉センター） ２階

０４９３－８１－３１４８

０４９３－８１－３１４８

jiritsu-nishi@mopera.net

アスポート相談支援センター
埼玉西部・毛呂山出張所

入間郡毛呂山町岩井西５－１６－１

０８０－２２７４－１４４５

０４９－２９５－７２５８

jiritsu-moro@mopera.net

アスポート相談支援センター
埼玉西部・三芳出張所

入間郡三芳町藤久保1100－1
三芳町役場1階

０４９－２５８－０１２２

０４９－２５８－０１８０

miyo-sha@miyoshi-shakyo.or.jp

アスポート相談支援センター
埼玉北部

大里郡寄居町大字保田原３０１
保健福祉総合センター内

０４８－５７７－６８８３

０４８－５７７－６８８３

jiritsu-kita@mirror.ocn.ne.jp

アスポート相談支援センター
埼玉北部・秩父出張所

秩父郡皆野町大字大渕１０３－１
老人福祉センター長生荘内

０４９４－６２－６５６５

０４９４－６３－１５７７

jiritsu-mina@mopera.net

（大泉町以外の邑楽郡）

前橋市

太田市

前橋市社会福祉協議会

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

藤岡市

社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会

富岡市

社会福祉法人富岡市社会福祉協議会

安中市
みどり市

社会福祉法人みどり市社会福祉協議会

埼玉県

埼玉県

彩の国くらし安心コンソーシアム
（共同事業体）

whole@tomioka-syakyo.bz-office.net

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

生活自立・仕事相談センター西

西区西大宮3丁目4番地2
西区役所福祉課内

０４８－６２０－２６５６

０４８－６２０－２７６２

生活自立・仕事相談センター北

さいたま市北区宮原町1丁目852番地1
北区役所福祉課内

０４８－６６９－６０５６

０４８－６６９－６１６７

生活自立・仕事相談センター大宮

さいたま市大宮区大門町3丁目1番地
大宮区役所福祉課内

０４８－６４６－３０６５

０４８－６４６－３１６５

生活自立・仕事相談センター見沼

さいたま市見沼区堀崎町12番地36
見沼区役所福祉課内

０４８－６８１－６０５８

０４８－６８１－６１６２

生活自立・仕事相談センター中央

さいたま市中央区下落合5丁目7番10号
中央区役所福祉課内

０４８－８４０－６０５２

０４８－８４０－６１６５

生活自立・仕事相談センター桜

さいたま市桜区道場4丁目3番1号
桜区役所福祉課内

０４８－８５６－６２６１

０４８－８５６－６２７２

生活自立・仕事相談センター浦和

さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
浦和区役所福祉課内

０４８－８２９－６１９６

０４８－８２９－６２３８

生活自立・仕事相談センター南

さいたま市南区別所7丁目20番1号
南区役所福祉課内

０４８－８４４－７１６１

０４８－８４４－７２７７

生活自立・仕事相談センター緑

さいたま市緑区大字中尾975番地1
緑区役所福祉課内

０４８－７１２－１１６２

０４８－７１２－１２７０

生活自立・仕事相談センター岩槻

さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号
岩槻区役所福祉課内

０４８－７９０－０１９１

０４８－７９０－０２６５
049-227-3937

さいたま市

川越市

特定非営利活動法人ワーカーズコープ
北関東事業本部

川越市自立相談支援センター

川越市郭町１－２－２
オーク２Ｈ２ビル１階

049-227-9283

越谷市

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

生活自立相談よりそい

越谷市越ヶ谷4-2-1

048-963-9212

生活困窮者自立相談窓口

熊谷市宮町２－４７－１

０４８－５２４－１１１１

０４８－５２５－７７１８

熊谷市

メールアドレス

kawagoe-jiritu@roukyou.gr.jp

川口市

社会福祉法人
川口市社会福祉協議会

川口市生活自立サポートセンター

川口市中青木１－５－１

０４８－２９９－８２９３
０４８－２９９－８２９４

０４８－２５７－６６００

行田市

社会福祉法人
行田市社会福祉協議会

行田市自立相談支援センター

行田市酒巻１７３７－１

０４８－５５７－５４００

０４８－５５７－５４１１

自立相談支援窓口

秩父市熊木町８－１５

０４９４－２５－５２０４

０４９４－２２－７１６８

fukushi@city.chichibu.lg.jp

あったかサポートセンター

所沢市泉町１８６１－１
「所沢市こどもと福祉の未来館」

０４－２９６８－３９６０

０４－２９２５－３４１９

3960s@toko-shakyo.or.jp

飯能市

地域・生活福祉課生活支援総務担当

飯能市双柳１－１

０４２－９７８－５６０２

０４２－９７３－２１２０

seiho@city.hanno.lg.jp

加須市

生活支援相談窓口

加須市三俣２－１－１

０４８０－６２－１１１１

０４８０－６１－４２８１

seikatsu@city.kazo.lg.jp

本庄市

生活自立支援課生活支援係

本庄市本庄３－５－３

０４９５－２５－１１５９

０４９５－２３－１９６３

jiritu@city.honjo.lg.jp

東松山市

社会福祉課

東松山市松葉町１－１－５８

０４９３－２１－１４０８

０４９３－２４－６０６６ HMY033@city.higashimatsuyama.lg.jp

春日部市

生活支援課生活困窮者相談支援窓口

春日部市中央６－２

０４８－７３６－１１１１

０４８－７３３－０２２０

くらし・しごと支援センターさやま

狭山市富士見１丁目１番１１号

０４－２９５６－７６６９

０４－２９５６－７６６８

higashiguchi@sayama-shakyou.or.jp

社会福祉課

羽生市東６－１５

０４８－５６１－１１２１

０４８－５６０－３０７３

shakai@city.hanyu.lg.jp

秩父市
所沢市

狭山市
羽生市

社会福祉法人
所沢市社会福祉協議会

社会福祉法人
狭山市社会福祉協議会

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

鴻巣市

社会福祉法人
鴻巣市社会福祉協議会

生活困窮者自立相談支援センター

鴻巣市箕田４２１１番地１

０４８－５９７－２１００

０４８－５９７－２１０２

bz378678@bz01.plala.or.jp

深谷市

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

深谷市自立相談支援機関

深谷市仲町１１－１

０４８－５６８－５０１４

０４８－５７４－６６６７

seikatu-f@city.fukaya.saitama.jp

くらしサポート相談窓口

上尾市本町三丁目１番１号
上尾市役所２階 生活支援課

０４８－７２９－４８３５

０４８－７７６－８８７２

s171500@city.ageo.lg.jp
jiritu-pc1@kuc.biglobe.ne.jp

上尾市
草加市

社会福祉法人
草加市社会福祉協議会

まるごとサポートSOKA

草加市高砂一丁目７番３６号仮庁舎

０４８－９２２－０１８５

０４８－９２８－６６３５

蕨市

社会福祉法人
蕨市社会福祉協議会

蕨市生活自立相談支援センター

蕨市錦町３－３－２７
蕨市総合社会福祉センター内

０４８－４４５－１３７７

０４８－４４５－３１０１

戸田市

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

生活自立相談センター

戸田市大字上戸田５－６
戸田市福祉保健センター2階

０４８－４３２－７３２１

０４８－４３２－７３２２

todajiritsu@roukyou.gr.jp

入間市

生活支援課

入間市豊岡１－１６－１

０４－２９６４－１１１１

０４－２９６５－０２３２

ir312000@city.iruma.lg.jp

朝霞市

福祉相談課

朝霞市本町１－１－１

０４８－４２３－５０８２

０４８－４６３－１０２５

fukusi@city.asaka.lg.jp

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

志木市生活相談センター

志木市中宗岡１－１－１

０４８－４７３－１１１１

０４８－４７１－７０９２

fukushi-konkyu@city.shiki.lg.jp

社会福祉法人
和光市社会福祉協議会

和光市くらし・仕事相談センター
「すたんど・あっぷ和光」

和光市南１丁目２３番１号
和光市総合福祉会館内

０４８－４５２－７６０８

０４８－４５２－７６０３

stand-up@wako-shakyo.or.jp

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

和光市くらし・仕事相談センター
「すてっぷ」

和光市本町２０番２５号
パルテール和光１０１

０４８－４２３－５６００

０４８－４２３－５６６２

wako-soudan@roukyou.gr.jp

社会福祉法人
章佑会

中央統合型地域包括支援センター

和光市丸山台２丁目２０番１５号

０４８－４６８－２３１１

新座市

生活福祉課自立支援係

新座市野火止一丁目１番１号

０４８－４７７－１１１１

０４８－４８２－５２２１

seifuku@city.niiza.lg.jp

桶川市

社会福祉課

桶川市上日出谷９３６番地の１（仮設庁舎）

０４８－７８６－３２１１

０４８－７８６－５８８２

fukushi@city.okegawa.lg.jp

あんしん生活相談センター

久喜市青毛７５３－１

０４８０－２３－２５２６

０４８０－２４－１７６１

福祉課

北本市本町１丁目１１１番地

０４８－５９１－１１１１

０４８－５９３－２８６２

a03300@city.kitamoto.lg.jp

志木市

和光市

久喜市

社会福祉法人
久喜市社会福祉協議会

北本市

info@hikarinosato.net

八潮市

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

社会福祉課内（自立相談支援窓口）

八潮市中央一丁目２番地１

０４８－９４９－６３１７

０４８－９４９－６３１８

yashio@roukyou.gr.jp

富士見市

社会福祉法人
富士見市社会福祉協議会

生活サポートセンター☆ふじみ

富士見市鶴瀬西２－４－１９

０４９－２６５－６２００

０４９－２６５－６２１３

syakaihukushi.hujimishisyak@lilac.plal
a.or.jp

三郷市

ふくし総合相談室

三郷市花和田６４８番地１

０４８－９３０－７８２３

０４８－９５３－８３１１

fukushisoudan@city.misato.lg.jp

蓮田市

福祉課

蓮田市大字黒浜２７９９－１

０４８－７６８－３１１１

０４８－７６９－０６８４

坂戸市

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

坂戸市自立生活サポートセンター

坂戸市千代田１－１－１

０４９－２８３－１１１２

０４９－２７７－５１７７

幸手市

社会福祉法人
幸手市社会福祉協議会

幸手市生活自立支援センター

幸手市大字天神島１０３０番地１

０４８０－４３－３２７７

０４８０－４０－１４６０

syafuku@satte-syakyo.or.jp

鶴ヶ島市

社会福祉法人
鶴ヶ島市社会福祉協議会

鶴ヶ島市生活サポートセンター

鶴ヶ島市大字三ツ木１６番地１

０４９－２７７－４１１６

０４９－２７７－４１１７

life.shien@tsurusha.or.jp

日高市

社会福祉法人
日高市社会福祉協議会

日高市自立相談支援センター

日高市大字楡木２０１番地
日高市総合福祉センター内

０４２－９８５－９１００

０４２－９８５－１４１１

hidaka.soudan@gmail.com

自治体名

事業実施者

吉川市

千葉県

窓口名
地域福祉課

住所
吉川市吉川２－１－１
５月７日より、吉川市きよみ野一丁目１番地

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

０４８－９８２－９６０２

０４８－９８１－５３９２

chiikifukushi2@city.yoshikawa.saitama.jp

ふじみ野市

社会福祉法人
ふじみ野市社会福祉協議会

福祉総合支援チーム

ふじみ野市福岡１－１－１

０４９－２６２－８１３０

０４９－２６１－３８４０

fss-team@city.fujimino.saitama.jp

白岡市

社会福祉法人
白岡市社会福祉協議会

しらおか生活相談センター

白岡市千駄野４４５番地
はぴすしらおか内

０４８０－９２－１７４６

０４８０－９２－１５８１

siraoka-shakyou.01juno.ocn.ne.jp

千葉県
（酒々井町、栄町）

社会福祉法人生活クラブ

さかえ・しすいワーク・ライフサポートセン
ター

佐倉市鏑木仲田町9-3

043-484-8222

043-483-3719

社会福祉法人福祉楽団

香取ＣＣＣ

香取市沢2459-1

0478-50-1919

0478-50-1414

特定非営利活動法人リンク

さんぶエリアネット

山武市富田ト748

0475-53-5208

0475-80-2808

sanbuerea@wanahome.or.jp

千葉県
（一宮町、睦沢町、長
生村、白子町、長柄
町、長南町）

特定非営利活動法人
長生夷隅地域のくらしを支える会

長生ひなた

茂原市長尾2694

0475-36-3013

0475-22-7844

hinata.tyousei@lilac.plala.or.jp

千葉県
（大多喜町、御宿町）

特定非営利活動法人
長生夷隅地域のくらしを支える会

夷隅ひなた

いすみ市大原8927-2

0470-64-6380

千葉県
（鋸南町）

社会福祉法人太陽会

ひだまり

館山市山本1155

0470-28-5667

0470-28-5668

社会福祉法人
千葉市社会福祉協議会

千葉市生活自立・仕事相談センター中央

千葉市中央区中央4-5-1
きぼーる11階

043-202-5563

043-221-3370

soudan-chu@chiba-shakyo.jp

企業組合 労協船橋事業団

千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛

千葉市稲毛区穴川4-12-4
稲毛保健福祉センター１階

043-207-7070

043-207-7072

soudan@jigyoudan.com

企業組合 労協船橋事業団

千葉市生活自立・仕事相談センター若葉

千葉市若葉区貝塚2-19-1
若葉保健福祉センター3階

043-312-1723

043-312-6403

wakaba@jigyoudan.com

船橋市

社会福祉法人生活クラブ

船橋市
「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる

船橋市湊町２－８－１１
船橋市役所別館１階

047-495-7111

047-435-7100

circle@kazenomura.jp

柏市

社会福祉法人生活クラブ

柏市地域生活支援センター（あいネット）

柏市柏下65-1ウェルネス柏３F

04-7165-8707

04-715-8709

ainet@kazenomura.jp

銚子市

特定非営利活動法人
エス・エス・エス

銚子市自立支援相談センター

銚子市双葉町２番地２９

TEL.0479-24-0880
フリー：0120-240-737

0479-24-0881

choshi-support@npo-sss.or.jp

市川市

社会福祉法人 一路会

市川市生活サポートセンター
（愛称：そら）

市川市南八幡１－１７－１５
（市川市役所南八幡仮設庁舎1階）

047-704-0010

館山市

社会福祉法人館山市社会福祉協議会

館山市社会福祉協議会

館山市北条４０２（市役所４号館内）

0470-23-5068

0470-22-8805

madoguchi@fukushi-tateyama.or.jp

福祉部 自立支援課

木更津市朝日３－１０－１９

0438-23-6716

0438-25-1213

jiritu@city.kisarazu.lg.jp
jiritsu@matsudo-shakyo.com

千葉県
（神崎町、多古町、東
庄町）
千葉県
（九十九里町、芝山
町、横芝光町）

千葉市

木更津市

hinata-isumi@sea.plala.or.jp

so-ra@kir.biglobe.ne.jp

松戸市

社会福祉協議会松戸市社会福祉協議会

松戸市自立相談支援センター

松戸市根本３８７番地の５
松戸市役所 本館３階

047-366-0077

047-366-0550

野田市

一般社団法人
千葉県労働者福祉協議会

野田市パーソナル
サポートセンター

野田市鶴奉7-1

04-7125-2212

04-7125-2213

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

茂原市

NPO法人
長生夷隅地域のくらしを支える会

長生ひなた

茂原市長尾2694

0475-36-3013

0475-22-7844

hinata.tyousei@lilac.plala.or.jp

成田市

成田市
生活困窮者自立支援事業共同体

暮らしサポート成田

成田市花崎町736-62

0476-20-3399

0476-23-3300

kurashi-narita@grace.ocn.ne.jp

佐倉市

佐倉市
生活困窮者自立支援事業共同事業体

佐倉市役所
生活困窮者自立相談支援窓口

佐倉市海隣寺町９７番地
（佐倉市役所４号館地下１階）

043-309-5483

043-484-5020

seikatsu@sakurashakyo.or.jp

東金市

特定非営利活動法人
ちば地域生活支援舎

東金ひと・しごと・くらしサポートセンター
こころん

東金市東上宿３番地１５

0475-50-4251

0475-78-6911

cocoron@ninus.ocn.ne.jp

旭市

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

旭市社会福祉協議会

旭市横根3520番地 飯岡福祉センター

0479-57-3133

0479-57-2836

習志野市

企業組合労協船橋事業団

らいふあっぷ習志野

習志野市津田沼５－１２－１２
サンロード津田沼ビル６階

047(453)2090

047(406)5555

lifeup@jigyoudan.com

勝浦市

NPO法人
長生夷隅地域のくらしを支える会

夷隅ひなた

いすみ市大原８９２７－２

0470-60-9123

0470-60-9124

hinata-isumi@sea.plala.or.jp

市原市

社会福祉法人 ききょう会

いちはら生活相談サポートセンター

市原市東国分寺台３－１０－１５

0436-37-3400

0436-37-2710

ichihara.sapo@zw.wakwak.com

流山市

NPO法人 流山ユーアイネット

流山市くらしサポートセンターユーネット

流山市西初石３－１０１－２１

04-7197-5690

04-7197-5691

yu-net@iaa.itkeeper.ne.jp

福祉総合相談室

八千代市大和田新田312-5

047-483-1151

047-483-2665

fukushisougou@city.yachiyo.chiba.jp

くらしサポートチーム ふらっと

八千代市大和田新田312-5

047-483-3021

047-483-3083

fyc-hp@fukushi.yachiyo.chiba.jp

我孫子市

社会福祉課

我孫子市我孫子１８５８

04-7185-1113

04-7185-3933

abk_syakaifukushi@city.abiko.lg.jp

鴨川市

鴨川市福祉総合相談センター

鴨川市八色887-1

04-7093-1200

04-7093-7321

kenko@city.kamogawa.lg.jp

鎌ケ谷市

社会福祉課

鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－６－１

047-445-1286

047-445-2113

syakaihukusi@city.kamagaya.lg.jp

八千代市

社会福祉協議会
八千代市社会福祉協議会

君津市

社会福祉法人
ミッドナイトミッションのぞみ会

生活自立支援センターきみつ

君津市久保２丁目１３番１号
君津市役所厚生課内

0439-56-1245

0439-56-1220

kosei@city.kimitsu.lg.jp

富津市

社会福祉法人
富津市社会福祉協議会

くらしと仕事の
相談支援センター

富津市下飯野2443番地

0439-32-1520

043-32-1521

kurashii-shigoto@futtsushakyo.jp

生活支援相談窓口

浦安市猫実1丁目1番1号

047-712-6856

047-355-1294

shakaifukusika@city.urayasu.lg.jp

くらしサポートセンター「みらい」

四街道市鹿渡無番地
総合福祉センター３階

043-421-3003

043-422-2807

soudan@yotsukaido-shakyo.or.jp

自立相談支援室

袖ケ浦市坂戸市場１番地１

0438-62-3159

0438-63-1310

sode13@city.sodegaura.chiba.jp

浦安市
四街道市

四街道市
生活困窮者自立支援事業共同事業体

袖ケ浦市
八街市

八街市
生活困窮者自立支援事業共同事業体

自立相談支援窓口

八街市八街ほ３５番地２９

043-312-0766

043-443-1761

seikatsu@yachimata-shakyo.or.jp

印西市

印西市
生活困窮者自立支援事業共同体

いんざいワーク・ライフサポートセンター
（総合福祉センター内）

印西市竹袋６１４－９

0476-37-5571

0476-42-0338

info@inzai-wlsc.jp

白井市

社会福祉法人 生活クラブ

白井市くらしと仕事のサポートセンター

白井市復１１２３
白井市保健福祉センター3階

047-497-3650

047-492-3033

kurashi_support@city.shiroi.chiba.jp

自治体名

東京都

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

富里市

特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

富里市自立生活支援事業

富里市七栄６５２番地１

0476-93-4193

0476-93-2215

lifesupprt-tomisato@asahinet.email.ne.jp

南房総市

社会福祉法人南房総市社会福祉協議会

支援相談窓口

南房総市千倉町瀬戸2705-6

0470-44-3577

0470-44-3542

匝瑳市

社会福祉法人匝瑳市社会福祉協議会

生活支援相談窓口

匝瑳市今泉6491番地1
野栄福祉センター内

0479-67-5200

0479-67-5201

香取市

社会福祉法人善憐会

香取自立支援相談センター

香取市北3-6-5
アイビービル１階

0478-79-0516

0478-79-0517

山武市

社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

生活・就労相談室

山武市殿台296番地
市役所社会福祉課内

0475-80-1301

0475-80-2255

いすみ市

社会福祉法人いすみ市社会福祉協議会

自立相談支援センター

いすみ市大原6763

0470-60-4111

0470-60-4112

大網白里市

特定非営利活動法人リンク

大網白里市生活相談センター
リンクサポート

大網白里市富田2130－7

0475-72-5439

0475-72-5439

o-link.support@npo-link.jp

東京都
（瑞穂町、日の出町、
檜原村、奥多摩町）

特定非営利活動法人
インクルージョンセンター東京オレンヂ

西多摩くらしの相談センター

青梅市河辺町６－４－１
青梅合同庁舎１階

0428-25-3501

0428-25-3502

nishitama@kurashinosoudan.net

東京都
（大島町、利島村、新
島村、神津島村）

東京都大島支庁総務課
福祉担当

大島町元町字オンダシ２２２－１

04992-2-4421

04992-2-4424

東京都
（三宅村、御蔵島村）

東京都三宅支庁総務課
福祉担当

三宅村伊豆６４２

04994-2-1311

04994-2-1043

東京都
（八丈町、青ヶ島村）

東京都八丈支庁総務課
福祉担当

八丈町大賀郷2466-2

04996-2-1112

04996-2-3601

