1．

相談窓口等

（1）区役所福祉課
各種福祉サービスを利用する際の申請の手続きを行っています。
担当課
中央区役所福祉課

東区役所福祉課

所在地
〒860-8618
熊本市中央区手取本町 1-1
〒862-8555
熊本市東区東本町 16-30
〒861-5292

西区役所福祉課

南区役所福祉課

北区役所福祉課

熊本市西区小島 2-7-1
〒861-4189
熊本市南区富合町清藤 405-3
〒861-0195
熊本市北区植木町岩野 238-1

TEL

096-328-2313

096-367-9177

096-329-5403

096-357-4129

096-272-1118

（2）熊本市障がい者相談支援センター
福祉に関する各種相談に応じ、情報の提供や助言、福祉サービス利用援助等の必要な支援を
行っています。
TEL

施設名

所在地

熊本市障がい者相談支援センター

中央区水道町

096-312-3550

チャレンジ

12 番 1 号 1- B 号

096-312-3551

熊本市障がい者相談支援センター

中央区新大江 3 丁目 20

096-200-1571

ウィズ

番3号

096-200-1572

熊本市障がい者相談支援センター

東区長嶺西 3 丁目

096-237-6777

青空

1 番 35 号

096-237-6757

熊本市障がい者相談支援センター

東区健軍１丁目

096-237-7563

きらり

27 番 3 号

096-237-7516

熊本市障がい者相談支援センター

西区春日 1 丁目

096-223-6663

さいせい

3 番 18 号

096-223-6667

FAX

＜次ページに続く＞
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TEL

施設名

所在地

熊本市障がい者相談支援センター

南区田迎 5 丁目 1 番 27

096-285-8757

じょうなん

号 KS ビル 1 階 B 号室

096-285-8758

熊本市障がい者相談支援センター

南区城南町沈目

0964-28-7799

絆

1502 番地

0964-28-0040

熊本市障がい者相談支援センター

北区龍田 7 丁目

096-288-5012

アシスト

1 番 65 号 102 号

096-288-5026

熊本市障がい者相談支援センター

北区下硯川町

096-342-4173

なでしこ

480 番地１

096-342-4174

FAX

※平成 30 年（2018 年）4 月 1 日～令和 3 年（2021 年）3 月 31 日

（3）障がい者相談員
身体・知的障がい者の更生援護の相談に応じ、関係機関と連携をとりながら指導・助言を行
っています。
①身体障害者相談員
氏名

障害区分

住所

TEL
096-355-5216

多門

文雄

肢体

中央区西唐人町

松本

弘樹

聴覚

東区月出

篠原

静雄

視覚

西区八島

096-383-6333

住所

TEL

096-385-0809
※FAX のみ

②知的障害者相談員
氏名
堅島

陽子

東区小山

096-389-3682

山本

博子

中央区本荘

096-364-6432

真由美

南区八幡

096-358-4923

中央区大江

096-372-1720

中央区国府

096-372-2151

若松
東
中村

澄子
淳子

（4）熊本市障がい者虐待防止センター
障がい者への虐待に関する通報や届出を受け付けます。虐待を受けた方、または見聞きされ
た方は、ご連絡ください。
【問い合わせ先】 電話 096-326-9111（24 時間受付）
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（5）熊本県障がい者結婚相談所
障がい者の結婚に関する相談に応じています。
〇電話相談：月曜～金曜(土・日・祝日を除く)9 時～16 時
〇来所相談：月曜～金曜(土・日・祝日を除く)9 時～16 時
【問い合わせ先】 熊本県身体障害者福祉団体連合会内

電話

※要予約
096-354-7371

（6）熊本県身体障害者福祉センター
身体障がい者の社会参加支援のため、各種相談・訓練・情報・文化・教養・スポーツ・レクリ
エーション等の便宜を供するとともに、宿泊施設の提供・リフトバスの運行・ボランティアの
養成等を総合的に行う施設です。
【問い合わせ先】 電話 096-383-6533