東京都
（小笠原村）

東京都小笠原支庁総務課
行政担当

小笠原村父島字西町

04998-2-3230

04998-2-2152

千代田区

保健福祉部生活支援課

千代田区九段南1-2-1
千代田区役所３階

03-5211-4126

03-3264-0927

中央区

福祉保健部生活支援課
相談調整係

中央区築地1-1-1

03-3546-5496

03-3544-0505

katosapo@iaa.itkeeper.ne.jp

S0000048@section.metro.tokyo.jp

seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp

港区

中高年事業団
やまて企業組合

港区生活・就労支援センター

港区六本木５－１６－４５
麻布地区総合支所２階

03-5114-8826

03-3505-3501

新宿区

公益社団法人
東京社会福祉士会

生活支援相談窓口

新宿区新宿５－１８－２１
新宿区役所第二分庁舎３階

03-5273-3853

03-3202-8171

seikatsushiensodan@city.shinjuku.lg.jp

文京区

中高年事業団
やまて企業組合

生活困窮者自立相談窓口

文京区春日1-16-21

03-5803-1917

03-5803-1354

b302500@city.bunkyo.lg.jp

台東区

福祉部保護課生活困窮者支援担当

台東区東上野４－５－６
台東区役所２階９番窓口

03-5246-1158

03-5246-1179

hogo-seikatsukonkyu.ty6@city.taito.tokyo.jp

墨田区

福祉保健部生活福祉課生活支援係

墨田区吾妻橋１－２３－２０
墨田区役所３階

03-5608-6289

03-5608-6413

SEIKATUHUKUSI@city.sumida.lg.jp

株式会社
ランスタッド

生活支援部保護第一課

江東区東陽４－１１－２８

03-3647-8487

03-3647-4917

jishi-tan1@city.koto.lg.jp

社会福祉法人
新栄会

生活支援部保護第二課

江東区大島４－５－１

03-3637-3741

03-3683-3722

jishi-tan2@city.koto.lg.jp

品川区

暮らし・しごと応援センター

品川区広町2-1-36

03-5742-9117

03-5742-6798

seifuksh@city.shinagawa.tokyo.jp

目黒区

めぐろ くらしの相談窓口

目黒区上目黒2丁目19-15

03-5722-9370

03-5722-9340

sfuku07@city.meguro.tokyo.jp

江東区

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

大田区

社会福祉法人
やまて福祉会

大田区生活再建・就労サポートセンター
JOBOTA

大田区大森北1-11-1
柳原大森ビル6階

03-6423-0251

03-6423-0261

mail@jobota.net

世田谷区

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会

ぷらっとホーム世田谷

世田谷区太子堂1-12-40
グレート王寿ビル6階

03-5431-5355

03-5431-5357

plat@setagayashakyo.or.jp

渋谷区渋谷1-18-21
渋谷区役所第一庁舎西棟３番窓口

渋谷区渋谷1-18-21

03-3463-2116

03-5458-4933

渋谷区
中野区

株式会社
東京リーガルマインド

中野くらしサポート

中野区中野４－８－１
中野区役所 ２階１６番窓口

03-3228-8950

03-3228-5601

杉並区

社会福祉法人
杉並区社会福祉協議会

くらしのサポートステーション
（生活自立支援窓口）

杉並区天沼3-19-16
ウェルファーム杉並1階

03-3391-1751

03-3391-1752

kurashi@sugisyakyo.com

豊島区

社会福祉法人
豊島区民社会福祉協議会

くらし・しごと相談支援センター

豊島区南池袋２－４５－１

03-4566-2454

03-3981-4303

csw_jiritsu@a.toshima.ne.jp

北区

社会福祉法人
北区社会福祉協議会

北区くらしとしごと相談センター

北区岸町1-6-17
北区立岸町ふれあい館１階

03-6454-3104

03-5948-6041

kurashi@kitashakyo.or.jp

仕事・生活サポートデスク

荒川区荒川２－２－３
荒川区役所１階７番窓口

03-3802-3111
内線2624/2613

03-3802-0202

jl-supportdesk@city.arakawa.tokyo.jp
itabashi-support@roukyou.gr.jp

荒川区
板橋区

NPO法人
ワーカーズコープ

いたばし生活仕事サポートセンター

板橋区栄町３６番１号
板橋区立グリーンホール4階

03-6912-4591

03-6912-4592

練馬区

社会福祉法人
練馬区社会福祉協議会

生活サポートセンター

練馬区豊玉北５－１４－６
新練馬ビル５階

03-3993-9963

03-3994-1224

くらしとしごとの相談センター

足立区梅島２－２－２

03-3880-5705

03-3880-5714

福祉総合相談窓口
（自立相談支援）

葛飾区立石５－１３－１
（葛飾区役所２階）

03-3695-1111
（内線2334）

03-5698-1530

くらしごと相談室 中央

江戸川区中央１－３－１７

03-5662-0085

03-3656-5869

seikatsuengo1@city.edogawa.tokyo.jp

くらしごと相談室 小岩

江戸川区東小岩6-9-14

03-5876-7730

03-3657-7663

seikatsuengo2@city.edogawa.tokyo.jp

くらしごと相談室 葛西

江戸川区東葛西７－１２ー６

03-5659-6626

03-5659-6615

seikatsuengo3@city.edogawa.tokyo.jp

福祉部生活自立支援課

八王子市元本郷町3-24-1

042-620-7462

042-627-5956

b440900@city.hachioji.tokyo.jp

立川市くらし・しごとサポートセンター

立川市富士見町２－３６－４７

042-503-4308

042-529-8714

kurasapo@jcom.zaq.ne.jp

生活福祉課生活相談係

武蔵野市緑町２－２－２８

0422-60-1254

0422-51-9214

sec-seifuku@city.musashino.lg.jp

三鷹市生活・就労支援窓口

三鷹市野崎１－１－１
三鷹市役所内

0422-45-1151
内線2678

0422-45-5376

seikatsu@city.mitaka.tokyo.jp

青梅市

生活自立支援窓口

青梅市東青梅１－１１－１

0428-22-1111
（内線）2192

0428-24-3496

府中市

暮らしとしごとの相談コーナー

府中市宮西町２－２４

042-335-4191

042-366-3669

足立区
葛飾区

江戸川区

社会福祉法人
新栄会

中高年事業団
やまて企業組合

八王子市
立川市

社会福祉法人
立川市社会福祉協議会

武蔵野市
三鷹市

社会福祉法人
新栄会

kurashi-shigoto@city.adachi.tokyo.jp

jiritsu01@city.fuchu.tokyo.jp

昭島市

中高年事業団
やまて企業組合多摩支店

昭島市くらし・しごとサポートセンター

昭島市昭和町2-1-6
昭島スカイビル201A

042-519-2033

042-519-2034

調布市

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

調布ライフサポート

調布市小島町２－４７－１

042-481-7693

042-481-5115

chofu-shakyo@ccsw.or.jp

地域福祉部生活援護課生活・就労相談

町田市森野2-2-22

042-724-4013

050-3101-1651

fukushi020@city.machida.tokyo.jp

町田市

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

小金井市

社会福祉法人
小金井市社会福祉協議会

小金井市自立相談サポートセンター

小金井市本町５－３６－１７
（小金井市社会福祉協議会内）

042-386-0295

042-386-1294

k-shakyo@jcom.home.ne.jp

小平市

社会福祉法人
小平市社会福祉協議会

こだいら生活相談支援センター

小平市学園東町1-19-13

042-349-0151

042-349-0152

sscenter＠
syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp

健康福祉部
セーフティネットコールセンター
くらしの自立相談支援窓口 みらいと

日野市神明1-12-1

042-514-8574

042-583-4198

s-net@city.hino.lg.jp

社会福祉法人
創隣会

サテライトセンター
くらしの自立相談支援窓口 みらいと

日野市多摩平6-31-7

042-514-9855

東村山市

中高年事業団
やまて企業組合

東村山市くらし・しごとサポートセンター
ほっとシティ東村山

東村山市本町1-1-１
市民センター１階

042-393-5111

042-395-2131

seikatsufukushi
@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp

国分寺市

社会福祉法人
国分寺市社会福祉協議会

自立生活サポートセンターこくぶんじ

国分寺市戸倉４－１４
福祉センター内

042-324-8311

042-324-8722

国立市

福祉総合相談ふくふく窓口

国立市富士見台２－４７－１

042-576-2111
内線275・292

042-576-2138

福生市

福祉保健部 社会福祉課
福祉総務係

福生市本町５番地

042-551-1511

042-551-1877

日野市

狛江市

公益社団法人
東京社会福祉士会

こまYELL

狛江市和泉本町1－1－5

03-3430-1111
内線（2925）

03-3480-1133

komayell@tokyo-csw.org

東大和市

中高年事業団
やまて企業組合多摩支店

東大和市くらし・しごと応援センター
そえる

東大和市中央３－９３０

042-563-2111

042-563-5928

seikatsufukushi@city.higashiyamato.l
g.jp

清瀬市

中高年事業団
やまて企業組合

清瀬市自立相談支援センター（仮）

清瀬市下清戸１丁目２１２の４
コミュニティプラザひまわり２階

042-495-5567

042-495-5335

kiyose@yamate-kigyo.jp

東久留米市

東久留米市役所福祉総務課

東久留米市本町三丁目3番1号

042-470-7777
（ 内線2509 ）

042-470-7808

fukushisomu@city.higashikurume.lg.jp

武蔵村山市

市民なやみごと相談窓口

武蔵村山市本町１－１－１

042-565-1111

042-565-1504

chiiki-fukushi-tanto
@city.musashimurayama.lg.jp

健康福祉部 生活福祉課

多摩市関戸６－１２－１

042-338-6942

042-338-6881

稲城市

福祉くらしの相談窓口

稲城市東長沼2111
稲城市役所２階

042-378-2111
内線209

042-378-5677

羽村市

生活自立相談窓口

羽村市緑ヶ丘五丁目２番地１

042-555-1111

042-555-7323

あきる野市

生活・就労相談窓口

あきる野市二宮350
あきる野市役所内

042-558-1927

042-558-1170

shomukeikaku@city.akiruno.lg.jp

生活サポート相談窓口

西東京市中町１－５－１

042-438-4023

042-432-4321

f-seikatsu@city.nishitokyo.lg.jp

多摩市

西東京市

中高年事業団
やまて企業組合

社会福祉法人
西東京市社会福祉協議会

自治体名
神奈川県

神奈川県

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会

福祉サービス推進部

横浜市神奈川区沢渡４－２
神奈川県社会福祉会館内

045-311-8753

045-320-4077

鶴見区生活支援課

鶴見区鶴見中央３－２０－１

045-510-1785

045-510-1899

神奈川区生活支援課

神奈川区広台太田町３－８

045-411-7103

045-411-0361

西区生活支援課

西区中央１－５－１０

045-320-8415

045-322-9877

中区生活支援課

中区日本大通３５

045-224-8249

045-224-8239

南区生活支援課

南区浦舟町２－３３

045-341-1207

045-341-1219

港南区生活支援課

港南区港南４－２－１０

045-847-8404

045-847-0378

保土ケ谷区生活支援課

保土ケ谷区川辺町２－９

045-334-6266

045-847-0378

旭区生活支援課

旭区鶴ケ峰１－４－１２

045-954-6069

045-951-5831

磯子区生活支援課

磯子区磯子３－５－１

045-750-2408

045-750-2542

金沢区生活支援課

金沢区泥亀２－９－１

045-788-7815

045-788-7883

港北区生活支援課

港北区大豆戸町２６－１

045-540-2329

045-540-2358

緑区生活支援課

緑区寺山町１１８

045-930-2333

045-930-2329

青葉区生活支援課

青葉区市ケ尾町３１－４

045-978-2341

045-978-2416

都筑区生活支援課

都筑区茅ケ崎中央３２－１

045-948-2311

045-948-2486

戸塚区生活支援課

戸塚区戸塚町１６－１７

045-866-8431

045-866-2683

栄区生活支援課

栄区桂町３０３－１９

045-894-8400

045-894-3423

泉区生活支援課

泉区和泉中央北５ー１ー１

045-800-2405

045-800-2515

瀬谷区生活支援課

瀬谷区二ツ橋町１９０

045-367-5705

045-365-6351

特定非営利活動法人ユースポート横濱

よこはま若者サポートステーション

横浜市西区北幸１－１１－１５
横浜STビル３階

045-290-7234

045-290-7235

株式会社Ｋ２インターナショナルジャパン

湘南・横浜若者サポートステーション

鎌倉市小袋谷１－６－１
２・３階

0467-42-0203

0467-42-0204

中高年事業団やまて企業組合

川崎市生活自立・仕事相談センター
（だいＪＯＢセンター）

川崎市川崎区駅前本町１１－２
川崎フロンティアビル５階

044-245-5120

044-245-0710

メールアドレス

横浜市

川崎市

info@daijobkawasaki.jp

自治体名

事業実施者

相模原市

横須賀市

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

緑区自立支援相談窓口

相模原市緑区橋本6-2-1
ｼﾃｨ・ﾌﾟﾗｻﾞはしもと6階市就職支援ｾﾝﾀｰ内

042-774-1131

中央区自立支援相談窓口

相模原市中央区富士見6-1-20
あじさい会館5階

042-769-8206

南区自立支援相談窓口

相模原市南区相模大野6-22-1
南保健福祉センター1階

042-701-7717

生活福祉課自立支援係

横須賀市小川町11番地

046-822-8070

046-825-1007

メールアドレス

平塚市

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

くらしサポート相談

平塚市浅間町９番１号

0463-21-8813

0463-21-9742

鎌倉市

一般社団法人
インクルージョンネットかながわ

インクル相談室鎌倉

鎌倉市大船１－23－19
秀和第５ビル３階

0467-46-2119

0467-47-9290

incl@inclusion-net.jp

地域包括ケアシステム推進室

地域生活支援窓口バックアップふじさわ

藤沢市朝日町1-1藤沢市役所本庁舎2階

0466-50-3533

0466-50-8412

fj-houkatu-s@city.fujisawa.lg.jp

北部福祉総合相談室

藤沢市湘南台1-8湘南台文化センター2階

0466-46-0046

0466-46-0053

fj-houkatu-s@city.fujisawa.lg.jp

バックアップふじさわ社協

藤沢市鵠沼東1-1玉半ビル3階

0466-47-8131

0466-26-6978

back-up@fujisawa-shakyo.jp

小田原市

生活支援課

小田原市荻窪300

0465(33)1893

0465(33)1849

茅ヶ崎市

生活自立相談窓口

茅ヶ崎市一丁目１番１号

0467-82-1111

0467-82-5157

藤沢市
社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会

seikatsu@city.chigasaki.kanagawa.jp

逗子市

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

逗子市桜山５－３２－１

046-876-6222

046-872-2519

三浦市

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会

三浦市社会福祉協議会
自立相談支援センター いっしょ

三浦市南下浦町菊名1258-3

046-888-7347

046-889-1561

秦野市

社会福祉法人秦野市社会福祉協議会

きゃっち

秦野市緑町１６番３号

0463-83-2751

0463-85-1302

shakyo@vnhadano.com

厚木市福祉部福祉総務課自立支援担当

厚木市中町３丁目１７番１７号

046-225-2895

046-221-2205

1900@ciｔｙ．atsugi．Kanagawa.jp

自立相談窓口

大和市鶴間１－３１－７
大和市保健福祉センター５階

046-200-6177

046-261-1803

伊勢原市

生活福祉課

伊勢原市田中３４８番地

0463-94-4711

0463-95-7612

seikatsu-f@isehara-ctiy.jp

海老名市

生活支援課

海老名市勝瀬１７５番地の１

046-240-6470

046-233-5731

seikatsu@city.ebina.kanagawa.jp

座間市

座間市福祉部生活援護課
自立サポート担当

座間市緑ケ丘一丁目1番1号

046-252-8566

046-252-7043

南足柄市

福祉課

南足柄市関本440

0465-73-8022

0465-74-0545

綾瀬市

福祉総務課

綾瀬市早川５５０番地

0467-70-5624

0467-70-5702

厚木市
大和市

社会福祉法人大和市社会福祉協議会

wm.705614@city.ayase.kanagawa.jp

自治体名

事業実施者

新潟県
新潟県（町村部）

一般社団法人
新潟県労働者福祉協議会

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

新潟県パーソナル・サポート・センター
（下越地区）

新潟市中央区新光町６番地２
勤労福祉会館４階

025-250-5160

025-288-6177

ken-kaetsu-ps@bz04.plala.or.jp

新潟県パーソナル・サポート・センター
（中越地区）

長岡市東蔵王2-1-10
市民生活工房内

0258-89-8345

0258-34-3722

ken-chuetsu-ps@samba.ocn.ne.jp

新潟市

一般社団法人
新潟県労働者福祉協議会

新潟市パーソナル・サポート・センター

新潟市中央区新光町６番地２
勤労福祉会館内

025-385-6851

025-385-6852

niigata-pscenter@bz04.plala.or.jp

長岡市

一般社団法人
新潟県労働者福祉協議会

長岡パーソナル・サポート・センター

長岡市表町２－２－２１
長岡市社会福祉センタートモシア ２F

0258-89-8263

0258-89-8264

nagaoka-ps@circus.ocn.ne.jp

上越市

一般社団法人
新潟県労働者福祉協議会

上越パーソナル・サポート・センター

上越市1-1-6
アド・クリークビル3F

025-520-8116

025-520-8144

joetsu-ps@abeam.ocn.ne.jp

福祉課生活支援係

三条市旭町２丁目３番１号

0256-34-5433

0256-35-2150

生活サポートセンター柏崎

柏崎市豊町3-59
柏崎市総合福祉センター内

0257-22-1411

0257-22-1441

ks-05@syakyou.jp

新発田市

社会福祉課生活支援係

新発田市中央町３－３－３

0254-28-9221

0254-21-1091

syakai@city.shibata.lg.jp

小千谷市

社会福祉課生活福祉係

小千谷市城内２丁目７番５号

0258-83-3517

0258-83-4160

fukushi-sk@city.ojiya.lg.jp

三条市
柏崎市

社会福祉法人
柏崎市社会福祉協議会

加茂市

社会福祉法人
加茂市社会福祉協議会

加茂市社会福祉協議会

加茂市幸町２丁目３番５号

0256-52-6667

0256-52-6612

fukushi-jimu@city.kamo.niigata.jp

十日町市

社会福祉法人
十日町市社会福祉協議会

地域福祉課生活支援係

十日町市本町２丁目226番地１

025-752-7338

025-752-7020

home@tkm-shakyo.or.jp

見附市

社会福祉法人
見附市社会福祉協議会

くらしの自立支援センターみつけ

見附市学校町２丁目１３番３０号

0258-62-7010

0258-62-7053

seikatsu-mitsuke@shakyo.net

村上市

社会福祉法人
村上市社会福祉協議会

生活支援センターむらかみ

村上市岩船駅前56番地

0254-62-7756

0254-62-7780

seikatu@murakamisyakyou.com

燕市

生活困窮者支援

燕市吉田西太田1934番地

0256‐77‐8173

0256-77-8138

shakaifukushi@city.tsubame.lg.jp

糸魚川市

福祉事務所

糸魚川市一の宮1丁目2番5号

025-552-1511

025-552-8250

fukushi@city.itoigawa.lg.jp

妙高市

生活・お仕事困りごと相談窓口

妙高市栄町5番1号

0255-74-0061

0255-72-7659

fukushikaigo@city.myoko.niigata.jp

五泉市

社会福祉法人
五泉市社会福祉協議会

五泉市くらしの支援センター

五泉市太田１０９２番地１

0250-41-1200

0250－43－0456

gosen-syakyo@proof.ocn.ne.jp

阿賀野市

社会福祉法人
阿賀野市社会福祉協議会

暮らしサポートセンターあがの

阿賀野市姥ヶ橋６６９番地

0250-67-9500

0250-67-9204

kurasapo-agano@zb.wakwak.com

佐渡市

社会福祉法人
佐渡市社会福祉協議会

生活自立相談支援センター

佐渡市畑野甲５３３番地

0259-81-1155

0259-81-1156

kennriyougo@sado-shakyo.com

魚沼市

社会福祉法人
魚沼市社会福祉協議会

地域福祉課生活支援係

魚沼市小出島1240番地2

025-792-8181

025-792-8812

chiikifukusika@uonuma-shakyo.or.jp

南魚沼市

社会福祉法人
南魚沼市社会福祉協議会

くらしのサポートセンターみなみ
（生活支援係）

南魚沼市小栗山303番地1

025-773-6919

025-773-2223

muikamachi@mu-shakyo.or.jp

胎内市

社会福祉法人
胎内市社会福祉協議会

せいかつ応援センター胎内市社協

胎内市西本町１１番11号
「ホットHOT・中条」内

0254-44－1511

0254－44－8651

chiiki-fukushi@tainai-syakyo.or.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

富山県東部生活自立支援センター

魚津市新宿１０-７
富山県魚津総合庁舎１F

０７６５－２４－２２５５

０７６５－２４－２２８５

toubujiritsu@wel.pref.toyama.jp

舟橋村社会福祉協議会

中新川郡舟橋村仏生寺５５
舟橋村役場

０７６－４６４－１８４７

０７６－４６４－１５５８

f-syakyo@iaa.itkeeper.ne.jp

上市町社会福祉協議会

中新川郡上市町湯上野８
上市町保健福祉総合センター

０７６－４７３－９３００

０７６－４７３－９３８８

shakyo@kamiichi-hearty.jp

立山町社会福祉協議会

中新川郡立山町前沢１１６９
立山町元気交流ステーション「みらいぶ」

０７６－４６３－３３５６

０７６－４６３－２３３４

info@tateyama-shakyo.jp

入善町社会福祉協議会

下新川郡入善町上野２７９３－１
入善町健康交流プラザ「サンウェル」

０７６５－７２－５６８６

０７６５－７４－２４０８

nyuzen-shakyo@ma.mrr.jp

朝日町社会福祉協議会

下新川郡朝日町泊418
とやま朝日町北陸街道 五叉路ｸﾛｽﾌｧｲﾌﾞ

０７６５－８３－０５７６

０７６５－８３－１５８９

syakyou@pri.town.asahi.toyama.jp

富山市社会福祉協議会

富山市今泉83番地1

０７６－４２２－３４１４

０７６－４２２－２６８４

info@toyama-sfk.jp

高岡自立支援総合相談窓口

高岡市広小路7-50

０７６６－２０－１３６８

０７６６－２０－１３７１

fukushi@city.takaoka.lg.jp

富山県東部生活自立支援センター

魚津市新宿１０-７
富山県魚津総合庁舎１F

０７６５－２４－２２５５

０７６５－２４－２２８５

toubujiritsu@wel.pref.toyama.jp

魚津市社会福祉協議会

魚津市新金屋2-13-26
魚津市福祉センター百楽荘内

０７６５－２３－０８９９

０７６５－２４－３２４４

kenri@uoshakyo.net

社会福祉法人
氷見市社会福祉協議会

ふくし相談サポートセンター

氷見市鞍川1060番地
氷見市役所１F

０７６６－３０－２９３７

０７６６－３０－２９１３

fssc@himi-vc.jp

社会福祉法人
富山県社会福祉協議会

富山県東部生活自立支援センター

魚津市新宿１０-７
富山県魚津総合庁舎１F

０７６５－２４－２２５５

０７６５－２４－２２８５

toubujiritsu@wel.pref.toyama.jp

滑川市社会福祉協議会

滑川市寺家町１０４
滑川市役所東別館２F

０７６－４７５－７０００

０７６－４７５－９６７１

nashakyo@po4.nsk.ne.jp

富山県東部生活自立支援センター

魚津市新宿１０-７
富山県魚津総合庁舎１F

０７６５－２４－２２５５

０７６５－２４－２２８５

toubujiritsu@wel.pref.toyama.jp

黒部市社会福祉協議会

黒部市金屋464-1
黒部市福祉センター

０７６５－５４－１０８２

０７６５－５２－２７９７

kurobesw@ma.mrr.jp

ほっとなみ相談支援センター

砺波市栄町７－３
砺波市役所

０７６３－３３－１１１１

０７６３－３２－６１８６

shafuku@city.tonami.lg.jp

小矢部市社会福祉協議会

小矢部市鷲島15
総合保健福祉センター1階

０７６６－６７－８６００

０７６６－６７－４８９６

oyabesya@oyabe.or.jp

生活相談支援窓口

南砺市北川166番地１
南砺市地域包括ケアセンター内

０７６３－２３－２００９

０７６３－８２－４６５７

fukushika@city.nanto.lg.jp

射水市生活自立サポートセンター

射水市小島700番地1

０７６６－５２－７０８０

０７６６－５２－５８５２

sjsc@imizushakyo.jp

富山県

富山県

富山市

社会福祉法人
富山県社会福祉協議会

社会福祉法人
富山市社会福祉協議会

高岡市

魚津市

氷見市

滑川市

黒部市

社会福祉法人
富山県社会福祉協議会

社会福祉法人
富山県社会福祉協議会

砺波市
小矢部市

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

南砺市
射水市

社会福祉法人
射水市社会福祉協議会

自治体名

事業実施者

石川県

石川県

金沢市

社会福祉法人
金沢市社会福祉協議会

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

石川中央保健福祉センター
福祉相談部地域支援課

河北郡津幡町字中橋ロ１－１
河北地域センター

076-289-2202

076-289-2178

sshien01@pref.ishikawa.lg.jp

石川県能登中部保健福祉センター

七尾市本府中町ソ部２７番９

0767-53-2482

0767-53-2484

sshien04@pref.ishikawa.lg.jp

石川県能登北部保健福祉センター

輪島市鳳至町畠田１０２番４

0768-22-4149

0768-22-5550

sshien05@pref.ishikawa.lg.jp

金沢自立生活サポートセンター

金沢市高岡町7番25号
金沢市松ヶ枝福祉館

０７６－２３１－３７２０

０７６－２３１－３５６０

support@kana-syakyo.jp

金沢市生活支援課

金沢市広坂1丁目1番1号

０７６－２２０－２２９２

０７６－２２０－２５３２

seishien@city.kanazawa.lg.jp

七尾市

社会福祉法人
七尾市社会福祉協議会

生活サポートセンターななお

七尾市御祓町１番地 パトリア３階

0767-57-5086

0767-53-4100

sscn@nanaosyakyo.jp

小松市

社会福祉法人
小松市社会福祉協議会

こまつふれあい支援センター

小松市白江町ツ１０８－１
第一地区コミュニティセンター内

0761-21-8555

0761-22-3364

soudan@komasya.com

輪島市

社会福祉法人
輪島市社会福祉協議会

くらしサポートセンターわじま

輪島市河井町１３部１２０番地１

0768-23-0783

0768-22-9627

kurasapo@washakyo.com

福祉課

珠洲市上戸町北方１字６番地の２

0768-82-7748

0768-82-8138

seikatu@city.suzu.lg.jp

地域福祉課くらし就労サポート室

加賀市大聖寺南町ニ４１番地

0761-72-1370

0761-72-7797

地域福祉課生活支援係

加賀市大聖寺南町ニ４１番地

0761-72-7851

0761-72-7797

社会福祉法人
加賀市社会福祉協議会

加賀市社会福祉協議会

加賀市大聖寺南町ニ11-5

0761-72-1500

0761-72-1244

羽咋市

社会福祉法人
羽咋市社会福祉協議会

羽咋市社会福祉協議会

羽咋市鶴多町亀田17

0767-22-6231

0767-22-6189

かほく市

社会福祉法人
かほく市社会福祉協議会

くらし再建支援センターかほく

かほく市遠塚ロ52-10
かほく市七塚健康福祉センター

076-285-8885

076-285-2049

白山市

社会福祉法人
白山市社会福祉協議会

くらしサポートセンターはくさん

白山市倉光八丁目16-1
福祉ふれあいセンター

076-276-9389

076-276-4535

syakyo-info@hakusanshi-syakyo.jp

能美市

社会福祉法人
能美市社会福祉協議会

くらしサポートセンターのみ

能美市寺井町た８番地
ふれあいプラザ２階

0761-58-6200

0761-58-6733

kurashi@nomi-shakyo.jp

野々市市

社会福祉法人
野々市市社会福祉協議会

ののいち自立生活サポートセンター

野々市市本町五丁目18番5号

076-246-0112

076-246-0169

noshakyo@royal.ocn.ne.jp

福井健康福祉センター

福井市西木田2丁目8-8

0776-36-2857

0776-34-7215

f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

丹南健康福祉センター

鯖江市水落町1丁目2-25

0778-51-0034

0778-51-7804

t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

丹南健康福祉センター
（武生福祉保健部）

越前市文京2丁目13-39

0778-22-4135

0778-22-5660

t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

二州健康福祉センター

敦賀市開町6-5

0770-22-3747

0770-24-1205

n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

若狭健康福祉センター

小浜市四谷町3-10

0770-52-1300

0770-52-1058

w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

珠洲市

加賀市

福井県

福井県

h.shakyo@titan.ocn.ne.jp

自治体名

事業実施者

福井市
敦賀市

社会福祉法人敦賀市社会福祉事業団

小浜市

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

自立サポートセンターよりそい
（福井市役所内）

福井市大手３丁目１０－１

0776-20-5580

0776-20-5708

yorisoi@city.fukui.lg.jp

敦賀市自立促進支援センター

敦賀市神楽町一丁目３番２０号

0770-22-3736

0770-20-1139

t-jiritusien@rm.rcn.ne.jp

自立促進支援センター

小浜市大手町6番3号

0770-53-1111

0770-53-1016

shiminfukushi@city.obama.fukui.jp

大野市

社会福祉法人大野福祉会

大野市自立相談支援センターふらっと

大野市天神町３番２４号

0120-932-763

0779-64-5582

flat@oonofukushikai.jp

勝山市

社会福祉法人勝山市社会福祉協議会

勝山市困りごと支援センターらいと

勝山市郡町1丁目１－５０

0779-88-1177

0779-88-5124

sien@katuyama-sk.jp

鯖江市西山町13番1号

0778-25-3000

0778-51-8167

SC-ShakaiFuku@city.sabae.lg.jp

鯖江市

山梨県

窓口名

鯖江市自立促進支援センター

鯖江市役所本館２階 鯖江市消費生活センター内

あわら市

社会福祉法人あわら市社会福祉協議会

あわら市社会福祉協議会

あわら市市姫二丁目31-6

0776-73-2253

0776-73-4542

chiiki@awara-shakyo.or.jp

越前市

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

自立相談支援センター
「くらしごとさぽーと」

越前市府中1丁目11-2
越前市福祉健康センター内
（アルプラザ武生4F）

0778-22-8500

0778-22-8866

info@echizen-shakyo.or.jp

坂井市

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会

坂井市役所福祉総合相談室

坂井市坂井町下新庄1-1

0776-66-1112

0776-66-1650

sogosoudan@city.fukui-sakai.lg.jp

山梨県

社会福祉法人山梨県社会福祉協議会

山梨県くらしサポートセンター

甲府市北新1-2-12

090-4815-4140
090-3147-4140

055-254-8614

甲府市

生活支援相談窓口

甲府市丸の内１丁目18-1

055-237-5742

055-228-4889

富士吉田市

福祉課 地域福祉担当

富士吉田市下吉田6-1-1

0555-22-1111
（内線113・114）

0555-22-1122

都留市

福祉課 地域福祉担当

都留市下谷2516-1

0554-46-5112

0554-46-5119

chiikifukushi@city.tsuru.lg.jp

山梨市

山梨市生活相談支援センター

山梨市小原西843

0553-22-1111
（内線1130・1134）

0553-23-2800

fukushi@city.yamanashi.lg.jp

生活困窮者相談窓口

大月市大月2-6-20

0554-23-8030

0554-22-6422

韮崎市

韮崎市自立相談支援窓口

韮崎市水神1-3-1

0551-22-1111
（内線176・177・178）

0551-23-0249

南アルプス市

南アルプス市福祉事務所

南アルプス市小笠原376番地

055-282-7250

055-282-6095

fukuso@city.minami-alps.lg.jp

北杜市

福祉課

北杜市須玉町大豆生田961-1

0551-42-1334

0551-42-1125

fukushi@city.hokuto.yamanashi.jp

生活困窮者相談窓口

甲斐市島上条3163

055-277-1122

055-277-1284

生活援護課 自立相談支援窓口

笛吹市石和町市部800

055-261-1905

055-261-1912

大月市

甲斐市

ＮＰＯ法人 フードバンク山梨

社会福祉法人甲斐市社会福祉協議会

笛吹市
上野原市

社会福祉法人上野原市社会福祉協議会

上野原市生活困窮者自立支援相談所

上野原市上野原3163

0554-63-0002

0554-63-0210

甲州市

社会福祉法人甲州市社会福祉協議会

甲州市生活支援センター ぶりっじ

甲州市塩山上於曽977-5

0553-32-6050

0553-32-6051

info@koshushishakyo.or.jp

中央市

社会福祉法人中央市社会福祉協議会

自立相談支援窓口

中央市下河東620

055-274-0294

055-274-0319

ttt@chuo-shakyo.or.jp

自治体名

事業実施者

長野県

長野県

社会福祉法人長野県社会福祉協議会

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

長野県佐久市生活就労支援センター
まいさぽ佐久

佐久市取出町183 野沢会館2Ｆ

0267-78-5255

0267-78-5080

ps-saku@nsyakyo.or.jp

長野県大町市生活就労支援センター
まいさぽ大町

大町市大町1129
大町市総合福祉センター2Ｆ

0261-22-7083

0261-26-3856

ps-omachi@nsyakyo.or.jp

長野県飯山市生活就労支援センター
まいさぽ飯山

飯山市飯山1211-1
飯山市福祉センター2Ｆ

0269-67-0269

0269-62-2904

ps-iiyama@nsyakyo.or.jp

長野県下伊那生活就労支援センター
まいさぽ飯田

飯田市高羽町6-1-3 コクサイビル1Ｆ

0265-49-8830

0265-49-8692

ps-iida@nsyakyo.or.jp

長野県東筑摩生活就労支援センター
まいさぽ東筑

山形村4520-1
保健福祉センターいちいの里内

0263-88-0180

0263-88-0181

ps-touchiku@nsyakyo.or.jp

長野県上伊那生活就労支援センター
まいさぽ上伊那

上伊那郡南箕輪村2380-1212
松寿荘内

0265-96-7845

0265-96-7846

ps-kamiina@nsyakyo.or.jp

長野県諏訪生活就労支援センター
まいさぽ信州諏訪

（本所）下諏訪町162-4 砥川住宅Ａ棟101
（富士見・原サテライト）富士見町落合6203
富士見町社会福祉協議会内

（本所）0266-75-1202
（富士見・原サテライト）
0266-78-5563

（本所）0266-75-1621
（富士見・原サテライト）
0266-78-5564

ps-suwa@nsyakyo.or.jp

長野県木曽生活就労支援センター
まいさぽ木曽

大桑村殿1014 大桑村社会福祉協議会内

0264-26-2073

0264-24-0058

ps-kiso@nsyakyo.or.jp

長野県長野生活就労支援センター
まいさぽ信州長野

長野市若里3-10-31 大幸ビル２Ｆ

026-267-7088

026-223-2566

ps-nagano@nsyakyo.or.jp

長野市

社会福祉法人長野市社会福祉協議会

長野市生活就労支援センター
まいさぽ長野市

長野市大字鶴賀緑町1714-5
長野市ふれあい福祉センター2F

026-219-6880

026-219-6882

maisaponaganoshi6880@cswnaganocity.or.jp

松本市

社会福祉法人松本市社会福祉協議会

松本市生活就労支援センター
まいさぽ松本

松本市丸の内３番７号 松本市役所本庁舎１
階市民相談課内市民生活総合相談窓口

0263-34-3041

0263-36-6839

maisapo@syakyo-matsumoto.or.jp

上田市

社会福祉法人上田市社会福祉協議会

上田市生活就労支援センター
まいさぽ上田

上田市中央3丁目5番1号
上田市ふれあい福祉センター内

0268-71-5552

0268-27-2500

maisapo@ueda-syakyo.or.jp

岡谷市生活就労支援センター
まいさぽ岡谷市

岡谷市幸町8番1号

0266-23-4811

0266-22-8492

fukusi@city.okaya.lg.jp

飯田市生活就労支援センター
まいさぽ飯田

飯田市高羽町6-1-3 コクサイビル1F

0265-49-8830

0265-49-8692

maisapo@iidashakyo.or.jp

諏訪市生活就労支援センター
まいさぽ諏訪市

諏訪市高島一丁目22番30号

0266-52-4141

0266-53-6073

maisapo@city.suwa.lg.jp

岡谷市
飯田市

社会福祉法人飯田市社会福祉協議会

諏訪市
須坂市

社会福祉法人須坂市社会福祉協議会

須坂市生活就労支援センター
まいさぽ須坂

須坂市大字須坂344-1-60
須坂ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

026-248-9977

026-214-9883

maisapo@suzaka-shakyo.jp

小諸市

社会福祉法人小諸市社会福祉協議会

小諸市生活就労支援センター
まいさぽ小諸

小諸市与良町6丁目5番1号
野岸の丘総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0267-31-5235

0267-31-5535

k-syakyo@ctknet.ne.jp

伊那市

社会福祉法人伊那市社会福祉協議会

伊那市生活就労支援センター
まいさぽ伊那市

伊那市山寺298-1
伊那市福祉まちづくりセンター内

0265-72-8186

0265-98-0363

info@isyakyo.jp

駒ヶ根市

駒ケ根市生活就労支援センター
まいさぽ駒ヶ根

駒ケ根市赤須町20-1

0265-83-2111

0265-83-8590

fukusi@city.komagane.nagano.jp

中野市

中野市生活就労支援センター
まいさぽ中野

中野市三好町一丁目3番19号

0269-38-0221

0269-22-3879

fukushi@city.nakano.nagano.jp

大町市

社会福祉法人長野県社会福祉協議会

大町市生活就労支援センター
まいさぽ大町

大町市大町1129番地

0261-22-7083

0261-26-3856

ps-omachi@nsyakyo.or.jp

飯山市

社会福祉法人長野県社会福祉協議会

飯山市生活就労支援センター
まいさぽ飯山

飯山市大字飯山1211番地1

0269-67-0269

0269-62-2904

ps-iiyama@nsyakyo.or.jp

茅野市生活就労支援センター
まいさぽ茅野市

茅野市原塚原二丁目6番1号

0266-72-2101

0266-73-0391

chiikifukushi@city.chino.lg.jp

塩尻市生活就労支援センター
まいさぽ塩尻

塩尻市大門六番町4番6号
塩尻市保健福祉センター内

0263-52-0026

0263-52-0067

maisapo-shiojiri@shiojirishakyo.or.jp

茅野市
塩尻市

社会福祉法人塩尻市社会福祉協議会

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

佐久市

社会福祉法人長野県社会福祉協議会

佐久市生活就労支援センター
まいさぽ佐久

佐久市取出町183 野沢会館2Ｆ

0267-78-5255

0267-78-5080

ps-saku@nsyakyo.or.jp

千曲市

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

千曲市生活就労支援センター
まいさぽ千曲

千曲市大字戸倉2388
千曲市役所戸倉庁舎福祉課

026-273-1111

026-275-3587

sssien@city.chikuma.nagano.jp

東御市

社会福祉法人東御市社会福祉協議会

東御市生活就労支援センター
まいさぽ東御

東御市鞍掛197
東御市総合福祉センター内

0268-62-4455

0268-64-5695

info@tomisyakyo.or.jp

安曇野市

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

安曇野市生活就労支援センター
まいさぽ安曇野

安曇野市豊科4160-1（社協）

0263-88-8707

0263-72-9130

maisapo@azuminoshakyo.or.jp

岐阜県生活困窮者自立相談支援窓口
（岐阜地域）

岐阜市下奈良2-2-1

058-268-6187（直通）
0800-200-2536

058-268-6189

岐阜県生活困窮者自立相談支援窓口
（西濃地域）

大垣市江崎町422-3

0584-83-2011（直通）
0800-200-2532

0584-83-2012

岐阜県生活困窮者自立相談支援窓口
（揖斐地域）

揖斐郡揖斐川町上南方1-1

0585-21-1811（直通）
0800-200-2537

0585-21-1812

岐阜県生活困窮者自立相談支援窓口
（中濃地域）

美濃加茂市古井町下古井2610-1

0574-24-3115（直通）
0800-200-2538

0574-24-3116

岐阜県

岐阜県

社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会

岐阜市

・社会福祉法人岐阜市社会福祉協議会
・ぎふNPOセンター共同事業体

生活・就労サポートセンター

岐阜市神田町１－１１
岐阜市役所南庁舎１階

058-214-2448

058-265-3773

seikatsu-support@psgifu.com

大垣市

社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会

大垣市生活支援相談センター

大垣市馬場町１２４
総合福祉会館内２階

0584-75-0014

0584-71-7533

info@ogakishakyo.or.jp

高山市

社会福祉法人高山市社会福祉協議会

高山市福祉サービス総合
相談支援センター

高山市花岡町2丁目18番地

0577-35-3002

0577-35-3165

seikatsusoudan1@takayamashakyo.net

多治見市

社会福祉法人多治見市社会福祉協議会

生活自立支援センター

多治見市太平町２－３９－１

0572-24-3502

0572-24-3506

seikatsukonkyu@t-syakyo.or.jp

関市

社会福祉法人関市社会福祉協議会

関市生活支援相談室

関市若草通2丁目1番地

0575-21-1001

0575-24-0201

中津川市

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会

中津川市生活相談ｾﾝﾀｰ「ういず」

中津川市かやの木町２番５号

0573-66-1111

0573-66-1934

美濃市

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

美濃市 健康福祉課

美濃市１３５０番地

0575-33-1122

0575-35-1997

瑞浪市

社会福祉法人瑞浪市社会福祉協議会

生活困窮者自立相談支援窓口

瑞浪市樽上町１丁目７７番地

0572-68-4148
（直通）

0572-68-4173

羽島市福祉課

羽島市竹鼻町55番地

羽島市

058-392-1111
(内2513）
0573-25-6424
(直通）（社協）
0573-26-2214
（直通）（市役所）

syakyou@takenet.or.jp

m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

058-394-0025

恵那市

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会

恵那市生活・就労サポートセンター

恵那市大井町727-1

美濃加茂市

社会福祉法人
美濃加茂市社会福祉協議会

美濃加茂市自立相談窓口

美濃加茂市太田町３４３１－１

080-2663-2709

0574-24-0290

se-kon@minokamo-shakyo.or.jp

土岐市

社会福祉法人土岐市社会福祉協議会

生活・就労サポート土岐

土岐市土岐津町土岐口２１０１

0572-54-1111

0572-54-7051

jiritsu@city.toki.lg.jp

各務原市

社会福祉法人各務原市社会福祉協議会

生活相談センターさぽーと

各務原市那加桜町2丁目163番地

058-383-7610

058-382-3233

shakyo@chive.ocn.ne.jp

可児市

社会福祉法人可児市社会福祉協議会

可児市生活サポートセンター

可児市今渡682番地1

0574-61-2525

0574-62-5342

kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

生活困窮者自立相談支援窓口

山県市高木1000-1

0581-22-6837

0581-22-6850

fukushi@city.gifu-yamagata.lg.jp

山県市

0573-26-5701

自治体名
瑞穂市

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

瑞穂市社会福祉協議会
福祉総合相談センター

岐阜県瑞穂市別府１２８３

058-327-8610

058-327-5323

soudan@mizuho-shakyo.org

飛騨市生活支援相談

飛騨市古川町若宮二丁目1-60

0577-73-6233

0577-73-3604

飛騨市
本巣市

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会

地域福祉課

本巣市上保1261番地4

058-32-0531

058-320-0546

郡上市

社会福祉法人郡上市社会福祉協議会

ふくし相談支援センター

郡上市大和町徳永585番地

0575-88-9988

0575-88-3315

下呂市

社会福祉法人下呂市社会福祉協議会

すまいるげろ

下呂市森883-1
下呂福祉会館3階

0576-23-0783

0576-25-5885

smile@gero-city-syakyo.jp

海津市

社会福祉法人海津市社会福祉協議会

海津市くらしサポートセンター

海津市海津町高須515

0584-52-1710
0120-108022

0584-53-1569

kura-sapo@kaizu-wel.jp

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

0557-22-1294

0557-23-0999

shakyou@i-younet.ne.jp

賀茂郡河津町田中212-2
河津町保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0558-34-1286

0558-34-1312

csw-kawazu@po3.across.or.jp

賀茂郡南伊豆町加納590-1
南伊豆町武道館内

0558-62-3156

0558-62-3156

csw-minami@po3.across.or.jp

賀茂郡松崎町宮内272-2
松崎町総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0558-42-2719

0558-42-2719

matusya294-1975@agate.plala.or.jp

賀茂郡西伊豆町宇久須258‐4

0558-55-1313

0558-55-1330

nishisya@triton.ocn.ne.jp

静岡県

社会福祉法人東伊豆町社会福祉協議会 東伊豆町社協「生活支援・相談センター」
社会福祉法人河津町社会福祉協議会

河津町社協「生活支援・相談センター」

社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会 南伊豆町社協「生活支援・相談センター」
社会福祉法人松崎町社会福祉協議会

松崎町社協「生活支援・相談センター」

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会 西伊豆町社協「生活支援・相談センター」
社会福祉法人函南町社会福祉協議会

函南町社協「生活支援・相談センター」

田方郡函南町平井717-28
函南町保健福祉ｾﾝﾀ-内

055-978-9288

055-979-5212

csw-kann@po2.across.or.jp

社会福祉法人清水町社会福祉協議会

清水町社協「生活支援・相談センター」

駿東郡清水町堂庭221-1
清水町福祉ｾﾝﾀｰ内

055-981-1665

055-981-0025

fukushi@shimizu-syakyo.jp

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

長泉町社協「生活支援・相談センター」

駿東郡長泉町下土狩967-2
長泉町福祉会館内

055-987-7680

055-986-3794

bureau@nagaizumi-shakyo.jp

社会福祉法人小山町社会福祉協議会

小山町社協「生活支援・相談センター」

駿東郡小山町小山75-7
小山町健康福祉会館内

0550-76-9906

0550-76-9907

syakyo@fuji-oyama-wel.jp

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

吉田町社協「生活支援・相談センター」

榛原郡吉田町片岡795-1
吉田町健康福祉センター内

0548-34-1800

0548-33-2606

csw-yosid@po2.across.or.jp

榛原郡川根本町上岸90番地
川根本町福祉ｾﾝﾀ-内

0547-59-2315

0547-59-4139

csw-honk@po2.across.or.jp

森町社協「生活支援・相談センター」

周智郡森町森50-1
森町保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0538-85-5769

0538-85-1294

csw-mori2@po4.across.or.jp

静岡市暮らし・しごと相談支援センター
（本部・清水区窓口）

静岡市清水区宮代町１番１号

０５４－３７１－０３０５

０５４－３６７－２４８０

shizuoka-kurashi@shizuokashakyo.or.jp

静岡市暮らし・しごと相談支援センター
（葵区窓口）

静岡市葵区城東町２４番１号

０５４－２４９－３２１０

０５４－２０９－０１２８

shizuoka-kurashi.a@shizuokashakyo.or.jp

静岡市暮らし・しごと相談支援センター
（駿河区窓口）

静岡市駿河区南八幡町２５番２１号

０５４－２８６－９５５０

０５４－２８６－９５４５

shizuoka-kurashi.su@shizuokashakyo.or.jp

静岡県

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会 川根本町社協「生活支援・相談センター」
社会福祉法人森町社会福祉協議会

静岡市

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会

浜松市

社会福祉法人聖隷福祉事業団

浜松市生活自立相談支援センター
「つながり」

浜松市中区元城町２１８－２６
聖隷ビル １階

053-546-0500

053-546-0600

tng0500@sis.seirei.or.jp

沼津市

株式会社東海道シグマ

沼津市自立相談支援センター

沼津市日の出町1－15
ぬまづ健康福祉プラザ２階

055－922－1620

055－922－1625

numazu-jiritu@tenor.ocn.ne.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

熱海市

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

熱海市社会福祉協議会

熱海市中央町１－２６

0557－86－6339

0557－86－6341

csw-atami@po2.across.or.jp

三島市

（株）東海道シグマ

三島市生活支援センター

三島市東本町１丁目２番６号
英光ビル１ １階

055-973-3450

055-973-3450

seikatsushien-mishima@tokaidosigma.jp

富士宮市福祉総合相談課

富士宮市弓沢町１５０番地

0544-22-1561

0544-22-1203

fukuso@city.fujinomiya.lg.jp

富士宮市

社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会
富士宮市社会福祉協議会

富士宮市宮原７番地の１

0544-22-0094

0544-22-0753

miya294@eagle.ocn.ne.jp

伊東市

社会福祉法人伊東市社会福祉協議会

伊東市くらし相談センター”こころ”

伊東市大原二丁目１番１号
伊東市福祉事務所内

0557-36-1190

0557-36-1196

島田市

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

自立相談窓口

島田市大津通２番の１

0547-35-6244

0547-34-3261

fukushi-machizukuri@shimadashakyo.jp

富士市

社会福祉法人富士市社会福祉協議会

くらし・しごと相談窓口

富士市本市場432番地の1
フィランセ東館1階

0545-64-6969

0545-60-050

kurashi-shigoto@fujishishakyo.com

磐田市福祉課生活支援グループ

磐田市国府台５７番地７

0538-37-4797

0538-36-1635

shakaifukushi@city.iwata.lg.jp

社会福祉法人焼津市社会福祉協議会

焼津市役所アトレ庁舎

焼津市本町5-6-1

054-626-1127

054-626-2189

chiiki@yaizu-shakyo-soumu.jp

社会福祉法人掛川市社会福祉協議会

生活支援係

掛川市掛川910-1

0527-22-1294

0537-23-3319

NPO法人POPOLO

自立相談窓口

富士市本町４－６
フジスカイビル５階

0545-62-8255

0545-62-8255

藤枝市

・藤枝市
・社会福祉法人藤枝市社会福祉協議会

自立生活サポートセンター

藤枝市岡出山1丁目11番1号

054-643-3161

054-643-3217

jiritsu@city.fujieda.shizuoka.jp

御殿場市

社会福祉法人御殿場市社会福祉協議会

地域福祉課

御殿場市萩原988-1
御殿場市市民交流センターふじざくら内

0550-70-7577

0550-89-5501

info@gosyakyo.jp

袋井市

社会福祉法人袋井市社会福祉協議会

生活自立相談センター

袋井市久能２５１５－１

0538-43-3020

0538-43-6305

csw-fukur@fukuroi-syakyo.or.jp

下田市

社会福祉法人下田市社会福祉協議会

下田市くらし支援センター

下田市四丁目１番１号

0558-22-3294

0558-22-0584

社会福祉課

裾野市佐野１０５９番地

055-995-1819

055-992-3681

fukushi@city.susono.shizuoka.jp

磐田市
焼津市

掛川市

裾野市
湖西市

社会福祉法人湖西市社会福祉協議会

湖西市社会福祉協議会

湖西市古見1044番地

053-575-0294

053-575-0263

shakyo@kosai-sk.or.jp

伊豆市

社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会

伊豆市生活困窮者自立支援相談窓口

伊豆市小立野66-1

0558-72-3202

0558-72-8638

syakai@city.izu.shizuoka.jp

福祉課

御前崎市池新田5585

0537-85-1121

0537-85-1144

fukushi@city.omaezaki.shizuoka.jp

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会

自立相談窓口

御前崎市白羽5402-10

0548-63-5294

0548-63-5299

omaezakishakyo@city.omaezaki.shizu
oka.jp

菊川市

社会福祉法人菊川市社会福祉協議会

菊川市生活困窮者
自立相談支援センター

菊川市半済1865番地
菊川市総合保健福祉ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞけやき内

0537-35-3724

0537-35-3202

伊豆の国市

社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会

くらし相談窓口

伊豆の国市田京２９９番地の６
伊豆の国市福祉事務所内

0558-76-8012

0558-76-8029

牧之原市

社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

地域福祉課相談支援係

牧之原市須々木１４０

0548-52-3500

0548-52-5585

御前崎市

wel@city.izunokuni.shizuoka.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