（熊本市東区長嶺南 2 丁目 3-2）

（7）民生委員・児童委員
地域社会で、援助を必要とする方からの相談に応じ、助言その他の援助を行う一方、福祉事
務所や児童相談所などの関係行政機関の業務に協力し、社会福祉の増進に努めています。
【問い合わせ先】 熊本市健康福祉政策課
各区役所福祉課

電話 096-328-2340

電話 P101～102 参照

（8）熊本市障がい者福祉相談所
身体や知的に障がいのある人の相談や判定を行います。医師や心理判定員、理学療法士、言
語聴覚士などが、専門的な立場から支援します。
＜業務内容＞
・身体障害者手帳の書類審査
・18 歳以上の方の療育手帳の相談、面接
・更生医療の書類審査
・義肢・装具、車椅子についての書類審査や来所相談
・その他、必要に応じた相談
【問い合わせ先】 こどもセンター（あいぱるくまもと）1 階
電話

096-362-6500

FAX
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096-362-6660

（9）熊本市障害者福祉センター希望荘
障がい者とその家族のためのふれあい総合相談所を、毎週日曜の 13 時から 16 時まで開いて
います。就業支援、特別支援学校教諭、障がい者福祉等の専門員が交代で相談に応じます。
毎週第 4 日曜日は、視覚に障がいのある方の専門の相談員も配置しております。
聴覚に障がいのある方には、予約を頂いたうえで専門の相談員、必要であれば手話通訳を配
置します。
また、障がい者や家族の方が、憩いの場や研修の場として利用できる福祉センターとして、
次のような事業を行っています。
＜事業内容＞
・貸館業務

・文化・趣味教室、ボランティア講座等の各種講座

・希望荘フェスタ等の各種事業

・就職、生活等についての相談

・地域活動支援センター（機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス）
・福祉バスの運行（研修及びスポーツ・レクリエーション等に利用できます。）
＜対象者＞
本市に居住する又は、活動の拠点を置く障がい者（児）とその家族及び支援者、障がい福
祉関係者及び団体。

【問い合わせ先】 電話 096-371-5533

◆◆◆

FAX

096-364-5309

障がい児・児童

◆◆◆

（10）熊本市児童相談所
18 歳未満のお子さんに関する相談や悩みを受付けます。家族や子ども本人、学校や地域の
人など、だれでも相談できます。（相談受付：月～金、8：30～17：15）
＜業務内容＞
・子どもの虐待についての相談
・子どもの生活の乱れについての相談
・養護についての相談
・子どもの障がいについての相談
・子どもの性格行動・育て方についての相談
・里親登録の相談
・18 歳未満の方の療育手帳の相談、面接
・その他、必要に応じた相談
【問い合わせ先】 こどもセンター（あいぱるくまもと）3 階
電話

096-366-8181

FAX
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096-366-8222

（11）子ども・若者総合相談センター
39 歳までの子ども・若者に関するあらゆる相談をお受けしています。
＜電話相談＞
年中無休

24 時間受付（令和 3 年 3 月 31 日まで）

月曜～金曜 8：30～21：00（令和 3 年 4 月 1 日から）
＜面接相談＞
月曜～金曜 8：30～17：15 ※電話予約優先。
＜メール相談＞
24 時間受付 ※土・日・祝日・年末年始の相談は、返信が休み明けになります。
＜休館日＞
土曜・日曜・祝日・年末年始

【問い合わせ先】 熊本市総合保健福祉センター ウェルパルくまもと 2 階
電話

096-361-2525

メールアドレス

◆◆◆

kodomosougousoudan@city.kumamoto.lg.jp

発達障がい

◆◆◆

（12）熊本市発達障がい者支援センターみなわ
発達障がいのある方々に対して、関係機関等と連携し、相談支援・発達支援・就労支援、
普及啓発と研修活動を行い、ご本人やそのご家族が安心して地域で暮らすことができるよう
に支援を行っています。
＜利用時間＞
原則として月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分）
＜休館日＞
土曜・日曜・祝日・年末年始
＜利用申し込み＞
電話、ＦＡＸ、メールでお申し込みください。来所相談は、事前に予約が必要です。
【問い合わせ先】 熊本市総合保健福祉センター ウェルパルくまもと 2 階
電話