愛知県（東郷町、豊山
町、大口町、扶桑町）

尾張福祉相談センター
地域福祉課

名古屋市中区三の丸2-6-1
(愛知県三の丸庁舎内）

052-961-1769

052-961-7288

愛知県（大治町、蟹江
町、飛島村）

海部福祉相談センター
地域福祉課

津島市西柳原町1-14
（愛知県海部総合庁舎内）

0567-24-2135

0567-24-2229

愛知県（阿久比町、東
浦町、南知多町、美浜
町、武豊町）

知多福祉相談センター
地域福祉課

半田市宮路町１－１

0569-31-0121

0569-31-0131

chita-fukushi@pref.aichi.lg.jp

愛恵協会

額田郡幸田町大字菱池字城山１４３－１
幸田町障害者地域活動支援センター
つどいの家内

0564-63-1755

0564-63-1756

aikei-kota@aikei-k.or.jp

新城設楽福祉相談センター
地域福祉課設楽駐在

北設楽郡設楽町田口字川原田６－１８

0536-63-0070

0536-62-1879

名古屋くらしサポートコンソーシアム

名古屋市仕事・暮らし
自立サポートセンター名駅

名古屋市中村区名駅南一丁目５番１７号
ネットプラザ柳橋ビル３階

052-446-7333

052-446-7555

sigoto.kurasi@support-nagoya.jp

名古屋くらしサポートコンソーシアム

名古屋市仕事・暮らし
自立サポートセンター金山

名古屋市熱田区新尾頭二丁目２番７号
富春ビル４階

052-684-8131

052-684-8132

kanayama@support-nagoya.jp

生活困窮者支援共同事業体

名古屋市仕事・暮らし
自立サポートセンター大曽根

名古屋市北区大曽根四丁目１７番２３号
イトーピア大曽根１階

052-508-9611

052-508-9612

shigoto.kurashi@oozone.jp

生活福祉課

豊橋市今橋町１番地

0532-51-2313

0532-56-5134

seikatsufukushi@city.toyohashi.lg.jp

愛知県

愛知県（幸田町）

社会福祉法人愛恵協会

愛知県（設楽町、東栄
町、豊根村）

名古屋市

豊橋市
岡崎市

・岡崎市
・社会福祉法人愛恵協会

岡崎市生活困窮者自立相談支援事業所

岡崎市十王町二丁目9番地

0564-23-6158

0564-23-6515

chiikifukushi@city.okazaki.lg.jp

豊田市

社会福祉法人
豊田市社会福祉協議会

せいかつ相談支援窓口

豊田市錦町１－１－１

0565-34-1132

0565-32-6011

s-shien@toyota-shakyo.jp

一宮市

生活福祉課生活支援相談室

一宮市本町二丁目５番６号

0586-28-9145

0586-73-5500

seikatsuhukushi@city.ichinomiya.lg.jp

瀬戸市

仕事・生活自立相談窓口

瀬戸市追分町64番地の1

0561-88-2545

0561-88-2615

半田市

生活援護課

半田市東洋町２－１

0569-84-0677

0569-25-3254

seikatsuengo@city.handa.lg.jp

春日井市

自立支援相談コーナー

春日井市鳥居松町5丁目44番地

0568-85-6152

0568-85-5522

shien@city.kasugai.lg.jp

豊川市

豊川市くらし・しごと相談支援センター

豊川市諏訪一丁目１番地

0533-89-2252

0533-89-2137

fukushi@city.toyokawa.lg.jp

津島市

社会福祉法人
津島市社会福祉協議会

生活支援相談窓口

津島市立込町二丁目21番地

0567-24-1111
内線2136

碧南市

社会福祉法人
碧南市社会福祉協議会

碧南市社会福祉協議会地域福祉課

碧南市山神町８丁目３５番地

0566-46-3701

0566-48-6522

soudanshien@hekinan-shakyo.jp

刈谷市

生活福祉課

刈谷市東陽町1丁目1番地

0566-62-1038

0566-24-2466

seifuku@city.kariya.lg.jp

安城市

社会福祉課自立支援係

安城市桜町１８番２３号

0566-71-2224

0566-74-6789

jiritsu@city.anjo.lg.jp

t-shakyo@lilac.ocn.ne.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

西尾市

福祉課保護担当

西尾市寄住町下田22番地

0563-65-2116

0563-56-0112

fukushi@city.nishio.lg.jp

蒲郡市

蒲郡市役所福祉課

蒲郡市旭町１７番１号

0533-66-1104

0533-66-3130

犬山市

福祉課

犬山市大字犬山字東畑36

0568-44-0320

0568-44-0364

030100@city.inuyama.lg.jp

常滑市

社会福祉法人
常滑市社会福祉協議会

くらし相談支援センター

常滑市神明町３丁目３５番地

0569-43-0660

0569-43-0838

tkshakyo@tac-net.ne.jp

江南市

社会福祉法人
江南市社会福祉協議会

生活困窮者相談

江南市古知野町宮裏１２１番地

0587-53-8851

0587-59-8546

info@konan-shakyo.or.jp

福祉総務課

小牧市堀の内三丁目１番地

0568-76-1126

0568-76-4595

小牧市
稲沢市

社会福祉法人
稲沢市社会福祉協議会

福祉総合相談窓口

稲沢市稲府町１番地

0587-32-1484

0587-32-1219

新城市

社会福祉法人
新城市社会福祉協議会

しごと・くらしサポートセンター

新城市字東沖野２０－１２

0536-24-9811

0536-23-5046

fukushi@shinshiroshakyo.or.jp

東海市

社会福祉課

東海市中央町一丁目１番地

052-603-2211

052-603-4000

fukushi@city.tokai.lg.jp

大府市

自立相談支援窓口

大府市中央町五丁目７０番地

0562-45-6228

0562-47-3150

fukushi@city.obu.lg.jp

福祉部福祉課
生活困窮者自立支援担当

知多市緑町１番地

0562-36-2651

0562-32-1010

fukushi@city.chita.lg.jp

社会福祉法人
知多市社会福祉協議会

知多市生活困窮者サポートセンター

知多市緑町６番地３２

0562-39-3060

0562-39-3065

社会福祉法人
知立市社会福祉協議会

知立市自立相談支援センター

知立市八ツ田町泉４３番地

0566-82-8833

0566-83-4070

info@chiryu-shakyo.or.jp

知立市役所福祉課

知立市広見３丁目１番地

0566-95-0149

0566-83-1141

fukusi@city.chiryu.lg.jp

生活困窮に関する相談窓口

尾張旭市東大道町原田2600-1

0561-76-8139

0561-52-3749

fukusi@city.owariasahi.lg.jp
cocoron@takahama-shakyo.or.jp

知多市

知立市

尾張旭市
高浜市

社会福祉法人
高浜市社会福祉協議会

自立相談支援機関

高浜市春日町五丁目１６５番地

0566-54-5563

0566-52-4100

岩倉市

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

生活自立支援相談室

岩倉市栄町一丁目６６番地
岩倉市役所福祉課内

0587-38-5830

0587-38-1183

豊明市

社会福祉法人
豊明市社会福祉協議会

豊明市自立生活生活相談センター
よりそい

豊明市新田町子持松１－１

0562-91-3018

0562-92-1141

日進市

社会福祉法人
日進市社会福祉協議会

くらしサポート窓口

日進市蟹甲町池下268番地

0561-73-1497

0561-42-4554

田原市

社会福祉法人
田原市社会福祉協議会

社会福祉法人
田原市社会福祉協議会

田原市赤石二丁目2番地

0531-23-0610

0531-23-3970

愛西市

生活支援相談窓口

愛西市稲葉町米野308番地

0567-55-7115

0567-26-5515

清須市

清須市くらし・しごとサポートセンター

清須市須ケ口1238番地

052-400-2911

052-400-2963

北名古屋市

社会福祉法人
北名古屋市社会福祉協議会

生活困窮者自立相談支援相談窓口

北名古屋市西之保藤塚93番地

0568-25-8500

0568-25-1911

弥富市

社会福祉法人
弥富市社会福祉協議会

弥富市生活自立支援センター

弥富市鯏浦町上本田９５番地１

0567-65-8105

0567-65-8002

ｄａｉｈｙｏ@toyoake-syakyo.jp

syakai-fukusi@city.aisai.lg.jp

k-kudo@kitanagoya-shakyo.jp

自治体名
みよし市

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

社会福祉法人
みよし市社会福祉協議会

みよし市くらし・はたらく相談センター

みよし市三好町湯ノ前４番地５

0561-33-5020

0561-34-6331

fukushi＠city.aichi-miyoshi.lg.jp

あま市役所甚目寺庁舎

あま市甚目寺二伴田７６番地

052-444-3135

052-443-3555

あま市

三重県

長久手市

社会福祉法人
長久手市社会福祉協議会

長久手市
くらし・しごと・つながり支援センター

長久手市前熊下田171番地

0561-62-4700

0561-64-3838

三重県

社会福祉法人
三重県社会福祉協議会

三重県生活相談支援センター

津市桜橋２丁目１３１

０５９－２７１－７７０１

０５９－２２７－５６３０

self-reliance@miewel.or.jp

津市

社会福祉法人
津市社会福祉協議会（一部委託）

健康福祉部援護課

津市丸之内２７番１０号

０５９－２２９－３１５１

０５９－２２９－２５５０

229-3151@city.tsu.lg.jp

健康福祉部保護課

四日市市諏訪町１番５号

０５９－３５４－８１６６

０５９－３５４－８３４１

hogo@city.yokkaichi.mie.jp
ise-cswsp@mie.email.ne.jp

四日市市
伊勢市

社会福祉法人
伊勢市社会福祉協議会

伊勢市生活サポートセンター「あゆみ」

伊勢市八日市場町13－１

０５９６－６３－５２２４

０５９６－２７－２４１５

松阪市

社会福祉法人
松阪市社会福祉協議会

松阪市生活相談支援センター

松阪市殿町１３４０番地１

０５９８－５３－４６７１

０５９８－２６－９１１３ seikatsu-soudan@matsusakawel.com

桑名市

社会福祉法人
桑名市社会福祉協議会（一部委託）

相談支援室

桑名市中央町二丁目３７番地

０５９４－２４－１４５６

０５９４－２４－１４５７

fsomum＠city.kuwana.lg.jp

健康福祉部保護課

鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号

０５９－３８２－７６４０

０５９－３８２－７６０７

hogo@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市
名張市

社会福祉法人
名張市社会福祉協議会

なばり暮らしあんしんセンター

名張市丸之内７９番地

０５９５－６４－１５２６

０５９５－６４－３３４９

jiritsu@nabarishakyo.jp

尾鷲市

社会福祉法人
尾鷲市社会福祉協議会

生活再生相談室

尾鷲市栄町５－５

０５９７－３７－４１５１

０５９７－２２－３４０２

info＠owasewel.com

亀山市

社会福祉法人
亀山市社会福祉協議会

生活支援係

亀山市羽若町５４５

０５９５－８２－７９８５

０５９５－８３－１５７８

aiai@kameyama-shakyo.or.jp

鳥羽市

社会福祉法人
鳥羽市社会福祉協議会

暮らし相談支援センターとば

鳥羽市大明東町２番５号

０５９９－２５－１１８８

０５９９－２５－１１１７

kurashi@toba-shakyo.or.jp

生活困窮者自立支援係

熊野市井戸町７９６

０５９７－８９－４１１１

０５９７－８９－３３０４

hukushi@city.kumano.lg.jp

熊野市
いなべ市

社会福祉法人
いなべ市社会福祉協議会

いなべ市くらしサポートセンター
縁（えにし）

いなべ市大安町大井田２７０５

０５９４－７８－３５１２

０５９４－７８－１１１４

life-support@inabewel.or.jp

志摩市

社会福祉法人
志摩市社会福祉協議会

くらしサポートセンターふんばり

志摩市阿児町鵜方３０９８－１

０５９９－６５－７１３０

０５９９－６５－７１３１

seikatsu@shima-fukushikyo.or.jp

健康福祉部生活支援課

伊賀市上野丸之内１１６番地

０５９５－２２－９６５０

０５９５－２２－９６６１

shien@city.iga.lg.jp

多気相談支援センター

多気郡多気町四疋田５８７－１

０５９８－３８－８０９１

０５９８－３８－３９１０

s-taki@ma.mctv.ne.jp

伊賀市
多気町

社会福祉法人
多気町社会福祉協議会

自治体名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

社会福祉法人日野町社会福祉協議会

蒲生郡日野町河原一丁目１番地
勤労福祉会館内

0748-52-1219

0748-52-2009

社会福祉法人竜王町社会福祉協議会

蒲生郡竜王町小口4-1
福祉ステーション内

0748-58-1475

0748-58-3739

社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会

愛知郡愛荘町市731
福祉総合センター愛の郷内

0749-42-7170

0749-42-7178

社会福祉法人豊郷町社会福祉協議会

犬上郡豊郷町四十九院1252
豊栄のさと内

0749-35-8060

0749-35-5234

社会福祉法人甲良町社会福祉協議会

犬上郡甲良町在士357-1
保健福祉センター内2階

0749-38-4667

0749-38-4668

社会福祉法人多賀町社会福祉協議会

犬上郡多賀町多賀221-1
総合福祉保健センター内

0749-48-8127

0749-48-8140

大津市社会福祉協議会
自立支援グループ

大津市浜大津四丁目１－１
明日都浜大津５階

077-525-9316

077-521-0207

大津市 福祉子ども部
生活福祉課

大津市御陵町３－１
大津市役所本館２階

077-528-2744

077-523-0412

特定非営利活動法人
大津夜まわりの会

大津市膳所一丁目１０－４
ひまわりサロン

077-521-3603

彦根市

社会福祉課

彦根市平田町670番地

0749-23-9590

0749-26-1768

長浜市

社会福祉課

長浜市八幡東町６３２番地

0749-65-6519

0749-64-1767

fukushi@city.nagahama.lg.jp

近江八幡市

福祉暮らし仕事相談室

近江八幡市桜宮町２３６番地

0748-36-5583

0748-32-6518

fukushisoudan@city.omihachiman.lg.jp

草津市

人とくらしのサポートセンター

草津市草津三丁目１３－３０

077-561-6927

077-561-2480

守山市

生活支援相談室

守山市吉身２丁目５番22号

077-582-1161

077-582-1138

栗東市

社会福祉課

栗東市安養寺一丁目13番33号

077-551-0118

077-553-3678

甲賀市

生活支援課

甲賀市水口町水口6053番地

0748-69-2158

0748-63-4085

koka10253025@city.koka.lg.jp

野洲市

市民生活相談課

野洲市小篠原2100番地1

077-587-6063

077-586-3677

soudan@city.yasu.lg.jp

湖南市

住民生活相談室

湖南市中央一丁目１番地

0748-71-2370

0748-72-3788

つながり応援センターよろず

高島市勝野２１５番地

0740-36-8255

0740-36-8221

福祉総合支援課

東近江市八日市緑町10番5号

0748-24-5641

0748-24-5693

社会福祉課

米原市長岡1206番地

0749-55-8102

0749-55-8130

地域福祉課

米原市三吉570番地

0749-54-3105

0749-54-3115

滋賀県

事業実施者

窓口名

滋賀県

社会福祉法人
大津市社会福祉協議会
大津市
特定非営利活動法人
大津夜まわりの会

高島市

社会福祉法人高島市社会福祉協議会

東近江市

米原市
社会福祉法人米原市社会福祉協議会

メールアドレス

fukusou@city.higashiomi.lg.jp

自治体名
京都府

事業実施者

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

京都府
（大山崎町）

向日市上植野町馬立８
乙訓保健所 福祉室内

075-933-1154

075-932-6910

京都府
（久御山町、井手町、
宇治田原町）

京田辺市田辺明田１
山城北保健所綴喜分室内

0774-63-5745

0774-62-6416

木津川市木津上戸18-1
山城南保健所 福祉室内

0774-72-0208

0774-72-8412

京都府
（京丹波町）

南丹市園部町小山東町藤ノ木２１
南丹保健所 福祉室内

0771-62-0363

0771-63-0609

京都府
（与謝野町、伊根町）

京丹後市峰山町丹波８55
丹後保健所 福祉室内

0772-62-4302

0772-62-4368

京都府
（笠置町、和束町、精
華町、南山城村）

窓口名

くらしとしごとの相談窓口

メールアドレス

京都市

生活福祉課自立支援担当

京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前
町500-1 中信御池ビル３階

075-251-2525

075-256-4652

福知山市

生活としごとの相談窓口

福知山市字内記１３番地の１

0773-24-7094

0773-22-6610

舞鶴市

生活支援相談センター

舞鶴市北吸1044番地

0773-66-5001

0773-66-1015

あやべ生活サポートセンター

綾部市川糸町南古屋敷5-1
福祉ﾎｰﾙ内

0773-43-2881

0773-43-2882

生活支援課生活支援庶務係

宇治市宇治琵琶33

0774-20-8784

0774-21-0407

seikatsushien@city.uji.kyoto.jp

綾部市

社会福祉法人
綾部市社会福祉協議会

宇治市

f-engo@city.maizuru.lg.jp

宮津市

社会福祉法人
宮津市社会福祉協議会

くらしの相談窓口

〒６２６－００４１
宮津市字鶴賀２０８５
（宮津市福祉センター内）

0772-22-2090

0772-25-2414

miyazu294@io.ocn.ne.jp

亀岡市

社会福祉法人全国手話研修センター

亀岡市生活相談支援センター

亀岡市安町釜ケ前23番地5

0771-56-8039

0771-56-8059

kameoka-center@com-sagano.com

くらしと仕事の相談窓口

城陽市寺田東ノ口１６番地、１７番地

0774-56-4088

0774-56-3999

fukushi@city.joyo.lg.jp

仕事と暮らしに関する相談窓口

向日市寺戸町西野辺1-7
向日市福祉会館内

075-932-1961

075-933-4425

chiiki@muko-shakyo.or.jp

長岡京市

福祉なんでも相談室

長岡京市開田1丁目1番1号

075-955-3177

075-951-7739

syakaifukushi@city.nagaokakyo.kyoto
.jp

八幡市

生活支援課相談支援係

八幡市八幡三本橋５９－９

075-983-1111

075-983-1467

shien@mb.city.yawata.kyoto.jp

京田辺市

仕事とくらしの相談室ぷらす

京田辺市田辺８０番地京田辺市役所内

0774-64-1371

0774-63-5777

fukushi@city.kyotanabe.lg.jp

京丹後市

寄り添い支援総合サポートセンター

京丹後市峰山町杉谷691番地
（峰山総合福祉センター）

市内限定相談用フリーダ
イヤル0120-125-294
一般回線0772-62-0032

0772-62-5020

yorisoi@city.kyotango.lg.jp

生活相談センター

南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地

0771-72-3220

0771-72-3222

「くらしとしごと」の相談窓口

木津川市木津南垣外１１０番地９

0774-79-0307

0774-75-2083

城陽市
向日市

南丹市
木津川市

社会福祉法人向日市社会福祉協議会

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

kurashi@city.kizugawa.lg.jp

自治体名
大阪府

事業実施者

大阪府
（池田子ども家庭センター）

大阪府
（富田林子ども家庭センター）

社会福祉法人
大阪府社会福祉協議会

大阪府
（岸和田子ども家庭センター）

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

はーと・ほっと相談室

池田市満寿美町9-17

072-752-6287

072-754-1553

ikedakatei-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp

はーと・ほっと相談室

富田林市寿町2－6－1

0721-25-1131

0721-25-1173

tondabayashikateig06@sbox.pref.osaka.lg.jp

はーと・ほっと相談室

岸和田市宮前町7番30号

072-441-2760

072-444-9008

大阪市
（北区）

北区社会福祉協議会・みおつくし福祉会
共同体

よりそいサポートきた

大阪市北区扇町２－１－２７

06-6809-2814

06-6809-1081

soudan@kita-seikatu.kusyakyou.or.jp

大阪市
（都島区）

社会福祉法人
大阪市都島区社会福祉協議会

生活自立相談窓口

大阪市都島区中野町２－１６－２０

06-4800-4800

06-4800-4802

chiiki4@miyakorin.com

大阪市
（福島区）

社会福祉法人
大阪市福島区社会福祉協議会

生活あんしん相談窓口

大阪市福島区大開１－８－１

06-6468-6340

06-6468-6350

fuku-anshin@clock.ocn.ne.jp

大阪市
（此花区）

此花区社会福祉協議会・みおつくし福祉会

自立相談支援窓口

大阪市此花区春日出北１－８－４

06-6466-9530

06-6460-0107

大阪市
（中央区）

社会福祉法人
大阪市中央区社会福祉協議会

生活自立相談窓口

大阪市中央区久太郎町１－２－２７

06-7507-1487

06-7507-1776

mknｑ10057@office.eonet.ne.jp

大阪市
（西区）

みなと寮・西区社会福祉協議会
共同体

生活自立相談「ぷらっとほーむ西」

大阪市西区新町４－５－１４

06-6538-6400

06-6538-6401

nishi-soudan@minatoryo.jp

大阪市
（港区）

みなと寮・港区社会福祉協議会
共同体

くらしのサポートコーナー

大阪市港区市岡１－１５－２５

06-6576-9897

06-6571-7493

minato-soudan@minatoryo.jp

大阪市
（大正区）

社会福祉法人
大阪市大正区社会福祉協議会

インコス大正

大阪市大正区千島２－７－９５

06-4394-9925

06-6555-5760

incosu-taisho@bcc.bai.ne.jp

大阪市
（天王寺区）

大阪自彊館・天王寺区社会福祉協議会
共同体

サポート天王寺

大阪市天王寺区真法院町２０－３３

06-6774-9937

06-6774-9936

sapotennouji44@gmail.com

大阪市
（浪速区）

社会福祉法人
大阪市浪速区社会福祉協議会

くらしサポートセンターなにわ

大阪市浪速区敷津東１－４－２０

06-6536-8861

06-6536-8864

naniwan@kf6.so-net.ne.jp

大阪市
（西淀川区）

ＡＨＣ・西淀川区社会福祉協議会
共同体

生活自立相談・就労支援窓口

大阪市西淀川区御幣島１－２－１０

06-6471-8222・8223

06-6471-8223

nishi-info@ahc-net.jp

大阪市
（淀川区）

淀川区社会福祉協議会・みなと寮
共同体

生活自立相談窓口

大阪市淀川区十三東２－３－３

06-6195-7851

06-6195-7852

yjiritsushien@lime.ocn.ne.jp

大阪市
（東淀川区）

社会福祉法人
大阪市東淀川区社会福祉協議会

くらしのみのり相談窓口

大阪市東淀川区豊新２－１－４

06-6320-0231

06-6320-0232

hysoudan@aroma.ocn.ne.jp

大阪市
（東成区）

東成区社会福祉協議会・みおつくし福祉会

自立相談支援窓口

大阪市東成区大今里西２－８－４

06-6977-9126

06-4307-5987

konkyu-higashinari@aurora.ocn.ne.jp

大阪市
（生野区）

社会福祉法人
大阪市生野区社会福祉協議会

くらしの相談窓口いくの

大阪市生野区勝山南３－１－１９

06-6717-6565

06-6717-6566

iku-soudan@aroma.ocn.ne.jp

大阪市
（旭区）

リベルタ・ヒューマンワークアソシエーション

くらし相談窓口

大阪市旭区大宮１－１－１７

06-6953-2380

06-6953-2380

kurashisoudanmado2380@yahoo.co.jp

大阪市
（城東区）

社会福祉法人
大阪市城東区社会福祉協議会

生活自立支援相談窓口ウィズゆうゆう

大阪市城東区中央３－５－４５

06-6936-1181

06-6936-1154

大阪市
（鶴見区）

社会福祉法人
大阪市鶴見区社会福祉協議会

自立アシスト相談

大阪市鶴見区横堤５－４－１９

06-6913-7060

06-6913-7060

tsurumi-assist@biscuit.ocn.ne.jp

大阪市
（阿倍野区）

社会福祉法人
大阪市阿倍野区社会福祉協議会

生活相談窓口あべの

大阪市阿倍野区文の里１－１－４０

06-6622-9795

06-6622-9979

abeno-konkyu@dune.ocn.ne.jp

大阪市
（住之江区）

社会福祉法人
大阪市住之江区社会福祉協議会

暮らしさぽーと相談センターすみのえ

大阪市住之江区御崎３－１－１７

06-6682-9824

06-6682-9824

kurasapo-suminoe@mopera.net

大阪市
（住吉区）

社会福祉法人
大阪市住吉区社会福祉協議会

生活自立相談窓口

大阪市住吉区南住吉３－１５－５５

06-6654-7763

06-6654-7651

sumiyoshi.konkyu@ivy.ocn.ne.jp

共同体

共同体

共同体

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

大阪市
（東住吉区）

社会福祉法人
大阪市東住吉区社会福祉協議会

くらしサポート

大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

06-6621-3011

06-6621-3012

qqmn4yv9k@wing.ocn.ne.jp

大阪市
（平野区）

社会福祉法人
大阪市平野区社会福祉協議会

くらしサポートセンター平野

大阪市平野区背戸口３－８－１９

06‐6700‐9250

06-6700-9251

kurasapo1@pure.ocn.ne.jp

大阪市
（西成区）

西成区社会福祉協議会・大阪自彊館
共同体

はぎさぽーと

大阪市西成区岸里１－５－２０

06-6115-8070

06-6115-8077

hagi-support@adagio.ocn.ne.jp

堺市

社会福祉法人堺市社会福祉協議会

堺市生活・仕事応援センター
「すてっぷ・堺」

堺市堺区南瓦町２番１号
堺市総合福祉会館４階

072-225-5659

072-222-0202

step.sakai@sakai-syakyo.net

くらし再建パーソナルサポートセンター
市民協働部くらし支援課

豊中市北桜塚2-2-1

06-6858-6861

06-6858-5095

roukai@city.toyonaka.osaka.jp

社会福祉法人
豊中市社会福祉協議会

くらし再建パーソナルサポートセンター
＠社会福祉協議会

豊中市岡上の町2-1-15

06-6848-1313

06-6841-2388

tcpvc@gold.ocn.ne.jp

一般社団法人キャリアブリッジ

くらし再建パーソナルサポートセンター
＠いぶき

豊中市服部西町4-13-1

06-4866-5640

06-4866-5645

info@ps-toyonaka.net

豊中市

受付フォーム
(パソコン・スマホ用）
https://s-kantan.com/takatsukiu/offer/offerList_detail.action?tempS
eq=1648
（携帯電話用）
https://s-kantan.com/takatsukik/offer/offerListMobile_detail.action?
tempSeq=1677

高槻市

自立支援相談窓口

大阪府高槻市桃園町２番１号

072-674-7767

072-674-7721

枚方市

枚方市自立相談支援センター

枚方市大垣内町２丁目１番２０号

072-841-1548

072-841-4123

shien@city.hirakata.osaka.jp

東大阪市

生活さいけん相談窓口

大阪府東大阪市荒本北１－１－１

06-4309-3182

06-4309-3815

seifuku@city.higashiosaka.lg.jp

生活福祉課

岸和田市岸城町7-1

072-423-9141

072-423-3562

seikatsu@city.kishiwada.osaka.jp

岸和田市自立相談支援センター

岸和田市野田町1丁目5-5

072-439-8255

072-437-1500

info@syakyo.or.jp

池田市

暮らし応援窓口いけだ

池田市城南１－１－１

072-752-1316

072-752-5234

吹田市

生活困窮者自立支援センター

吹田市泉町１丁目3番40号

06-6384-1350

06-6368-7348

泉大津市

市民生活応援窓口

泉大津市東雲町9番12号
泉大津市役所内１階ロビー

0725-33-9254

0725-20-3129

貝塚市

市民相談室

貝塚市畠中1丁目17番1号

072-433-7086

072-433-7088

くらしサポートセンター守口

守口市京阪本通2-5-5
守口市役所７階

06-6998-4510

06-6998-4512

くらしサポートセンター
「あすてっぷ 茨木」

茨木市駅前三丁目8番13号

072-655-2758

072-623-1876

seikatsu-shien@city.ibaraki.lg.jp

生活支援相談センター

八尾市本町1-1-1

072-924-3761

072-922-3786

yaojiritsu@yahoo.co.jp

泉佐野市

生活福祉課

泉佐野市市場東一丁目295番地の3

072-463-1212

072-462-1070

seihuku@city.izumisano.lg.jp

富田林市

地域福祉課自立支援係

富田林市常盤町1番1号

0721-25-1000

0721-21-4782

chiiki-fukushi@city.tondabayashi.lg.jp

岸和田市
社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会

守口市

一般社団法人
ヒューマンワークアソシエーション

茨木市
八尾市

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

sfk-konkyu@city.suita.osaka.jp

fukushisomu@city.kaizuka.lg.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会

寝屋川市社会福祉協議会

寝屋川市池田西町28番22号

072-812-2040

072-838-0166

保健福祉部生活福祉課

河内長野市原町1丁目1-1

0721-53-1111

0721-52-4920

fukushisoumu@city.kawachinagano.lg.
jp

松原市福祉部福祉総務課

大阪府松原市阿保１丁目1番１号

072-337-3116

072-337-3007

fukushisoumu@city.matsubara.osaka.jp

社会福祉法人松原市社会福祉協議会

生活応援センター

松原市阿保1丁目1番1号
松原市役所東別館内

072-337-7333

072-335-1294

mssoudan@ab.auone-net.jp

社会福祉法人松風福祉会

ぬくもり相談室

松原市南新町2丁目141番地の1 はーと
ビュー（松原市人権交流センター内）

072-330-7500

072-334-3900

nukumori@ruby.bforth.com

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

くらしサポート大東

大東市谷川一丁目1番1号

072-870-9664

072-872-2189

ks2daito@shakyo-daito.jp

くらしサポートセンター

和泉市府中町2-7-5

0725-99-8100

0725-41-3110

社会医療法人ペガサス

ペガサス
いきいきネット相談支援センター

和泉市上町81
介護療養型老人保健施設エクウス内

0725-43-2010

0725-43-2414

pegasus-shien@sirius.ocn.ne.jp

社会福祉法人和泉市社会福祉協議会

和泉市社会福祉協議会
いきいきネット相談支援センター

和泉市幸2-5-16
北部総合福祉会館内

0725-41-3739

0725-41-3191

shakyo-hokubu@apricot.ocn.ne.jp

社会福祉法人悠人会

サンガーデン府中
いきいきネット相談支援センター

和泉市山荘町1368-1

0725-46-3110

0725-46-3110

sg_shiencenter@yujinkai.com

社会福祉法人芳春会

ビオラ和泉
いきいきネット相談支援センター

和泉市和気町3-4-24

0725-46-0470

0725-46-0370

cm.viola@solid.ocn.ne.jp

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

光明荘
いきいきネット相談支援センター

和泉市伏屋町3-8-1

0725-56-2003

0725-57-8138

kms-csw@komyoso.jp

医療法人博我会

プリムラ和泉
いきいきネット相談支援センター

和泉市松尾寺町330

0725-54-1912

0725-54-2011

purimura-csw@tulip.ocn.ne.jp

医療法人大泉会

くろいし
いきいきネット相談支援センター

和泉市黒石町566-1

0725-57-2266

0725-57-2267

kuroishi-cs@daisenkai.jp

社会福祉法人和泉福祉会

ひかりの園
いきいきネット相談支援センター

和泉市下宮町141-1

0725-92-1225

0725-92-2347

hikarinosonocsw@guitar.ocn.ne.jp

・非営利活動法人
暮らしづくりネットワーク北芝
・社会福祉法人箕面市社会福祉協議会

箕面市萱野五丁目8番1号
（箕面市立総合保健福祉センター）

072-727-9515

072-727-3539

自立相談支援窓口

箕面市萱野一丁目19番4号
(箕面市立萱野中央人権文化センター)

072-722-7400

072-724-9698

柏原市

社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

生活支援相談窓口

柏原市安堂町1－55

072-972-1507

072-972-2200

羽曳野市

社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会

生活自立相談窓口

羽曳野市誉田4丁目1-1

072-958-2315

072-958-3853

門真市

社会福祉法人門真市社会福祉協議会

門真市御堂町14番1号

06-6902-6453

06-6904-1456

生活支援課

摂津市三島１－１－１

06-6383-1111

06-6383-9031

社会福祉法人高石市社会福祉協議会

高石市加茂4丁目1番1号
市役所別館１階

072-261-3656

072-261-9375

生活困窮者自立相談支援担当

藤井寺市岡1丁目1番1号

072-939-1107

072-952-9503

ここサポ泉南

大阪府泉南市樽井9-16-2

0120-968-141

072-493-6101

寝屋川市
河内長野市

松原市

大東市

和泉市

箕面市

摂津市
高石市

社会福祉法人高石市社会福祉協議会

藤井寺市
泉南市

一般社団法人泉南市人権協会

メールアドレス

seikatsushien@city.settsu.osaka.jp
seikatsushien@city.settsu.lg.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

四條畷市

社会福祉法人四條畷市社会福祉協議会

なわて生活サポート相談

四條畷市中野本町１番１号

072-877-2121

072-879-5955

seihuku@city.shijonawate.lg.jp

交野市

社会福祉法人交野市社会福祉協議会

交野市天野が原町5-5-1
交野市立保健福祉総合センター内
（ゆうゆうセンター）

072-895-1185

072-895-1192

seikon@katano-shakyo.com

大阪狭山市

社会福祉法人
大阪狭山市社会福祉協議会

生活サポートセンター

大阪狭山市狭山1丁目862-5

072-368-9955

072-368-9933

生活支援課

阪南市尾崎町３５－１

072-471-5678

072-473-3504

生活自立相談窓口

三島郡島本町桜井三丁目４番１号

0120-87-5417
075-962-5417

075-962-6325

姫路事務所

姫路市二階町79
レウルーラ姫路二階町３

079-224-2188

079-224-2189

豊岡事務所

豊岡市幸町9-27

0796-34-6333

0796-34-6336

くらし支援窓口（東灘）

神戸市東灘区住吉東町５丁目２番１号

078-841-4131

078-843-2021

くらし支援窓口（灘）

神戸市灘区桜口町４丁目２番１号

078-843-7001

078-843-7038

くらし支援窓口（中央）

神戸市中央区雲井通５丁目１番１号

078-232-4411

078-261-2558

くらし支援窓口（兵庫）

神戸市兵庫区荒田町１丁目21番１号

078-511-2111

078-511-2129

くらし支援窓口（北）

神戸市北区鈴蘭台西町１丁目25番１号

078-593-1111

078-594-8626

くらし支援窓口
（北神支所）

神戸市北区藤原台中町１丁目２－１
北神中央ビル２階

078-981-8870

078-981-1544

くらし支援窓口（長田）

神戸市長田区北町３丁目4番地の３

078-579-2311

078-579-2342

くらし支援窓口（須磨）

神戸市須磨区大黒町４丁目１番１号

078-731-4341

078-736-4486

くらし支援窓口
（北須磨支所）

神戸市須磨区中落合２丁目２番５号名谷
センタービル５階

078-793-1313

078-792-8314

くらし支援窓口（垂水）

神戸市垂水区日向１丁目５番１号

078-708-5151

078-708-5055

くらし支援窓口（西）

神戸市西区玉津町小山字川端180番地の
３

078-929-0001

078-929-1690

特定非営利活動法人
神戸の冬を支える会

一時生活支援センターこうべ

神戸市中央区中山手通１丁目28番７号

078-271-7248

078-271-3252

特定非営利活動法人みちしるべ神戸

しごとサポート東部

神戸市灘区泉通５-５-13

078-891-3890

078-891-3891

社会福祉法人フレンド

しごとサポート北部

神戸市北区有野中町１-３-８

078-982-9598

078-982-9596

社会福祉法人すいせい

しごとサポート西部

神戸市垂水区日向2-2-4
垂水日向ビル３階

078-708-2861

078-704-4040

阪南市
島本町

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

兵庫県
兵庫県

企業組合労協センター事業団

神戸市

info@shimasyakyo.or.jp

himeji@roukyou.gr.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

くらしと仕事の相談窓口

姫路市安田四丁目1番地

079-221-2338

079-221-2429

https://www.city.himeji.lg.jp/sosiki/q
uery/_1085.html

地域福祉課

姫路市飾磨区野田町127番地
高田姫路南ビル7階

079-222-4212

079-222-4256

http://www.himejiwel.or.jp/webform/index.html

くらしと仕事の相談窓口

姫路市飾磨区細江2655番地
南保健センター内

079-234-0294

079-234-0294

http://www.himejiwel.or.jp/webform/index.html

しごと・くらしサポートセンター
尼崎北

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

06-4950‐0584

06-6428-5109

しごと・くらしサポートセンター
尼崎南

尼崎市竹谷町2丁目183番地
リベル 5階

06-6415-6287

06-6430-6807

amasupportcenter@city.amagasaki.hyogo.
jp

生活再建支援担当

明石市相生町2丁目5番15号
北庁舎（旧保健センター）1階

078-918-5407

ソーシャルスポット西宮よりそい

西宮市松原町2番37号
西宮市勤労会館

0798-31-0199

0798-23-7083

info@nishi-yorisoi.net

福祉課

洲本市三丁目４番１０号

0799-22-3332

0799-22-1690

fukushi@city.sumoto.lg.jp

総合相談窓口

芦屋市呉川町14-9

0797-31-0681

0797-32-7529

kurashi@ashiya-shakyo.com

伊丹市

くらし・相談サポートセンター

伊丹市千僧1丁目1番地

072-780-4344

072-784-8135

相生市

生活自立支援窓口

相生市旭1丁目6-28

0791-22-7166

0791-23-4596

豊岡市
総合相談・生活支援センターよりそい

豊岡市立野町12-12

0796-23-1940

0796-26-6070

加古川市

生活困窮者相談窓口

加古川市加古川町北在家2000

079-427-9382

079-421-2063

fuk_seikatsu@city.kakogawa.lg.jp

たつの市

地域福祉課

たつの市龍野町富永１００５番地１

0791-64-3154

0791-63-0863

chiikifukushi@city.tatsuno.lg.jp

赤穂市

社会福祉課

赤穂市加里屋８１番地

0791-43-6807

0791-45-3396

西脇市

社会福祉課

西脇市郷瀬町605

0795-22-3111

0795-22-6037

せいかつ応援センター

宝塚市東洋町１－１

0797-77-1822

0797-72-8086

seikatsu@shakyo.org

三木市

生活支援係

三木市上の丸町10番30号

0794-89-2332

0794-82-9943

fukushi@city.miki.lg.jp

高砂市

障がい・地域福祉課

高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号

079-443-9027

079-443-3144

tact2511@city.takasago.ｌｇ.jp

川西市

地域福祉課
（くらしとしごとの応援カウンター）

川西市中央町１２番１号

072-740-1189

072-740-1311

kawa0027@city.kawanishi.lg.jp

小野市

社会福祉課

小野市王子町806-1

0794-63-1011

0794-63-1204

sha-fukusi@city.ono.hyogo.jp
sha-fukusi@city.hyogo-ono.lg.jp

三田市権利擁護・成年後見支援センター

三田市川除675番地

079-550-9004

079-559-5704

kenri@sanda-shakyo.or.jp

加西市

生活サポート窓口

加西市北条町横尾1000番地

0790-42-8730

0790-43-1801

seikatsu-support@city.kasai.co.jp

篠山市

地域福祉課

篠山市北新町41番地

079-552-7102

079-554-2332

moriyasuyuki@gw.city.sasayama.hyogo.jp

姫路市
社会福祉法人姫路市社会福祉協議会

尼崎市

明石市
西宮市

株式会社パソナ

洲本市
芦屋市

豊岡市

宝塚市

三田市

社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会

社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会

社会福祉法人三田市社会福祉協議会

engofukushi@city.aioi.lg.jp

自治体名

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

養父市

生活支援相談窓口

養父市八鹿町八鹿1675番地

079-662-3348

079-662-2601

seikatsukonkyu@city.yabu.lg.jp

丹波市

生活自立相談窓口「めばえ」
（社会福祉課内）

丹波市春日町黒井８１１番地

0800-200-3393
（フリーダイヤル）

0795-74-3005

南あわじ市社会福祉協議会

南あわじ市広田広田１０６４番地

0799-44-3007

0799-44-3037

社会福祉課

朝来市和田山町東谷２１３－１

079-679-6123

079-672-4109

淡路市社会福祉協議会

淡路市志筑３１１９番地１

0799-62-5214

0799-62-5503

社会福祉課

宍粟市山崎町今宿5番地15

0790-63-3067

0790-63-3140

社会福祉課

加東市社５０

0795-43-0407

0795-42-6862

社会福祉法人加東市社会福祉協議会

加東市社会福祉協議会

加東市社２６

0795-42-2006

0795-42-9039

奈良県

社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会 ･
ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)特定委託
業務共同事業体

奈良県中和・吉野
生活自立サポートセンター

橿原市大久保町３２０番１１

0120-85-1225

0744-29-0176

cysupportc@nara-shakyo.jp

奈良市

株式会社パソナ パソナ・奈良

くらしとしごとサポートセンター

奈良市二条大路南一丁目１番１号

0120-372-310

0742-34-5359

kurashi-support@city.nara.lg.jp

大和高田市

福祉部保護課くらし・せいかつ支援係

大和高田市大中１００－１

0745-22-1101

0745-52-2801

大和郡山市

厚生福祉課 保護係

大和郡山市北郡山町２４８－４

0743-53-1601

0743-55-2351

KOUSEI@city.yamatokoriyama.lg.jp

天理市

社会福祉課

天理市川原城町６０５

0743-63-1001

0743-63-5378

shakaifukusi@city.tenri.lg.jp

橿原市

橿原市生活支援相談窓口

橿原市内膳町1-1-60
分庁舎(ミグランス)2階

0744-22-8301

0744-25-7857

桜井市くらしとしごと支援センター

桜井市粟殿４３２－１

0744-49-3020

0744-49-3021

五條市

生活自立支援相談窓口

五條市本町１丁目１番１号

0747-22-4001

0747-24-2381

御所市

福祉課保護係

御所市1番地の3

0745-62-3001

0745-62-5425

fukushi@city.gose.nara.jp
i-kurashi@kcn.jp

南あわじ市

事業実施者

社会福祉法人
南あわじ市社会福祉協議会

朝来市
淡路市

社会福祉法人淡路市社会福祉協議会

宍粟市

info@minamiawaji-syakyo.or.jp

sougou-soudan@city.kato.lg.jp

加東市
奈良県

桜井市

社会福祉法人 桜井市社会福祉協議会

生駒市

社会福祉法人 生駒市社会福祉協議会

生駒市くらしとしごと支援センター

生駒市元町1丁目6-12
生駒セイセイビル4F

0120-883-132

0743-73-0533

香芝市

社会福祉法人 香芝市社会福祉協議会

生活困窮者自立相談

香芝市逢坂一丁目３７４番地の１

0745-76-7107

0745-76-7104

葛城市

社会福祉課

葛城市長尾85番地

0745-48-2811

0745-48-3200

宇陀市

厚生保護課

宇陀市榛原下井足17番地の3

0745-82-2221

0745-82-8211

十津川村

十津川村福祉事務所

吉野郡十津川村大字小原225-1

0746-62-0902

0746-62-0580

sakurai-kss@sakuraisyakyo.jp

shakaifukushi@city.katsuragi.lg.jp

hukushijimusyo@vill.totsukawa.lg.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

海草振興局健康福祉部

海南市大野中939

073-482-5511

073-482-3786

伊都振興局健康福祉部

橋本市高野口町名古曽９２７

0736-42-0491

0736-42-5468

有田振興局健康福祉部

有田郡湯浅町湯浅2355-1

0737-64-1291

0737-64-1261

日高振興局健康福祉部

御坊市湯川町財部８５９－２

0738-22-3481

0738-22-8751

西牟婁振興局健康福祉部

田辺市朝日ヶ丘23番1号

0739-22-1200

0739-26-7935

東牟婁振興局健康福祉部

新宮市緑ヶ丘2丁目4-8

0735-21-9610

0735-21-9639

東牟婁振興局
健康福祉部串本支所

東牟婁郡串本町西向１９３番地

0735-72-0525

0735-72-2739

和歌山市

生活支援課
生活困窮者対策班

和歌山市七番丁２３番地

073-435-1205

073-435-1267

海南市

社会福祉課

海南市南赤坂11番地

073-483-8432

073-483-8429

syafuku@city.kainan.lg.jp

橋本市

福祉課(橋本市保健福祉センター内)