096-366-1919

メールアドレス

FAX

096-366-1900

kchssc@kumamoto-minawa.com

HＰ http://www.kumamoto-minawa.com

（13）熊本市子ども発達支援センター
ことばや心身の発達に何らかの心配のあるお子さまについての様々な相談に応じ、支援を行
っています。
＜子ども発達支援センターができること＞
・発達に関する相談
＜次ページに続く＞
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・医学的相談
・支援機関や福祉サービスについての情報提供
＜電話相談（随時）＞
月曜～土曜（8：30～17：15）

※面接相談は要予約（月曜～金曜）

＜休館日＞
日曜・祝日・年末年始
【問い合わせ先】 熊本市総合保健福祉センター ウェルパルくまもと 2 階
電話 096-366-8240 FAX 096-366-8260

◆◆◆

難病

◆◆◆

（14）熊本市保健所（療養生活のための相談・支援）
患者さんやその家族が疾病について理解し、療養上の悩み等の解消を図るために、専門の医師
等による医療講演会・相談会を年に 2～3 回開催しています。
また、患者さんの希望により、療養上の悩みに対する相談や在宅療養に必要な医学的指導等を
行うために、難病診療連携コーディネーターや保健師等が訪問相談を実施しています。
〇熊本県難病相談支援センターのホームページ（https://kumamotonanbyou-center.org/）で
は、講演会や交流会などの年間の行事を紹介しています。
【問い合わせ先】

熊本市保健所 医療政策課 難病対策班
電話 096-364-3300

（15）熊本県難病相談・支援センター、熊本県難病医療連絡協議会
名

称

所

在

地

熊本県難病相談・ 熊本市東区東町 4-11-1
支援センター

熊本県難病医療
連絡協議会

(公財)熊本県総合保健センター管理棟 3 階
熊本市中央区本荘 1-1-1
熊本大学病院（地域連携センター内難病相談
室）
合志市須屋 2659
国立病院機構熊本再春医療センター（難病相
談室）
宇城市松橋町豊福 2338
国立病院機構熊本南病院（地域医療連携室
内）

電話番号
096-331-0555

相談日時
月～金
9 時～16 時

096-373-5690

火・金
9 時～17 時

096-242-1000

月・水
9 時～17 時

0964-32-0826

木曜

〇また、難病情報センター（http://www.nanbyou.or.jp/）のホームページでは、難病の疾患の
解説や各種制度の概要の情報を厚生労働省などの支援により提供しています。
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◆◆◆
（16）こころの健康相談

精神保健福祉関係

◆◆◆

精神科嘱託医による相談

担当課

TEL

相談日

中央区役所保健子ども課

096-328-2419

毎月第 4 月曜日

東区役所保健子ども課

096-367-9134

毎月第 1・第 3 木曜日

西区役所保健子ども課

096-329-1147

南区役所保健子ども課

096-357-4138

毎月第 3 金曜日

北区役所保健子ども課

096-272-1128

毎月第 3 月曜日

精神科医不在です。相談希望の方
はお問い合わせください。

※日程が変更になる場合がありますので、市政だよりまたは各課に直接ご確認ください。
※要予約（相談時間は午後です）

（17）精神保健福祉相談
担当課

TEL

相談日

P103～104 参照

月曜～金曜

熊本市こころの健康センター

096-362-8100

月曜～金曜（要予約）

熊本市精神保健福祉室

096-361-2293

月曜～金曜

各区役所
保健子ども課・福祉課

（18）電話相談
名称

TEL

相談日時

熊本いのちの電話

096-353-4343

熊本こころの電話

096-285-6688

自殺予防いのちの電話

0120-783-556

自殺予防ナビダイヤル

0570—783—556

17

年中無休

年中無休

24 時間対応

11 時～18 時半

毎日 午後 4 時～午後 9 時
毎月 10 日 午前 8 時～翌日午前 8 時
毎日

午前 10 時～午後 10 時

（19）熊本市ひきこもり支援センター「りんく」
ひきこもりの悩みを持つ方又は家族を対象に、ひきこもりに関する相談を受け付けます。

【問い合わせ先】 電話

096-366-2220

（月曜～金曜

9 時～16 時）

（20）熊本市こころの健康センター
市民のこころの健康についての相談や知識の普及、精神障がい者とその家族への社会復帰の
促進、各関係機関への技術支援などを行います。
＜こころの健康相談＞
ご自身やご家族のこころの悩みについて相談をお受けしています。
電話相談のほか、必要に応じて、精神科医師、心理士等による来所相談（要予約）を行います。
○電話相談：月曜～金曜

9 時～16 時 相談専用番号 096-362-8100

○来所相談：医師・心理士等の専門相談（要予約）
【問い合わせ先】 こころの健康センター

電話 096-366-1171
相談専用番号 096-362-8100

＜精神医療審査会＞
精神科病院に入院中の方の人権を擁護する機関です。精神科病院に入院中の方やその家族な
どから退院や処遇改善の請求があった時に、入院の必要性や処遇が適切かどうかについて審査
を行います。
【問い合わせ先】 熊本市精神医療審査会
電話 096-366-1222（月曜～金曜

◆◆◆

8 時 30 分～17 時 15 分）

雇用・就労

◆◆◆

（21）くまもと障がい者ワーク・ライフサポートセンター縁
専門の相談員が、障がいのある方の就業やそれに伴う生活面での支援を行い、ハローワーク
をはじめとする関係機関と連携し、就労までのサポートをします。また、職場定着のために継
続した支援が必要な方に対しても、個別に支援を行います。
【問い合わせ先】 電話 096-288-0500

（月曜～金曜）
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（22）熊本障害者職業センター
仕事に就くうえで何らかの障害のある方に対して就職に向けた職業相談、職業評価から就職・
復職後の職場定着に向けた職業リハビリテーションに関する支援を行っています。また、事業
主の方に対しては、障がい者の雇い入れや、雇用管理に関する支援・サービスを行っています。
【問い合わせ先】 電話 096-371-8333 （月曜～金曜）

（23）ハローワーク熊本（熊本公共職業安定所）
障がい者の就職等について、専門の担当者が相談に応じています。求職を申し込むと、障が
いの状況、技能、適性、希望等が登録され、就職から就職後のフォローアップまで、一貫した
サービスを行っています。
職業相談・紹介は管轄外のハローワークでもできますが、障がい者求職登録や公共職業訓練
の相談・申込は管轄のハローワークとなります。

名

称

ハローワーク熊本
（熊本公共職業安
定所）

ハローワーク菊池
（菊池公共職業安
定所）

ハローワーク宇城
（宇城公共職業安
定所）

所 在 地 ・電 話 番 号

〒862-0971
熊本市中央区大江 6-1—38

管轄

熊本市（北区植木、南区城南
町・富合町を除く）

開所時間

月曜日～金曜日
8 時 30 分～17 時 15 分

電話 096—371—8609

〒861-1331
菊池市隈府 771—1

北区植木町

月曜日～金曜日
8 時 30 分～17 時 15 分

電話 0968—24—8609

〒869-0502
宇城市松橋町松橋 266

南区城南町、富合町

月曜日～金曜日
8 時 30 分～17 時 15 分

電話 0964－32－8609

＜次ページに続く＞
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＜公共職業訓練＞
障がい者の職業能力の開発向上を図り、就職を容易にするための訓練を、職業訓練校等にお
いて実施しています。
（訓練費用は無料です）
■身体障害者訓練校
名

称

所 在 地 ・ 電 話 番 号
〒359-0042

国立職業リハビリテ
ーションセンター

埼玉県所沢市並木 4-2

〒716-1241
岡山県加賀郡吉備中央町吉川 7520
電話 0866-56-9003
〒808-0122

福岡障害者職業能力
開発校

練 科 目

機械製図科、電子機器科、職域開発科、職業実
務科、建築設計科、経理事務科、ＯＡ事務科、
オフィスワーク科、ＯＡシステム科、テクニカ
ルオペレーション科、ＤＴＰ・Ｗｅｂ技術科