橋本市東家一丁目1番1号

0736-33-3708

0736-32-2515

fukusi@city.hashimoto.lg.jp

有田市

福祉課

有田市箕島50番地

0737-83-1111

0737-83-6205

御坊市

社会福祉課

御坊市薗350番地

0738-23-5508

0738-24-2390

田辺市

田辺市生活相談センター

田辺市高雄一丁目23番1号
田辺市民総合センター内

0739-33-7641

0739-26-4914

新宮市

福祉課（援護係）

新宮市春日１番１号

0735-23-3340

0735-21-5231

紀の川市

社会福祉課

紀の川市西大井338番地

0736‐77‐0904

0736‐79‐3926

岩出市

福祉課

岩出市西野209

0736-61-6962

0736-61-1632

鳥取市

鳥取市パーソナルサポートセンター

鳥取市幸町151
鳥取市中央人権福祉センター内

0857-20-4888

0857-24-8067

よなご暮らしサポートセンター

米子市錦町1丁目139-3

0859-35-3570

0859-23-5495

福祉課

米子市加茂町１丁目１番地

0859-23-5151

0859-23-5550

和歌山県

和歌山県

鳥取県

米子市

社会福祉法人
米子市社会福祉協議会

倉吉市

社会福祉法人
倉吉市社会福祉協議会

あんしん相談支援センター

倉吉市福吉町1400番地

0858-24-6265

0858-22-5249

境港市

社会福祉法人
境港市社会福祉協議会

境港市社会福祉協議会

境港市竹内町40番地

0859-45-6116

0859-45-6146

メールアドレス

syakaifukusi@city.gobo.lg.jp

tottori-psc@city.tottori.lg.jp

fukushi@city.yonago.lg.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

岩美町

社会福祉法人
岩美町社会福祉協議会

福祉課

岩美郡岩美町大字浦富１０２９番地２
（岩美すこやかセンター内）

0857-73-1333

0857-73-1344

tiikifukushi@iwami.gr.jp

若桜町

社会福祉法人
若桜町社会福祉協議会

生活総合相談窓口

八頭郡若桜町大字若桜１２４７番地１

0858-82-0254

0858-82-1204

waka-syakyo@water.ocn.ne.jp

福祉課

八頭郡智頭町大字智頭１８７５番地

0858-75-4102

0858-75-4110

fukushi-j@town.chizu.lg.jp
soudan@yazu-syakyo.or.jp

智頭町
八頭町

社会福祉法人
八頭町社会福祉協議会

福祉総合相談窓口

八頭郡八頭町宮谷２５４番地１

0858-71-0100

0858-72-2793

鳥取県
（三朝町）

社会福祉法人
鳥取県社会福祉協議会

パーソナルサポートセンターみささ
（三朝町社会福祉協議会）

東伯郡三朝町横手５０－４

0858-43-3388

0858-43-3378

湯梨浜町

社会福祉法人
湯梨浜町社会福祉協議会

暮らしサポートセンターゆりはま

東伯郡湯梨浜町泊1085番地1

0858-34-6002

0858-34-6013

福祉あんしん課

東伯郡琴浦町大字徳万591-2

0858-52-1715

0858-52-1524

konkyuu-soudan@town.kotoura.lg.jp

琴浦町社会福祉協議会

東伯郡琴浦町大字浦安123-1

0858-52-3600

0858-53-2035

fukushi@kotoura-shakyo.jp

北栄町

福祉課

東伯郡北栄町由良宿423-1

0858-37-5852

0858-37-5339

fukushisoudan@e-hokuei.net

日吉津村

日吉津村役場
福祉保健課

西伯郡日吉津村日吉津872-15

0859-27-5952

0859-27-0903

soudan@vill.hiezu.lg.jp

琴浦町

島根県

社会福祉法人
琴浦町社会福祉協議会

鳥取県
（大山町）

社会福祉法人
鳥取県社会福祉協議会

パーソナルサポートセンターだいせん
（大山町社会福祉協議会）

西伯郡大山町御来屋４６７

0859-54-2200

0859-54-6028

南部町

社会福祉法人
南部町社会福祉協議会

生活サポートセンターなんぶ

西伯郡南部町法勝寺３３１−１

0859-66-2900

0859-66-2901

伯耆町

社会福祉法人
伯耆町社会福祉協議会

社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会

西伯郡伯耆町大殿１０１０番地

0859-21-0608

0859-68-4634

honsho@houki-shakyo.com

日南町

福祉保健課

日野郡日南町生山511-5

0859-82-0374

0859-82-1027

s2100@town.nichinan.lg.jp

日野町

日野町自立生活支援相談窓口

日野郡日野町根雨１０１番地

0859-72-0334

0859-72-1484

江府町

社会福祉法人
江府町社会福祉協議会

社会福祉法人 江府町社会福祉協議会

日野郡江府町江尾2069番地

0859-75-2942

0859-75-3900

koufu-shakyo@muse.ocn.ne.jp

松江市

社会福祉法人
松江市社会福祉協議会

松江市くらし相談支援センター

松江市千鳥町70
松江市総合福祉センター3階

0852-60-7575

0852-60-7576

kurashi@shakyou-matsue.jp

浜田市

社会福祉法人
浜田市社会福祉協議会

あんしん生活相談窓口

浜田市野原町859-1

0855-25-1755

0855-25-1756

seikatu-soudansien@hamadashakyo.com

出雲市

社会福祉法人
出雲市社会福祉協議会

生活支援・相談センター

出雲市今市町543

0853-23-3790

0853-20-7733

fukushi@izumoshakyo.jp

益田市

社会福祉法人
益田市社会福祉協議会

益田市あんしん生活支援センター

益田市須子町3番1号
益田市総合福祉センター内

0856-22-7256
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-062-301

0856-23-4177

anshin@masuda-shakyou.or.jp

大田市

社会福祉法人
大田市社会福祉協議会

生活サポートセンターおおだ

大田市大田町大田イ128

0854-82-0820

0854-82-9960

shakyo@fukushi-ohda.jp

安来市

社会福祉法人
安来市社会福祉協議会

生活支援・相談センター

安来市飯島町1240-13

0854-27-7888

0854-27-7116

seikatsu-soudan@yasugishakyo.com

江津市

社会福祉法人
江津市社会福祉協議会

生活支援相談センター

江津市江津町1518番地1
江津ひと・まちプラザ 内

0855-52-2474（代）

0855-52-2308

info@gotsu-syakyo.jp

雲南市

社会福祉法人
雲南市社会福祉協議会

生活支援・相談センター

雲南市三刀屋町三刀屋1212-3

0854-45-3933

0854-45-2211

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

奥出雲町

生活困窮者自立支援相談窓口

仁多郡奥出雲町三成358番地1

0854-54-2541

0854-54-0053

kenkou@town.okuizumo.shimane.jp

飯南町

飯南町福祉事務所

飯石郡飯南町頓原2064番地

0854-72-1773

0854-72-1775

川本町

社会福祉法人
川本町社会福祉協議会

川本町社会福祉協議会

邑智郡川本町大字川本332番地16

0855-72-0104

0856-72-0398

美郷町

社会福祉法人
美郷町社会福祉協議会

くらしの相談所みさと

邑智郡美郷町粕渕195番地1
美郷町保健福祉センター

0855-75-1300

0855-75-1439

邑南町

社会福祉法人
邑南町社会福祉協議会

邑南町社会福祉協議会

邑南町高見485番地1

0855-84-0332

0855-84-0460

shakyo@town-ohnan.jp

津和野町

社会福祉法人
津和野町社会福祉協議会

津和野町社会福祉協議会

鹿足郡津和野町日原14
津和野町保健福祉センターやまびこ

0856-74-1617

0856-74-1621

syakyo@sun-net.jp

吉賀町

社会福祉法人
吉賀町社会福祉協議会

吉賀町社会福祉協議会

鹿足郡吉賀町六日市580番地4

0856-77-0136

0856-77-0980

shakyo-7@sun-net.jp

海士町

海士町健康福祉課

隠岐郡海士町大字海士1490

08514-2-1823

08514-2-0208

西ノ島町

西ノ島町健康福祉課

西ノ島町大字浦郷534番地

08514-6-0104

08514-6-0683

知夫村

知夫村村民福祉課

知夫村１０６５番地

08514-8-2211

08514-8-2093

隠岐の島町あんしんセンター

隠岐郡隠岐の島町原田396番地

08512-3-1303

08512-2-4517

備前県民局福祉振興課

岡山市中区古京町１－１－１７

086-272-4029

086-272-2661

備中県民局福祉振興課

倉敷市羽島１０８３

086-434-7055

086-425-1941

美作県民局福祉振興課

津山市椿高下１１４

0868-23-1293

0868-23-6129

隠岐の島町

社会福祉法人
隠岐の島町社会福祉協議会

岡山県

岡山県

soudan@oki-fukushi.net

岡山市

社会福祉法人岡山市社会福祉協議会

岡山市寄り添いサポートセンター

岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

0800-200-8730

086-222-8621

yorisoi8730@mx36.tiki.ne.jp

倉敷市

社会福祉法人めやす箱

倉敷市生活自立相談支援センター

倉敷市阿知１丁目７番２－８０４－２

086-427-1288

086-427-1244

kurasikijiritu@mbr.sphere.ne.jp

津山市

津山市
自立相談支援センター

岡山県津山市山北520

0868-32-2133

0868-32-2153

玉野市

玉野市生活支援相談窓口

玉野市宇野1丁目27番1号

0863-32-5555

0863-31-9179

笠岡市

笠岡市生活総合支援センター

笠岡市笠岡１８６６－１

0865-69-2015

0865-69-2182

井原市

福祉課生活福祉係

井原市井原町３１１番地１

0866-62-9526

0866-62-9310

総社市

社会福祉法人総社市社会福祉協議会

総社市生活困窮支援センター

総社市中央1丁目1番3号

0866-92-8374

0866-92-8284

高梁市

社会福祉法人高梁市社会福祉協議会

高梁市生活あんしん
サポートセンター

高梁市向町２１番地３

0866-22-9111

0866-22-0845

新見市

社会福祉法人新見市社会福祉協議会

新見市生活相談支援センター

新見市金谷640-1

0867-88-6588

0867-71-2088

備前市福祉事務所

備前市東片上126

0869-64-1826

0869-64-1847

備前市

fukushi@city.tamano.lg.jp

shien@sojasyakyo.or.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

瀬戸内市

社会福祉法人瀬戸内市社会福祉協議会

瀬戸内市生活相談支援センター

瀬戸内市邑久町山田庄862-1

0869-24-7714

0869-22-1850

life@setouchisyakyo.or.jp

赤磐市

社会福祉法人赤磐市社会福祉協議会

赤磐市くらし・しごと
応援センター あすてらす

赤磐市下市344

086-955-0552

真庭市

健康福祉部福祉課

真庭市久世２９２７－２

0867-42-1581

0867-42-1369

美作市

美作市社会福祉課

美作市北山390-2

0868-75-3913

0868-72-7702

浅口市

浅口市福祉事務所

浅口市鴨方町鴨方２２４４－２６

0865-44-7007

0865-44-7110

西粟倉村

西粟倉村福祉事務所

英田郡西粟倉村影石９５－３

0868-79-7100

0868-79-7101

自立相談支援窓口

美咲町原田２１５０番地
美咲町中央保健センター内

0868-66-0970

0868-66-7133

住民福祉課

真庭郡新庄村2008-1

0867-56-2646

0867-56-7044

中区くらしサポートセンター

広島市中区大手町四丁目１－１
大手町平和ビル５階
中区社会福祉協議会内

(０８２)５４５－８３８８

東区くらしサポートセンター

広島市東区東蟹屋町９－３４
東区総合福祉センター４階
東区社会福祉協議会内

(０８２)５６８－６８８７

南区くらしサポートセンター

広島市南区皆実町一丁目４－４６
南区役所別館３階
南区社会福祉協議会内

(０８２)２５０－５６７７

西区くらしサポートセンター

広島市西区福島町二丁目２４－１
西区地域福祉センター４階
西区社会福祉協議会内

(０８２)２３５－３５６６

安佐南区くらしサポートセンター

広島市安佐南区中須一丁目３８－１３
安佐南区総合福祉センター５階
安佐南区社会福祉協議会内

(０８２)８３１－１２０９

安佐北区くらしサポートセンター

広島市安佐北区可部三丁目１９－２２
安佐北区総合福祉センター４階
安佐北区社会福祉協議会内

(０８２)８１５－１１２４

安芸区くらしサポートセンター

広島市安芸区船越南三丁目２－１６
安芸区総合福祉センター３階
安芸区社会福祉協議会内

(０８２)８２１－５６６２

佐伯区くらしサポートセンター

広島市佐伯区海老園一丁目４－５
佐伯区役所別館５階
佐伯区社会福祉協議会内

(０８２)９４３－８７９７

生活困窮者自立支援センター

福山市東桜町3番5号

美咲町

社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

新庄村
広島県

広島市

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

福山市

m-syakyo-kenri@cyerry.net

（082）264-6413

kurasapo@shakyohiroshima-city.or.jp

084-928-1241

084-928-1730

ziritsushien@city.fukuyama.hiroshima
.jp
jiritsu-sodan@kureshakyo.jp

呉市

社会福祉法人
呉市社会福祉協議会

福祉の窓口

呉市中央4丁目1番6号
呉市役所2階

0823-25-3571

0823-24-6813

竹原市

社会福祉法人
竹原市社会福祉協議会

生活困窮者自立支援相談窓口

竹原市中央三丁目13番5号

(0846)22-5131

(0846)23-0084

三原市

社会福祉法人
三原市社会福祉協議会

自立相談支援センターみはら

三原市城町一丁目２番１号
三原市総合保健福祉センター４階

(0848)67-4568

尾道市

社会福祉法人
尾道市社会福祉協議会

くらしサポートセンター尾道

尾道市門田町22番５号
尾道市総合福祉センター内

(0848)21-0322

(0848)22-9111

kurashi@onomichi-shakyo.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

府中市

社会福祉法人
府中市社会福祉協議会

府中市くらしサポートセンター

府中市広谷町919-3

(0847)46-3334

三次市

一般社団法人
地域包括支援センターみよし

三次市生活サポートセンター

三次市十日市東3丁目14番1号
三次市福祉保健センター1F

(0824)65-1180

(0824)65-1132

庄原市

社会福祉法人
庄原市社会福祉協議会

自立相談支援事業たんぽぽ

庄原市西本町４丁目５−２６

(0824)75-0345

(0824)72-8512

大竹市

社会福祉法人
大竹市社会福祉協議会

よりそいサポートセンター

大竹市西栄2丁目4番1号

(0827)35-5300

東広島市

社会福祉法人
東広島市社会福祉協議会

東広島市生活支援センター

東広島市西条栄町8番29号

(082)420-0410

(082)420-0964

seikatsu0410@soyokazenet.jp

廿日市市

社会福祉法人
廿日市市社会福祉協議会

はつかいち生活支援センター

廿日市市下平良一丁目１１番１号
廿日市市役所１階 生活福祉課内

(0829)20-4080

(0829)20-5412

seikatsu@hatsupy.jp

社会福祉課

安芸高田市吉田町吉田791番地

(0826)42-5615

(0826)42-2130

くらしサポートセンターえたじま

江田島市能美町鹿川２０６０番地

(0823)27-7770

(0823)40-2502

府中町

福祉課

安芸郡府中町大通三丁目5-1

(082)286-3159

(082)283-5775

海田町

海田町福祉事務所

安芸郡海田町上市１４番１８号

(082)823-9220

(082)823-9627

hukushi@town.kaita.lg.jp

熊野町

民生部 民生課

安芸郡熊野町中溝１－１－１

(082)820-5614

(082)855-0155

minsei@town.kumano.hiroshima.jp

坂町

民生課

安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目１番１号

(082)820-1505

(082)820-1521

minsei@town.saka.lg.jp

安芸太田町

福祉課（福祉事務所）

山県郡安芸太田町大字下殿河内236

(0826)25-0250

(0826)22-0686

北広島町

福祉課

山県郡北広島町有田1234番地

(050)5812-1851

(0826)72-5242

seikatu@town.kitahiroshima.lg.jp

くらしの相談支援室

豊田郡大崎上島町木江5－9

(0846)62－1718
080－6345－7951

(0846)62－0816

kurashisoudan@syakyo.net

世羅町

世羅保健福祉センター内
福祉課 生活支援係

世羅郡世羅町大字本郷947

(0847)25-0072

(0847)25-0070

fukushi@town.sera.hiroshima.jp

神石高原町

福祉課生活福祉係

神石郡神石高原町小畠2025

(0847)89-3335

(0847)85-3394

jkfukushi@town.jinsekikogen.hiroshima.j
p

山口県

東部社会福祉事務所
（柳井健康福祉センター）

柳井市古開作中東条658-1

0820-22-3777

0820-22-3895

a13203@pref.yamaguchi.lg.jp

安芸高田市
江田島市

大崎上島町

山口県

社会福祉法人
江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人
大崎上島町社会福祉協議会

ＦＡＸ番号

下関市

社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

生活サポートセンター下関

下関市貴船町三丁目４番１号

0120-150-873

宇部市

生活相談サポートセンターうべ
共同事業体

生活相談サポートセンターうべ

宇部市琴芝町二丁目４番２５号
宇部市多世代ふれあいセンター４階

0800-200-7440
0836-43-7440

0836-43-7441

山口市

一般社団法人山口県労働者福祉協議会

パーソナル・サポートセンターやまぐち

山口市緑町３－２９

0800-200-6291

083-941-6298

萩市福祉事務所

萩市江向510

0838-25-3620

0838-25-5103

萩市
防府市

社会福祉法人防府市社会福祉協議会

防府市自立相談支援センター

防府市緑町一丁目９番２号

0835-24-9777

0835-25-1388

下松市

社会福祉法人下松市社会福祉協議会

下松市社会福祉協議会

下松市大字末武下617-2

0833-41-2242

0833-41-2330

メールアドレス

shakaifukushi@city.akitakata.lg.jp

psc-yamaguchi@oregano.ocn.ne.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

岩国市

社会福祉法人岩国市社会福祉協議会

くらし自立応援センターいわくに

岩国市麻里布町7-1-2

0827-24-2571

0827-28-4535

iwasha-kurashi@iwasha.jp

光市

社会福祉法人光市社会福祉協議会

光市生活自立相談支援センター

光市光井2－2－1

0833‐74‐3025

0833-74-3073

seikatu@hikari-shakyo.or.jp

長門市

社会福祉法人長門市社会福祉協議会

自立相談支援センター

長門市東深川803-8

0837-23-1600

0837-22-0270

健康福祉部社会福祉課

柳井市南町一丁目10番2号

0820-22-2111

0820-23-7566

柳井市
美祢市

社会福祉法人美祢市社会福祉協議会

美祢市社会福祉協議会

美祢市大嶺町東分320－1

0837-52-5222

0837-52-0529

mine@mine-shakyo.jp

周南市

社会福祉法人周南市社会福祉協議会

周南市徳山社会福祉センター別館

周南市速玉町3-17

0800-200-4742
0834-31-4742

0834-31-4742

newstart@shunan-shakyo.or.jp

山陽小野田市

社会福祉法人
山陽小野田市社会福祉協議会

地域生活支援センター

山陽小野田市千代町一丁目2番28号

0120-83-2344

0836-81-0057

周防大島町福祉課

大島郡周防大島町大字西安下庄3920-21

0820-77-5505

0820-77-5111

勝浦町社会福祉協議会
くらしサポートセンター勝浦

勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３番地

０８８５－４２－４６５２

０８８５－４４－２４２１

上勝町社会福祉協議会
くらしサポートセンター上勝

勝浦郡上勝町大字福原字下横峯３番地１

０８８５－４６－０９１９

０８８５－４６－０９１６

佐那河内村社会福祉協議会
くらしサポートセンター佐那河内

名東郡佐那河内村下字中辺７１番地１

０８８－６７９－２３０４

０８８－６７９－２３８０

石井町社会福祉協議会
くらしサポートセンター石井

名西郡石井町高川原字高川原２１１２－３

０８８－６７４－０１３９

０８８－６７５－２６５５

神山町社会福祉協議会
くらしサポートセンター神山

名西郡神山町神領字本上角９３－１

０８８－６７６－１１６６

０８８－６７６－０９０６

松茂町社会福祉協議会
くらしサポートセンター松茂

板野郡松茂町広島字三番越２－２

０８８－６９９－５３５２

０８８－６９９－５３７５

北島町社会福祉協議会
くらしサポートセンター北島

板野郡北島町新喜来字南古田８８－１

０８８－６９８－８９１０

０８８－６９８－８９２１

藍住町社会福祉協議会
くらしサポートセンター藍住

板野郡藍住町奥野字矢上前３２－１

０８８－６９２－９９５１

０８８－６９２－１６２６

板野町社会福祉協議会
くらしサポートセンター板野

板野郡板野町大寺字亀山西１６９－５

０８８－６７２－００５１

０８８－６７２－５８９４

上板町社会福祉協議会
くらしサポートセンター上板

板野郡上板町西分字橋西１－１１

０８８－６９４－６１５５

０８８－６９４－６１６２

那賀町社会福祉協議会
くらしサポートセンター那賀

那賀郡那賀町延野字王子原31番地１

０８８４－６４－００２６

０８８４－６４－００６５

美波町社会福祉協議会
くらしサポートセンター美波

海部郡美波町奥河内字寺前１５２

０８８４－７７－０３４２

０８８４－７７－０４９６

牟岐町社会福祉協議会
くらしサポートセンター牟岐

海部郡牟岐町大字川長字新光寺６０－１

０８８４－７２－１１５１

０８８４－７２－０６１１

海陽町社会福祉協議会
くらしサポートセンター海陽

海部郡海陽町奥浦字新町４４

０８８４－７３－１９８０

０８８４－７３－３４７１

つるぎ町社会福祉協議会
くらしサポートセンターつるぎ

美馬郡つるぎ町貞光字宮下６１

０８８３－６２－５０７３

０８８３－５５－１０１９

東みよし町社会福祉協議会
くらしサポートセンター東みよし

三好郡東みよし町西庄字横手７０

０８８３－８２－６３０９

０８８３－７６－１０８８

周防大島町
徳島県

徳島県

社会福祉法人徳島県社会福祉協議会

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

とくしま・
くらしサポートセンター

徳島市中昭和町１丁目２番地

０８８ー６５４－８３８６

088-654-9250

メールアドレス

徳島市

社会福祉法人徳島市社会福祉協議会

徳島市生活あんしんサポートセンター

徳島市沖浜東２丁目１６番地

088-679-1441

鳴門市

公益社団法人徳島県労働者福祉協議会

鳴門市生活自立相談支援センター
「よりそい」

鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地
鳴門市役所本庁舎１階

0120-928-734

088-678-2764

小松島市

公益社団法人徳島県労働者福祉協議会

こまつしま生活自立支援センター

徳島市昭和町３丁目３５－１
わーくぴあ徳島２Ｆ

0120-783-141

088-625-5113

阿南市

公益社団法人徳島県労働者福祉協議会

あなんパーソナル・サポート・センター

阿南市富岡長玉塚２１
里美ビル１階

０８８４－２４－８７５４

０８８４－２４－８７６４

吉野川市

社会福祉課 生活自立支援係

吉野川市鴨島町鴨島１１５番地１

０８８３－２２－２２６２

０８８３－２２－２２６０

阿波市

社会福祉課

阿波市市場町切幡字古田201番地１

0883-36-6812

0883-36-5158

美馬市生活支援相談センター
暮らしサポートみま

美馬市脇町大字脇町１３０３番地３

０８８３－５３－７８３０

０８８３－５３－６４７５

地域福祉課

三好市池田町シンマチ１４７６番地１

0883-72-7647

0883-72-6664

土庄町社会福祉協議会
生活あんしんセンター

小豆郡土庄町甲611－1

0879—62—2700

0879—64—5412

omoiyari-tonosyo@sweet.ocn.ne.jp

小豆島町社会福祉協議会
生活あんしんセンター

小豆郡小豆島町安田甲144—90

0879—82—5318

0879—82—5318

olive_shakyo@shirt.ocn.ne.jp

三木町社会福祉協議会

木田郡三木町大字氷上310番地

087-891-3317

087-898-5022

直島町社会福祉協議会
生活あんしんセンター

香川郡直島町3694‐1

087-892-2458

087-892-3413

naoshakyo@go4.enjoy.ne.jp

宇多津町社会福祉協議会
生活あんしんセンター

綾歌郡宇多津町1900番地
宇多津町あみのうら交流センター内

0877-49-0287

0877-49-2322

utazu_shakyo@s2.dion.ne.jp

綾川町社会福祉協議会
生活あんしんセンター

綾歌郡綾川町滝宮276

087—876—4221

087—876—4756

ayagawasyakyo@kme.biglobe.ne.jp

琴平町社会福祉協議会
生活あんしんセンター

仲多度郡琴平町榎井891‐1

0877-75-1371

0877-75-1481

info@k-wel.or.jp

多度津町社会福祉協議会
生活あんしんセンター

仲多度郡多度津町西港町127番地1

0877-32-8501

0877-32-8516

tadotsusyakyo5@ae.auone-net.jp

まんのう町社会福祉協議会
生活自立相談支援センター

仲多度郡まんのう町吉野下430番地

0120-320-438
0877-75-5081
takas-seikatsu@iaa.itkeeper.ne.jp

美馬市

社会福祉法人美馬市社会福祉協議会

三好市
香川県

香川県

香川県生活困窮者自立支援協議会

tokushima@rofuku.net

seiho@city.yoshinogawa.lg.jp

mimashi@tokushima-shakyo.jp

高松市

社会福祉法人
高松市社会福祉協議会

自立相談支援センター たかまつ

高松市番町二丁目1番1号
ＮＴＴ番町ビル1階

087-802-1081

087-802-1082

丸亀市

社会福祉法人
丸亀市社会福祉協議会

丸亀市自立相談支援センター
あすたねっと

丸亀市大手町二丁目１番７号

0877-22-4976
0120-783-294

0877-22-4977

坂出市役所ふくし課

坂出市室町二丁目3番5号

0877-44-5007

0877-45-7270

fukusi@city.sakaide.lg.jp

社会福祉法人
坂出市社会福祉協議会

坂出市社会福祉協議会

坂出市寿町一丁目3番38号

0877-46-5078

0877-45-1150

soumufukusi-3@sakaidesyakyo.or.jp

社会福祉法人
善通寺市社会福祉協議会

ぜんつうじ生活自立相談支援センター
つながるねっと

善通寺市文京町二丁目1番4号
（善通寺市社会福祉協議会内）

つなぐ しあわせに
0120-279-482
0877-63-6401

0877-63-4482

csw1614@zentsuji.info

坂出市

善通寺市

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

観音寺市健康福祉部社会福祉課

観音寺市坂本町一丁目1番1号

0875-23-3930

0875-23-3993

shakai@city.kanonji.lg.jp

さぬき市自立相談支援センター
おうえんネット

さぬき市長尾東888番地5

0879-52-2950

0879-23-6912

ouennet@ca.pikara.ne.jp

東かがわ市

東かがわ市市民部福祉課

東かがわ市湊1847番地1

0879-26-1228

0879-26-1338

seikatsu@city.higashikagawa.lg.jp

三豊市

三豊市健康福祉部福祉課

三豊市高瀬町下勝間2373番地1

0875—73—3015

0875-73-3023

fukushi@city.mitoyo.kagawa.jp

社会福祉法人
上島町社会福祉協議会

くらしの相談支援室

越智郡上島町生名2133番地3

0897-76-2638

0897-76-2040

info@kamijima-shakyo.or.jp

社会福祉法人
久万高原町社会福祉協議会（本所）

くらしの相談支援室

上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1

0892-56-0750

0892-56-0166

chiiki1@kumakougen-shakyo.or.jp

社会福祉法人
久万高原町社会福祉協議会（久万支所）

くらしの相談支援室

上浮穴郡久万高原町久万45番地2

0892-21-0800

0892-21-3040

kuma2@kumakougen-shakyo.or.jp

社会福祉法人
松前町社会福祉協議会

くらしの相談支援室

伊予郡松前町大字筒井710番地1

089-985-4144

089-985-3912

masakishakyou@dns01.ecomnet.or.jp

社会福祉法人
砥部町社会福祉協議会

くらしの相談支援室

伊予郡砥部町大南719番地

089-962-7100

089-962-7186

info@tobe-shakyo.jp

社会福祉法人
内子町社会福祉協議会

くらしの相談支援室

喜多郡内子町内子1515番地

0893-44-3820

0893-44-6135

uchiko-shakyou@iaa.itkeeper.ne.jp

社会福祉法人
伊方町社会福祉協議会

くらしの相談支援室

西宇和郡伊方町湊浦866番地

0894-38-2360

0894-38-2363

i-social-welfare@mb.pikara.ne.jp

社会福祉法人
松野町社会福祉協議会

くらしの相談支援室

北宇和郡松野町大字松丸1661-13

0895-42-0794

0895-20-5311

m-fukushi@town.matsuno.ehime.jp

社会福祉法人
鬼北町社会福祉協議会

くらしの相談支援室

北宇和郡鬼北町近永782番地

0895-45-3709

0895-45-3669

hiromi-syakyo@arion.ocn.ne.jp

社会福祉法人
愛南町社会福祉協議会

くらしの相談支援室

南宇和郡愛南町御荘平城2139番地

0895-70-1236

0895-73-0320

kurasinosoudan@ainan-shakyo.or.jp

松山市

社会福祉法人
松山市社会福祉協議会

自立相談支援窓口

松山市二番町四丁目７番地２
松山市役所別館１階

089-948-6875

089-943-6688

shien@matsuyama-wel.jp

今治市

社会福祉法人
今治市社会福祉協議会

今治市生活自立相談支援センター
くらしの相談支援室

今治市別宮町一丁目４番地１

0898-36-1513

0898-25-3757

imakurasi@mopera.net

くらしの相談窓口

宇和島市曙町１番地

0895-49-7109

0895-24-1160

観音寺市
さぬき市

愛媛県

愛媛県
（東予地方）

愛媛県
（中予地方）

愛媛県
（八幡浜）

愛媛県
（南予地方）

社会福祉法人
さぬき市社会福祉協議会

宇和島市
八幡浜市

社会福祉法人
八幡浜市社会福祉協議会

地域福祉課

八幡浜市松柏乙1101番地

0894-23-2940

0894-23-0506

新居浜市

社会福祉法人
新居浜市社会福祉協議会

自立相談支援センター

新居浜市高木町2番60号

0897-47-4976

0897-32-1560
0897-52-1294

西条市自立相談支援センター

西条市明屋敷164
西条市役所社会福祉課内

0897-53-0870

西条市

社会福祉法人
西条市社会福祉協議会

西条市周布606-1
西条市東予総合福祉センター内

0898-64-2600
（代表）

0898-64-3920

大洲市

社会福祉法人
大洲市社会福祉協議会

大洲市くらしの相談支援センター

大洲市東大洲２７０－１

0893-23-0313

0893-23-0295

伊予市

社会福祉法人
伊予市社会福祉協議会

生活相談支援センター

伊予市尾崎３番地１

089-982-0393

089-982-0394

四国中央市

社会福祉法人
四国中央市社会福祉協議会

四国中央市生活相談支援センター

四国中央市三島宮川四丁目6番55号

0896-28-6101

0896-23-7044

kenri@n-syakyo.jp

chiiki@ozushakyo.jp

y-kataoka@sikochu.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

西予市福祉総合相談センター

西予市宇和町卯之町三丁目４３４－１

0894-62-1150

0894-62-3055

地域福祉課
くらしの相談支援室

東温市田窪300番地2

089-955-5535

089-955-5766

東部生活支援相談センター

安芸郡奈半利町乙１２６９－１
奈半利町保健福祉センター内

0887-38-7346

0887-38-3994

社会福祉法人
東洋町社会福祉協議会

安芸郡東洋町大字生見７５６－８
東洋町地域福祉センター内

0887-29-3144

0887-29-3145

社会福祉法人
田野町社会福祉協議会

安芸郡田野町１８２８－４
老人福祉センター内

0887-38-5325

0887-38-2047

社会福祉法人
安田町社会福祉協議会

安芸郡安田町大字西島４０－２
安田町保健センター内

0887-38-5500

0887-38-6878

社会福祉法人
北川村社会福祉協議会

安芸郡北川村野友甲７１０－２
総合保健福祉センター内

0887-38-6895

0887-32-1226

社会福祉法人
馬路村社会福祉協議会

安芸郡馬路村大字馬路４０７－１
デイサービスセンター内

0887-42-1020

0887-42-1021

社会福祉法人
芸西村社会福祉協議会

安芸郡芸西村和食甲１２９０
老人福祉センター内

0887-32-2211

0887-32-2211

社会福祉法人
土佐町社会福祉協議会

社会福祉法人
土佐町社会福祉協議会

土佐郡土佐町土居206
土佐町保健福祉センター内

0887‐82‐1067

0887‐82‐1069

tosasameura@shirt.ocn.ne.jp

社会福祉法人
本山町社会福祉協議会

社会福祉法人
本山町社会福祉協議会

長岡郡本山町本山1041
社会福祉会館内

0887‐76‐2312

0887‐76‐2381

motoyamasyakyou@iaa.itkeeper.ne.jp

社会福祉法人
大豊町社会福祉協議会

社会福祉法人
大豊町社会福祉協議会

長岡郡大豊町黒石345-7
大豊町総合ふれあいセンター内

0887‐73‐1200

0887‐73‐1044

otyjss@osfk.sakura.ne.jp

社会福祉法人
大川村社会福祉協議会

社会福祉法人
大川村社会福祉協議会

土佐郡大川村小松78-6
総合福祉センター内

0887‐84‐2361

0887‐70‐1815

ookawashakyou@quolia.ne.jp

社会福祉法人
いの町社会福祉協議会

社会福祉法人
いの町社会福祉協議会

吾川郡いの町1400
すこやかセンター伊野内

088-892-0515

088-893-4870

ino-shakyou@shirt.ocn.ne.jp

社会福祉法人
仁淀川町社会福祉協議会

社会福祉法人
仁淀川町社会福祉協議会

吾川郡仁淀川町大崎264-8
仁淀川町福祉センター内

0889-35-0207

0889-35-0210

shakyo-konkyu0207@sage.ocn.ne.jp

社会福祉法人
佐川町社会福祉協議会

あんしん生活支援センター

高岡郡佐川町乙2310
佐川町健康福祉センターかわせみ内

0889-22-1510
080-1990-7802

0889-22-5621

sakawa-shakyo@shirt.ocn.ne.jp

社会福祉法人
越知町社会福祉協議会

社会福祉法人
越知町社会福祉協議会

高岡郡越知町越知甲2457
越知町保健福祉センター内

0889-26-1149

0889-26-3821

ochisyak@d1.dion.ne.jp

社会福祉法人
日高村社会福祉協議会

社会福祉法人
日高村社会福祉協議会

高岡郡日高村沖名５
日高村社会福祉センター内

0889-24-5310

0889-24-7626

hidakafu@ma.pikara.ne.jp

社会福祉法人
中土佐町社会福祉協議会

社会福祉法人
中土佐町社会福祉協議会

高岡郡中土佐町久礼52-2

0889-52-2058

0889-52-3898

nakatosashakyo@shirt.ocn.ne.jp

社会福祉法人
梼原町社会福祉協議会

社会福祉法人
梼原町社会福祉協議会

高岡郡梼原町川西路2321-1

0889-65-1235
080-6287-6174

0889-65-1237

soudan@yusuhara-shakyo.jp

社会福祉法人
津野町社会福祉協議会

社会福祉法人
津野町社会福祉協議会

高岡郡津野町姫野々431-1
総合保健福祉センター里楽内

0889-55-2115

0889-55-2119

tsuno-shakyo@herb.ocn.ne.jp

社会福祉法人
しまんと町社会福祉協議会

社会福祉法人
しまんと町社会福祉協議会

高岡郡四万十町茂串町11-30
四万十町社会福祉センター内

0880-22-1195

0880-22-1138

shakyo@shimanto.tv

社会福祉法人
大月町社会福祉協議会

社会福祉法人
大月町社会福祉協議会

幡多郡大月町鉾土603

0880-73-1119

0880-62-4878

osya1119@otsukisyakyou.or.jp

社会福祉法人
三原村社会福祉協議会

社会福祉法人
三原村社会福祉協議会

幡多郡三原村来栖野４７９－１
総合保健センター内

0880-46-3003

0880-46-3012

m-shakyou@u-broad.jp

西予市
東温市

社会福祉法人
東温市社会福祉協議会

高知県

社会福祉法人
奈半利町社会福祉協議会

高知県

メールアドレス

toon-shakyo@toon-shakyo.or.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

社会福祉法人
黒潮町社会福祉協議会

社会福祉法人
黒潮町社会福祉協議会

幡多郡黒潮町入野2017-1保健福祉セン
ター内

0880-43-2835

0880-43-0317

k.syakyoo@iwk.ne.jp

高知市

社会福祉法人
高知市社会福祉協議会

高知市生活支援相談センター

高知市本町四丁目２番40号
ニッセイ高知ビル ３階

088-856-5529

088-856-5549

sien-kochi@piano.ocn.ne.jp

室戸市

社会福祉法人
室戸市社会福祉協議会

室戸市生活支援相談センター

室戸市領家８７番地

0887-22-2660

0887-22-1346

murosya@orange.ocn.ne.jp

安芸市

社会福祉法人
安芸市社会福祉協議会

生活相談支援センターあき

安芸市寿町２－８

0887-35-2915

0887-35-8549

aki-shakyo@aki-wel.or.jp

南国市

社会福祉法人
南国市社会福祉協議会

あんしん生活サポートセンター

南国市日吉町２丁目３－２８

088-803-4122
または
088-863-4444

088-863-4445

nfukusi@nanshakyo.or.jp

福祉事務所
ふれあい班生活福祉係

土佐市高岡町甲2017-1

088-852-7649

088-852-3452

hukushi@city.tosa.lg.jp

土佐市
須崎市

社会福祉法人
須崎市社会福祉協議会

須崎市生活支援・総合相談センター
ほっと

須崎市山手町1番7号
須崎市総合保健福祉センター３階

0889-40-0358

0889-42-7876

hot@susaki-syakyo.or.jp

宿毛市

社会福祉法人
宿毛市社会福祉協議会

社会福祉法人
宿毛市社会福祉協議会

宿毛市高砂４−５６

0880-65-7665

0880-65-7663

sfuku@mb.gallery.ne.jp

土佐清水市

社会福祉法人
土佐清水市社会福祉協議会

生活・相談支援センター

土佐清水市寿町１１－９
土佐清水市社会福祉センター内

0880-82-3500

0880-82-4047

shakyou-s@viola.ocn.ne.jp

四万十市

NPO法人 若者就労支援センター
つながるねっと

NPO法人 若者就労支援センター
つながるねっと

四万十市具同田黒2丁目10番5号

0880-34-8100

0880-34-8080

tunagaru-net@bird.ocn.ne.jp

香南市

社会福祉法人
香南市社会福祉協議会

生活サポートセンターこうなん

香南市野市町西野５３４番地１

0887-50-6666

0887-56-1148

sc-konan@city.kochi-konan.lg.jp

香美市

社会福祉法人
香美市社会福祉協議会

生活相談センター香美

香美市土佐山田町262－1

0887-53-2877

0887-53-5470

soudan-c@kami-shakyo.or.jp

福岡県自立相談支援事務所
（筑紫郡・糟屋郡）

糟屋郡粕屋町若宮１丁目３－６
安河内ビル１F

092-938-3001

092-938-3012

福岡県自立相談支援事務所
（遠賀郡・鞍手郡）

遠賀郡水巻町頃末北１丁目１２－１２
１F

093-203-1630

093-203-1629

福岡県自立相談支援事務所
（嘉穂郡・田川郡）

田川市大字伊田３２９４番地１３
田川保健所別館１Ｆ

0947-44-8631

0947-44-8632

福岡県自立相談支援事務所
（朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡）

久留米市東和町１－９
成冨ビル５F

0942-38ｰ8501

0942-38ｰ8504

福岡県自立相談支援事務所
（京都郡・築上郡）

行橋市宮市町２－８
ヘブンリービル１F

0930-26-7705

0930-26-7706

門司区役所保健福祉課
いのちをつなぐネットワークコーナー

北九州市門司区清滝一丁目1番1号

093-331-1881
（内線495）

小倉北区役所保健福祉課
いのちをつなぐネットワークコーナー

北九州市小倉北区大手町1番1号

093-582-3478

小倉南区役所保健福祉課
いのちをつなぐネットワークコーナー

北九州市小倉南区若園五丁目1番2号

093-951-1025

若松区役所保健福祉課
いのちをつなぐネットワークコーナー

北九州市若松区浜町一丁目1番1号

093-761-5321
（内線430）

八幡東区役所保健福祉課
いのちをつなぐネットワークコーナー

北九州市八幡東区中央一丁目1番1号

093-671-3022

八幡西区役所保健福祉課
いのちをつなぐネットワークコーナー

北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号

093-642-1441
（内線462）

福岡県

福岡県

北九州市

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

戸畑区役所保健福祉課
いのちをつなぐネットワークコーナー

北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

093-871-0855

ＦＡＸ番号

メールアドレス

福岡市

株式会社パソナ

福岡市生活自立支援センター

福岡市中央区天神１丁目４－２
エルガーラオフィス棟７階

0120-17-3456
092-732-1188

092-732-1190

久留米市

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

久留米市生活自立支援センター

久留米市城南町１５－３
久留米市庁舎３階３１０会議室

0942-30-9185

0942-30-9186

kurucjiritsu@greencoop-fukuoka.or.jp

大牟田市

社会福祉法人大牟田市社会福祉協議会

生活支援相談室

大牟田市瓦町9-3
総合福祉センター2階

0944-32-8851

0944-57-2560

soudan@omshakyo.or.jp

健康福祉課福祉総務係

直方市殿町7番1号

0949-25-2134

0949-25-2135

fukushisomu@city.nogata.fukuoka.jp

飯塚市生活自立支援相談室

飯塚市忠隈523番地

0948-30-2610

0948-30-2611

iizukaseikatu@fsc-go.co.jp

田川市

生活支援課自立支援係
（市民ふれあい支援センター）

田川市中央町1番1号

0947-85-7126

0947-44-2123

柳川市

柳川市役所生活支援課

柳川市本町87-1

0944-77-8177

0944-73-9211

八女市

福祉課生活支援係

八女市本町６４７番地

0943-23-1350

0943-22-7099

筑後市

筑後市役所福祉課
（自立相談支援窓口）

筑後市大字山ノ井898番地

0942-65-7019

0942-53-1589

大川市

生活困窮者自立相談支援窓口

大川市大字酒見256番地1

0944-85-5507

0944-86-8483

okwhogo_k@city.okawa.lg.jp
qqvm2ae9k@poppy.ocn.ne.jp

直方市
飯塚市

株式会社福岡ソフトウェアセンター

fukushi@city.yame.lg.jp

行橋市

社会福祉法人共生の里

ゆくはし生活相談センター

行橋市門樋町３番７号

0930-55-6665

0930-55-6665

豊前市

社会福祉法人豊前市社会福祉協議会

豊前市
生活困窮者自立相談支援センター

豊前市大字吉木955番地

0979-82-3391

0979-84-0245

中間市

NPO法人抱樸

市民生活相談センター

中間市中間2-10-1

093-246-1030

093-246-1030

小郡市

社会福祉法人小郡市社会福祉協議会

小郡市生活自立相談支援窓口

小郡市二森１１６７－１

0942-73-1120

0942-72-5694

筑紫野市

保護課

筑紫野市二日市西一丁目1番1号

092-923-1111
(内338）

092-923-1734

hogo@city.chikushino.fukuoka.jp

春日市

人権市民相談課 市民相談担当

春日市原町３丁目１番地５

092-707-1169

092-584-1142

soudan@city.kasuga.fukuoka.jp

大野城市

福祉課

大野城市曙町2-2-1

092-580-1961

092-573-8083

fukusi@city.onojo.fukuoka.jp

宗像市

福祉課自立生活支援係

福岡県宗像市東郷1丁目1番1号

0940-36-9570

0940-36-5856

fukusi@city.munakata.fukuoka.jp

太宰府市

生活支援課

太宰府市観世音寺1丁目1番1号

092-921-2121

092-925-0294

l-support@city.dazaifu.lg.jp

古賀市

福祉課 生活再生支援担当

古賀市庄205番地

092-942-8290

092-942-1154

saisei@city.koga.fukuoka.jp

福津市

福祉課 生活相談係

福津市中央１－１－１

0940-43-8188

0940-43-3168

fukushi@city.fukutsu.lg.jp

うきは市

社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

（社）うきは市社会福祉協議会

うきは市吉井町３４７番地１

0943-76-3977

0943-76-4329

宮若市

・宮若市
・公益社団法人福岡県社会福祉士会

生活困窮者自立支援相談窓口

宮若市宮田２９番地１

0949-32-3477

0949-32-9379

自治体名
嘉麻市

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

かま自立相談支援センター

嘉麻市岩崎1143番地3

0948-43-4751

0948-43-4761

kurashi@kama.syakyo.com

生活困窮相談

朝倉市菩提寺４１２番地２

0946-22-1111

0946-22-5199

fukushi-hogo@city.asakura.lg.jp

くらしの困りごと相談室

みやま市山川町立山1234-1
げんきかん内

0944-67-0010

0944-67-0010

福祉支援課生活支援係

糸島市前原西一丁目１番１号

092-332-2073

092-321-1139

fukushishien@city.itoshima.lg.jp

ziritu-center@saga-csw.or.jp

朝倉市
みやま市

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

糸島市

佐賀県

那珂川市

社会福祉法人グリーンコープ

那珂川市困りごと相談室

那珂川市西隈1-1-1

092-408-8789

佐賀県

公益財団法人
佐賀県社会福祉士会

佐賀県生活自立支援センター

佐賀市鍋島町八戸溝1449-2

0952-20-0095

0952-20-3640

佐賀市

特定非営利活動法人
NPOスチューデント・サポート・フェイス

佐賀市生活自立支援センター

佐賀市白山2丁目2-7
KITAJIMAビル1階

0952-60-6209

0952-60-6243

唐津市

社会福祉法人
唐津市社会福祉協議会

唐津市生活自立支援センター

唐津市西城内1－1
唐津市役所内

0955-58-8620

0955-58-8621

鳥栖市生活自立支援センター

鳥栖市宿町1118番地

0942-85-8538

鳥栖市

fukushi@city.tosu.lg.jp

多久市

社会福祉法人
多久市社会福祉協議会

多久市生活自立支援センター

多久市北多久町大字小侍45-31

0952-75-3593

0952-75-6590

welcome@po.saganet.ne.jp

伊万里市

社会福祉法人
伊万里市社会福祉協議会

伊万里市生活自立支援センター

伊万里市松島町３９１番地１

0955-22-3931

0955-22-3932

borabora@m2.hachigamenet.ne.jp

武雄市

社会福祉法人
武雄市社会福祉協議会

武雄市生活自立支援センター

武雄市北方町大字志久１５５７番地

0954-36-0708

鹿島市

社会福祉法人
鹿島市社会福祉協議会

鹿島市生活自立支援センター

鹿島市大字高津原4326番地1

0954-62-2447

0954-62-3959

小城市

社会福祉法人
小城市社会福祉協議会

小城市生活自立支援センター

小城市小城町畑田750番地

0952-73-2700

0952-73-4347

嬉野市

社会福祉法人
嬉野市社会福祉協議会

嬉野市生活自立支援センター

嬉野市塩田町大字馬場下甲1967番地

0954-66-9131

0954-66-9132

神埼市

公益社団法人
佐賀県社会福祉士会

神埼市生活自立支援センター

神埼市千代田町直鳥142番地
千代田町福祉センター2階

0952-97-6730

0952-97-6740

社会福祉法人
長与町社会福祉協議会

長与町生活相談支援センター

西彼杵郡長与町嬉里郷４３１ー１

095-883-7760

095-883-7802

社会福祉法人
時津町社会福祉協議会

時津町生活相談支援センター

西彼杵郡時津町左底郷３６７

095-882-0777

095-882-0843

グリーンコープ生活協同組合

東彼杵町自立相談支援事業所
くらし・しごと・家計 困りごと相談室

東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１８０８－１

0957-47-8700

0957-47-8700

h-soudan2@greencoop.or.jp

グリーンコープ生活協同組合

川棚町自立相談支援事業所
くらし・しごと・家計 困りごと相談室

東彼杵郡川棚町百津郷４４１－６

0956-82-6564

0956-82-6564

h-soudan@greencoop.or.jp

社会福祉法人
波佐見町社会福祉協議会

くらしとしごとサポートセンター

東彼杵郡波佐見町長野郷１７３番地２

0956-85-2240

0956-85-7428

社会福祉法人
佐々町社会福祉協議会

佐々町総合相談支援センター

北松浦郡佐々町市場免２３－１

0956-63-5900

0956-63-5100

新上五島町

福祉長寿課

南松浦郡新上五島町青方郷1585-1

0959-53-1165

0959-52-3741

上五島福祉事務所

生活支援相談窓口
en（エン）ダッシュ！

南松浦郡新上五島町浦桑郷３４８－１

0959-54-2131

0959-43-6002

長崎県

長崎県

kanzaki-ziritsu@saga-csw.or.jp

saza@fukushi-net.or.jp

s04535@pref.nagasaki.lg.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

長崎市

社会福祉法人
長崎市社会福祉協議会

長崎市生活支援相談センター

長崎市上町１番３３号

０９５－８２８－００２８

０９５－８２８－７２３６

佐世保市

社会福祉法人
佐世保市社会福祉協議会

地域福祉課 総合相談班 生活困窮担当

佐世保市八幡町６－１

0956-23-0265

0956-23-3175

seikoni@sasebo-shakyo.or.jp

島原市

福祉課 保護班

島原市上の町５３７番地

0957-63-1111

0957-62-2923

fukushi@city.shimabara.lg.jp

諫早市

保護課

諫早市東小路町７番１号

0957-22-1500

0957-22-0431

hogo@city.isahaya.nagasaki.jp

福祉あんしんセンター

大村市西三城町８番地
大村市総合福祉センター２階

0957-47-8686

0957-54-1365

sukoyaka@omura-shakyo.net

平戸市

福祉課 生活福祉班

平戸市岩の上町1508番地3

0950-22-4111

0950-22-4421

seikatsu@city.hirado.lg.jp

松浦市

福祉事務所 福祉総務係

松浦市志佐町里免３６５番地

0956-72-1111

0956-72-1115

fukusi@city.matsuura.lg.jp

対馬市

生活困窮者自立支援相談窓口

対馬市豊玉町仁位380番地
対馬市福祉事務所内

0920-58-1414

0920-58-2551

f_hogoka@city-tsushima.jp

大村市

熊本県

社会福祉法人
大村市社会福祉協議会

メールアドレス

壱岐市

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会

壱岐生活相談支援センター

壱岐市郷ノ浦町坪触3099番地

0920-47-5005

0920-47-5006

ikishakyoh@hm.iki-vision.jp

五島市

社会福祉法人
五島市社会福祉協議会

社会福祉法人
五島市社会福祉協議会

五島市三尾野1丁目7番1号

0959-74-5511

0959-74-5666

soudan@goto-shakyo.or.jp

西海市

社会福祉法人
西海市社会福祉協議会

西海市生活支援相談室

西海市西海町黒口郷1477番地1

0959-29-4081

0959-29-4082

chiiki@shakyo-saikai.jp

雲仙市

保護課

雲仙市千々石町戊５８２番地

0957-36-2500

0957-36-8900

hogo@city.unzen.lg.jp

南島原市

南島原市生活自立相談支援センター

南島原市有家町山川58番地

0957-73-6656

0957-82-0240

jiritsusoudan@city.minamishimabara.l
g.jp

小値賀町

生活支援係

北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1

0959-56-3111

0959-43-3077

美里町社会福祉協議会

下益城郡美里町永富1510

0964-47-0065

0964-47-0073

tofuku65@minos.ocn.ne.jp

玉東町社会福祉協議会

玉名郡玉東町木葉764

0968-85-3150

0968-85-2993

c-power.3150@poppy.ocn.ne.jp

和水町社会福祉協議会

玉名郡和水町平野1276-3

0968-34-2366

0968-34-2412

nagomi-shakyou.1@apricot.ocn.ne.jp

南関町社会福祉協議会

玉名郡南関町小原1405

0968-69-9020

0968-53-2744

info@nankan-shakyo.or.jp

長洲町社会福祉協議会

玉名郡長洲町大字長洲2771

0968-78-1440

0968-65-4847

info@nagasushakyo.jp

大津町社会福祉協議会

菊池郡大津町室151-1

096-293-2027

096-293-2028

o-shakyo@wonder.ocn.ne.jp

菊陽町社会福祉協議会

菊池郡菊陽町久保田2623

096-232-3593

096-232-7385

info@swkikuyo.or.jp

南小国町社会福祉協議会

阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1

0967-42-1501

0967-42-1505

rindouso@minami-catv.jp

小国町社会福祉協議会

阿蘇郡小国町宮原1530-2

0967-46-5575

0967-46-5615

info@oguni-shakyo.jp

産山村社会福祉協議会

阿蘇郡産山村大字山鹿488-3

0967-23-9300

0967-23-9301

syakyou@ubuyama-v.jp

自治体名

熊本県

熊本市

事業実施者

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

高森町社会福祉協議会

阿蘇郡高森町高森1258-1

0967-62-2158

0967-62-2860

taka-sha@arion.ocn.ne.jp

南阿蘇村社会福祉協議会

阿蘇郡南阿蘇村久石2705

0967-67-0294

0967-67-2317

minamiaso-sha@extra.ocn.ne.jp

西原村社会福祉協議会

阿蘇郡西原村小森572

096-279-4141

096-279-4388

nisiharanogiku.4141@wonder.ocn.ne.jp

益城町社会福祉協議会

上益城郡益城町福原690-1

096-214-5566

096-214-5567

masikisyakyo@mist.ocn.ne.jp

御船町社会福祉協議会

上益城郡御船町御船1001-1

096-282-0785

096-282-7895

mifuneshakyo@ari.bbiq.jp

嘉島町社会福祉協議会

上益城郡嘉島町上島551

096-237-2981

096-237-3508

kashimashakyo2981@juno.ocn.ne.jp

甲佐町社会福祉協議会

上益城郡甲佐町岩下24

096-234-1192

096-235-3081

info@kosa-shakyo.or.jp

山都町社会福祉協議会
清和本部

上益城郡山都町大平91

0967-82-3345

0967-82-3357

yss9.1-sw211@bz01.plala.or.jp

山都町社会福祉協議会
矢部支部

上益城郡山都町千滝232

0967-72-3211

0967-72-4341

sa192-ei@bz04.plala.or.jp

山都町社会福祉協議会
蘇陽支部

上益城郡山都町今500

0967-83-1751

0967-83-1752

soyotiku447@bz04.plala.or.jp

氷川町社会福祉協議会

八代郡氷川町島地651

0965-52-5075

0965-52-5122

hikawashakyo@arion.ocn.ne.jp

芦北町社会福祉協議会

葦北郡芦北町湯浦1439-1

0966-86-0294

0966-86-0410

kznmyi@athena.ocn.ne.jp

津奈木町社会福祉協議会

葦北郡津奈木町小津奈木2123

0966-61-2940

0966-61-2941

tsunagisyakyou@bz04.plala.or.jp

錦町社会福祉協議会

球磨郡錦町一武1587

0966-38-2074

0966-38-3445

nishikis@nishikibb.jp

あさぎり町社会福祉協議会

球磨郡あさぎり町上北1874

0966-49-4505

0966-47-0174

info@asagiri-shakyo.jp

多良木町社会福祉協議会

球磨郡多良木町多良木1571-1

0966-42-1112

0966-42-1113

taragi-shakyo@world.ocn.ne.jp

湯前町社会福祉協議会

球磨郡湯前町1693-37

0966-43-4117

0966-43-4118

welfare.one.yunomae@gmail.com

水上村社会福祉協議会

球磨郡水上村岩野2678

0966-44-0782

0966-44-0531

mizukamishakyo@ichifusa.jp

相良村社会福祉協議会

球磨郡相良村深水2500-1

0966-35-0093

0966-35-0893

shakyo@iris.ocn.ne.jp

五木村社会福祉協議会

球磨郡五木村甲2672-41

0966-37-2333

0966-37-2338

itsuki.shakyo2672@theia.ocn.ne.jp

山江村社会福祉協議会

球磨郡山江村山田甲1373-1

0966-24-1508

0966-32-7722

info@yamae-shakyo.or.jp

球磨村社会福祉協議会

球磨郡球磨村一勝地乙1-5

0966-32-0022

0966-32-0067

seseragi@kmbb.jp

苓北町社会福祉協議会

天草郡苓北町志岐32-3

0969-35-1270

0969-35-1270

reihoku.shakyo@ari.bbiq.jp

熊本市生活自立支援センター

熊本市中央区手取本町１－１

096-328-2795

096-326-5166

hogokanri@city.kumamoto.lg.jp

自治体名

八代市

人吉市

事業実施者

社会福祉法人 八代市社会福祉協議会

社会福祉法人 人吉市社会福祉協議会

荒尾市
水俣市

社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会

玉名市

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

八代市社会福祉協議会

八代市本町1-9-14

0965-62-8228

0965-62-8227

info@yatsushiro-shakyo.jp

八代市社会福祉協議会
坂本支所

八代市坂本町荒瀬1307

0965-45-3209

0965-45-4572

八代市社会福祉協議会
千丁支所

八代市千丁町新牟田1433

0965-46-2611

0965-46-1911

八代市社会福祉協議会
鏡支所

八代市鏡町鏡村720

0965-52-0677

0965-52-1325

八代市社会福祉協議会
東陽支所

八代市東陽町南1075

0965-65-2890

0965-65-3766

八代市社会福祉協議会
泉支所

八代市泉町下岳2974

0965-67-2018

0965-67-3305

ひとよし生活困りごと支援センター

人吉市西間上町41番地1

0966-24-8111

0966-25-1117

info@hitoyoshi-shakyo.com

荒尾市生活相談支援センター

荒尾市宮内出目３９０番地

0968-57-7019

0968-62-2881

soudan-c@city.arao.lg.jp

安心生活係

水俣市牧ノ内3番1号

0966-63-2047

0966-63-3570

ansin@minamata-shakyo.jp

玉名市くらしサポート課

玉名市岩崎163

0968-75-1222

0968-73-2362

kurasapo@city.tamana.lg.jp

山鹿市

社会福祉法人 菊愛会

生活自立相談窓口

山鹿市山鹿987-3

0968-43-1167

0968-43-1170

fukushi@city.yamaga.kumamoto.jp

菊池市

グリーンコープ生活協同組合くまもと

菊池市くらしサポートセンター

菊池市隈府８８８番地

0968-25-1411

0968-25-5166

fukushi@city.kikuchi.lg.jp

宇土市

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

うと自立相談センター

宇土市浦田町４４

0964-23-3756

0964-22-4971

utoshakyou@kumamoto.email.ne.jp

本所・松島町支所

上天草市松島町合津3433-52

0969-56-2455

0969-56-2613

大矢野町支所

上天草市大矢野町中11582-1

0964-56-3470

0964-56-3438

姫戸町支所

上天草市姫戸町姫浦3055-15

0969-58-2556

0969-58-2575

龍ヶ岳町支所

上天草市龍ヶ岳町大道3669-1

0969-63-0909

0969-63-0938

宇城市

宇城市生活自立支援センター

宇城市松橋町大野85

0964-32-1135

0964-32-0110

阿蘇市

阿蘇市生活相談センター

阿蘇市一の宮町宮地504-1

0967-22-3364

0967-22-3365

本所（相談員配置）

天草市五和町御領2943

0969-32-2552

0969-32-2551

本渡支所（相談員配置）

天草市今釜新町3699

0969-24-0100

0969-22-4985

牛深支所（相談員配置）

天草市牛深町2286-103

0969-72-2904

0969-73-2984

支所 ushibuka@amasha.jp
相談員 nishi-shien@alpha.ocn.ne.jp

有明支所

天草市有明町赤崎2010-9

0969-53-0110

0969-53-1546

ariake@amasha.jp

御所浦支所

天草市御所浦町御所浦3527

0969-67-3782

0969-67-3044

goshoura@amasha.jp

上天草市

shien@kamiamakusasi-syakyo.jp

社会福祉法人 上天草市社会福祉協議会

syakaifukushika@city.uki.lg.jp

担当課 chi-ki@amasha.jp
相談員 chiiki-2@amasha.jp
hondo@amasha.jp
（支所、相談員共通）

自治体名
天草市

大分県

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

社会福祉法人 天草市社会福祉協議会

倉岳支所

天草市倉岳町棚底1997-1

0969-64-3895

0969-64-3766

kuratake@amasha.jp

栖本支所（相談員配置）

天草市栖本町馬場179

0969-66-3367

0969-66-2780

支所 sumoto@amasha.jp
相談員 higashi-soudan@blue.ocn.ne.jp

新和支所

天草市新和町小宮地669-1

0969-46-3770

0969-46-3772

shinwa@amasha.jp

五和支所

天草市五和町御領2943

0969-32-1076

0969-32-0712

ituwa@amasha.jp

天草支所

天草市天草町高浜南488-1

0969-42-0678

0969-42-0704

amakusa@amasha.jp

河浦支所

天草市河浦町白木河内223-12

0969-76-1401

0969-76-1425

kawaura@amasha.jp

096-348-5271

seikatsu@koshi-shakyo.or.jp

合志市

社会福祉法人 合志市社会福祉協議会

安心サポート合志

合志市御代志1661-1
合志市役所西合志庁舎

096-242-9020

大分市

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

大分市自立生活支援センター

大分市金池南1丁目5番1号
ホルトホール内

097-547-8319

別府市

社会福祉法人 別府市社会福祉協議会

別府市自立相談支援センター

別府市上田の湯町１５番40号
別府市社会福祉会館内

0977-27-8835

0977-27-8835

中津市

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会

地域福祉課 生活相談支援係

中津市沖代町1丁目1番11号

0979-23-2095

0979-24-7682

日田市

社会福祉法人 日田市社会福祉協議会

ひた生活支援相談センター

日田市田島2-6-1
日田市役所内

0973-22-5299

0973-28-5136

hitakonkyu1@io.ocn.ne.jp

佐伯市

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

佐伯市くらしサポートセンター「きずな」

佐伯市7255番地13
佐伯市社会福祉センター内

0972-23-7450

0972-22-9031

sashakyo@saiki.tv

臼杵市

社会福祉法人 臼杵市社会福祉協議会

臼杵市社会福祉協議会

臼杵市大字臼杵４番１

0972-64-0123

0972-64-0131

社会福祉課生活支援班

津久見市宮本町20番15号

0972-82-9519

0972-82-9466

地域福祉課福祉相談支援係

竹田市大字会々1650番地

0974-63-1544

0974-63-1050

社会福祉課

豊後高田市是永町３９番地３

0978-22-3100

0978-22-1033

津久見市
竹田市

社会福祉法人 竹田市社会福祉協議会

豊後高田市
杵築市

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

杵築市社会福祉協議会

杵築市大字猪尾900番地
杵築市健康福祉センター内

0978-62-2649

宇佐市

社会福祉法人 宇佐市社会福祉協議会

宇佐市社会福祉協議会

宇佐市大字閤437番地

0978-33-0725

豊後大野市

社会福祉法人
豊後大野市社会福祉協議会

くらし支援窓口

豊後大野市三重町市場1200番地

0974-22-1356

由布市

社会福祉法人 由布市社会福祉協議会

由布市社会福祉協議会

由布市庄内町庄内原365番地1

097-582-2756

国東市

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

国東市社会福祉協議会

国東市国東町浜崎２７５７番地５

0978-74-0333

姫島村

社会福祉法人 姫島村社会福祉協議会

姫島村社会福祉協議会

姫島村1634番地の1
老人憩いの家「白寿苑」内

0978-87-2024

日出町

社会福祉法人 日出町社会福祉協議会

日出町社会福祉協議会

日出町大字藤原2277番地1

0977-72-0323

0978-33-0970

0978-74-0334

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

九重町

社会福祉法人 九重町社会福祉協議会

九重町社会福祉協議会

九重町大字後野上17-1
九重町保健福祉センター内

0973-76-2500

玖珠町

社会福祉法人 玖珠町社会福祉協議会

玖珠町社会福祉協議会

玖珠町大字岩室24番地の1

0973-72-5513

中央福祉こどもセンター

宮崎市霧島１－１－２

0985-26-1551

0985-28-5894

南部福祉こどもセンター

都城市年見町１４－１－１

0986-23-4520

0986-21-0047

児湯福祉事務所

児湯郡高鍋町大字北高鍋３８７０－１

0983-22-1404

0983-22-3736

北部福祉こどもセンター

延岡市大貫町１丁目２８４５

0982-32-6122

0982-35-1701

西臼杵支庁福祉課

西臼杵郡高千穂町大字三田井２２

0982-72-2193

0982-72-5082

宮崎県

宮崎県

ＦＡＸ番号

宮崎市

社会福祉法人 宮崎市社会福祉協議会

宮崎市自立相談支援センター「これから」

松橋1丁目6-36
平野ビル1階

0985-42-9239

0985-29-6733

都城市

社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

都城市生活自立相談センター

都城市松元町4街区17号
都城市社会福祉協議会内

0986-46-5325

0986-25-2103

延岡市

社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

のべおか自立相談支援センター

延岡市三ツ瀬町１丁目１２－４

0982-20-6111

0982-35-5863

日南市

社会福祉法人 日南市社会福祉協議会

日南市生活自立サポートセンター

日南市中央通１丁目１番地２

0987-31-1152

0987-27-3533

小林市

社会福祉法人 小林市社会福祉協議会

小林市生活自立相談支援センター

小林市細野３６７番地１
（小林市社会福祉センター１階）

0984-23-0338

0984-23-9900

日向市

社会福祉法人 日向市社会福祉協議会

日向市生活相談・支援センター
心から(ここから)

日向市大字富高207番地3

0120-294-990
(フリーダイヤル）

0982-52-9562

串間市

社会福祉法人 串間市社会福祉協議会

串間市生活相談支援センター

串間市大字西方９３６５－８

0987-72-6943

0987-72-1915

西都市

西都市生活困窮者自立相談支援窓口

西都市聖陵町２丁目１番地

0983-35-3070

0983-41-1678

えびの市

えびの市生活･仕事支援室

えびの市大字栗下１２９２番地

0984-35-3741

0984-35-0401

鹿児島地域振興局地域保健福祉課

日置市伊集院町下谷口1960-1

099-272-6301

099-272-6270

社会福祉法人さつま町社会福祉協議会

さつまくらし・しごとサポートセンター

薩摩郡さつま町宮之城屋地2117-1

0996-52-2443

0996-52-1148

社会福祉法人湧水町社会福祉協議会

湧水くらし・しごとサポートセンター

姶良郡湧水町川西3079-2

0995-75-2200

0995-74-4980

・一般社団法人よりそい支援かごしま
・特定非営利活動法人ワーカーズコープ
・グリーンコープかごしま

大隅くらし・しごとサポートセンター

鹿屋市打馬二丁目16-6
鹿児島県大隅地域振興局内

0994-52-2072

0994-52-2073

社会福祉法人南種子町社会福祉協議会 種子島中央くらし・しごとサポートセンター

熊毛郡南種子町中之上2283

0997-26-1703

0997-26-1730

社会福祉法人中種子町社会福祉協議会

種子島中央くらし・しごとサポートセンター
中種子町サテライト

熊毛郡中種子町野間6584-2

0997-27-1845

0997-27-1660

社会福祉法人奄美市社会福祉協議会

北大島くらし・しごとサポートセンター

奄美市名瀬長浜町5-6

0997-54-1204

0997-56-8108

鹿児島県

メールアドレス

10jiritsu@city.miyazaki.miyazaki.jp

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

社会福祉法人大和村社会福祉協議会

北大島くらし・しごとサポートセンター
大和村サテライト

大島郡大和村戸円1882-3

0997-58-3434

0997-58-3434

社会福祉法人宇検村社会福祉協議会

北大島くらし・しごとサポートセンター
宇検村サテライト

大島郡宇検村湯湾2937-87

0997-67-2295

0997-67-2296

社会福祉法人瀬戸内町社会福祉協議会

北大島くらし・しごとサポートセンター
瀬戸内町サテライト

大島郡瀬戸内町古仁屋船津16-1

0997-72-4144

0997-72-4145

社会福祉法人龍郷町祉協議会

北大島くらし・しごとサポートセンター
龍郷町サテライト

大島郡龍郷町瀬留967

0997-62-5020

0997-62-5120

社会福祉法人喜界町社会福祉協議会

喜界くらし・しごとサポートセンター

大島郡喜界町赤連22

0997-58-5588

0997-65-0405

社会福祉法人南恵会

徳之島くらし・しごとサポートセンター

大島郡徳之島町亀津7216
鹿児島県大島支庁徳之島事務所内

0997-82-1122

0997-82-1123

社会福祉法人和泊町会福祉協議会

沖永良部くらし・しごとサポートセンター

大島郡和泊町和泊39-3

0997-92-2299

0997-81-4114

社会福祉法人知名町社会福祉協議会

沖永良部くらし・しごとサポートセンター
知名町サテライト

大島郡知名町瀬利覚287

0997-93-5261

0997-93-5723

社会福祉法人与論町会福祉協議会

与論くらし・しごとサポートセンター

大島郡与論町茶花2643-3

0997-97-5042

0997-97-2840

鹿児島市

鹿児島市
生活自立支援センター

鹿児島市山下町１１番１号
生活・就労支援センターかごしま内

099-803-9521

099-216-1234

鹿屋市

福祉政策課保護係

鹿屋市共栄町20番1号

0994-31-1113

0994-44-2494

hukushi@e-kanoya.net

枕崎市

福祉課援護係

枕崎市千代田町27番地

0993-72-1111

0993-72-1656

engo@city.makurazaki.lg.jp

阿久根市鶴見町１６７番地

0996-72-3800

0996-72-3803

鹿児島県

阿久根市

社会福祉法人阿久根市社会福祉協議会

メールアドレス

出水市

福祉課保護係(自立相談支援）

出水市緑町１番３号

0996-63-4128

0996-63-4122

指宿市

地域福祉課

指宿市十町2424番地

0993-22-2111

0993-24-4342

fukushi@city.ibusuki.jp

西之表市くらしサポートセンター

西之表市西之表7612番地

0997-22-1111

0997-22-1021

nishishakyokurasapo@ninus.ocn.ne.jp

福祉課

垂水市上町１１４

0994-32-1111

0994-32-6625

障害・社会福祉課相談支援グループ

薩摩川内市神田町３番２２号

0996-23-5111

0996-23-0808

日置市

福祉課生活支援係

日置市伊集院町郡一丁目100番地

099-248-9419

099-273-3063

曽於市

生活相談支援センター

曽於市財部町南俣11275番地

0986-72-0011

0986-72-0744

霧島市

生活福祉課

霧島市国分中央三丁目４５番１号

0995-64-0858

0995-64-0958

いちき串木野市

くらしの相談・支援ｺｰﾅｰ

いちき串木野市昭和通133番地1

0996-33-5620

0996-32-3124

南さつま市

福祉課生活支援係

南さつま市加世田川畑2648番地

0993-53-2111

0993-52-0113

西之表市

社会福祉法人西之表市社会福祉協議会

垂水市

薩摩川内市

社会福祉法人
薩摩川内市社会福祉協議会

自治体名

事業実施者

窓口名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

社会福祉法人志布志市社会福祉協議会

しぶし生活自立支援センターひまわり

志布志市志布志町志布志3222-1

099-472-1830

099-472-1835

shien@shibushi-syakyo.jp

奄美市

保護課生活支援係

奄美市名瀬幸町25-8

0997-52-1111

0997-52-6955

hogo@city.amami.lg.jp

南九州市

福祉課生活支援係

南九州市川辺町平山３２３４番地

0993-56-1111

0993-56-5611

伊佐市

生活自立相談支援窓口

伊佐市大口里1888番地

0995-23-1311
（内線：1269）

0995-22-5035

社会福祉課

姶良市宮島町２６番地１９

0995-65-7757

0995-64-5440

出水郡長島町鷹巣1659番地1

0996-86-0190

0996-86-0951

屋久島町福祉事務所

熊毛郡屋久島町安房１８７番地１

0997-46-2235

0997-46-3371

就職・生活支援
パーソナルサポートセンター 北部事務所

名護市大中３－９－１
官公労２F

0980-43-0240

0980-43-0232

就職・生活支援
パーソナルサポートセンター 中部事務所

沖縄市美原１－１１－３

098-923-0881

098-923-0882

就職・生活支援
パーソナルサポートセンター 南部事務所

那覇市泉崎１－１５－１０

098-917-5407

098-865-5005

就職・生活支援
パーソナルサポートセンター 南部支所

島尻郡南風原町字与那覇１１５－１
カマドハウス１Ｆ

098-851-7105

098-917-5407

久米島町就職・生活支援
パーソナルサポートセンター

島尻郡久米島町字儀間５

098-851-8335

098-851-8336

那覇市就職・生活支援
パーソナルサポートセンター

那覇市泉崎1-15-10
（グッジョブセンターおきなわ1F）

098-917-5348

098-865-5005

宜野湾市

宜野湾市福祉事務所
生活福祉課生活支援係

宜野湾市野嵩１－１－１
宜野湾市役所内

098-893-441
(内線104)

098-893-4490

石垣市

福祉総務課総務係

石垣市美崎町１４
石垣市役所内

0980-87-6025

0980-82-1580
098-875-5106

志布志市

姶良市

社会福祉法人姶良市社会福祉協議会

長島町

社会福祉法人長島町社会福祉協議会

屋久島町
沖縄県

沖縄県

那覇市

公益財団法人
沖縄県労働者福祉基金協会

公益財団法人
沖縄県労働者福祉基金協会

浦添市

社会福祉法人浦添市社会福祉協議会

自立サポートセンター てだこ未来

浦添市安波茶１－１－１
浦添市役所内

098-875-5065

名護市

・名護市
・社会福祉法人名護市社会福祉協議会

くらしと仕事の応援センター さぽんちゅ

名護市港１－１－１
名護市役所内

0980-53-1212
(内線244)

糸満市

社会福祉法人糸満市社会福祉協議会

糸満市くらしのサポートセンター きづき

糸満市潮崎町１－１
糸満市役所内

098-840-8182

098-840-8182

沖縄市

公益財団法人
沖縄県労働者福祉基金協会

沖縄市就職・生活支援
パーソナルサポートセンター

沖縄市仲宗根町３５－３

098-923-3624

098-923-3625

豊見城市

社会福祉法人豊見城市社会福祉協議会

豊見城市就職・生活支援
パーソナルサポートセンター

豊見城市字翁長８５４－１
豊見城市役所内

098-850-1067

098-856-7046

うるま市

合同会社クレッシェレ

うるま市就職・生活支援
パーソナル・サポート・センター

うるま市みどり町１－１－１
うるま市役所内

098-989-3972

098-989-3971

宮古島市

福祉政策課地域福祉係

宮古島市平良字西里１８６
宮古島市役所内

0980-73-1981

南城市

南城市就職・生活支援
パーソナル・サポートセンター

南城市大里字仲間８０７
大里庁舎内

098-946-8985

098-882-8114

uruma.ps@sasae-uruma.net