電話 04-2995-1201
国立吉備高原職業
リハビリテーション
センター

訓

機械 CAD コース、電気・電子技術・CAD コース、
会計ビジネスコース、OA ビジネスコース、システ
ム設計・管理コース、IT ビジネスコース

コンピュータ製図科、プログラム設計科、商
業デザイン科、ＯＡビジネス科、福祉住環境
科、流通ビジネス科、総合実務科

北九州市若松区蜑住 1728-1
電話 093-741-5431
〒895-1402

鹿児島障害者職業能
力開発校

鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名
1432

情報電子科、デザイン製版科、建築設計科、
義肢福祉用具科、ＯＡ事務科、アパレル科、
造形実務科

電話 0996-44-2206

身体障害者ソフトウ
ェア開発訓練センタ
ー

〒861-2202
上益城郡益城町田原 2081-28

システム設計科、データベース設計科

電話 096-289-2100
〒819-0165

国立障害者リハビリ
テーションセンター
自立支援局 福岡視
力障害センター

福岡市西区今津 4820-1
電話 092-806-1361
※通所が困難な方は宿舎利用可能

・自立訓練（機能訓練）
日常生活に必要な諸技術の習得
・就労移行支援（養成施設）
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
の養成

＜職業適応訓練＞
障がい者が職場環境に容易に適応できるようにするため、民間事業所に委託して雇用前提で
訓練を実施しています。
（訓練期間は原則として 6 ヶ月以内です。）

【問い合わせ先】 各ハローワーク （月曜～金曜）
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（24）当事者団体等
◆自助グループ（家族会含む）※変更の場合があります。詳細はお問い合わせください。
会名

薬
物

開催日・場所

NA熊本グループ

木曜 19時～20時30分
カトリック健軍教会

ナラノン

月曜 19時～21時
カトリック健軍教会
月例会

NPO法人熊本県断酒友の会
熊本市支部

ギ
ャ
ン
ブ
ル

13時～

大江公民館

096-352-4805（宇田）

第4土曜

19時～

中山宅

096-369-8578（中山）

毎週水曜

そ
の
他

19時～

アシスト

090-9572-8862（堀田）

こころ

080-6447-8029（西村）

夜間例会
毎週水曜

山鹿例会

19時～
19時～

多目的室（益城病院内）

※休会中
第1日曜

AA熊本手取グループ

月曜 13時30分～15時
希望荘（第1・3月曜は女性クローズド、第４月曜
はオープン）
木・土曜 13時30分～15時
出水南地域コミュニティセンター

AA健軍グループ

火曜19時～20時30分
水曜14時30分～16時

アメシスト（女性グループ）

年3回

GA（ギャンブル依存）熊本グループ

13時～

不定期

希望荘

096-369-8578（中山）

益城病院

0965-52-0461（迫田）

火曜14時～15時30分 ルーテル大江教会
水曜19時～20時30分 ルーテル室園教会
木曜19時～20時30分 ルーテル健軍教会
第1・3・5金曜14時～15時30分 五福公民館
第2・4金曜19時～20時30分 大江公民館
土曜13時30分～15時 きくよう地域生活支援センター

木曜

ギャマノン北くまもと

第1・3火曜

熊本発達支援親の会「めだかの会」

定例会：月1回（開催場所は未定）
子どもの療育：月1回 熊本県身体障がい者福祉センター
詳細はHP・メール・電話でご確認ください
メール medaka.09028569492@softbank.ne.jp
URL

ル・シエルくまもと

【対象：成人期発達障がい者の家族及び当事
者】

19時～20時30分

19時30分～21時30分

植木公民館

090-2856-9492

http://sites.google.com/site/medakamedaka090285694
92/

第2土曜 1０時～12時 ※要問合せ
熊本市東区若葉1丁目12-1オカムラビル1階
平日の夜・休日の午後（月2回、不定期）
場所：熊本市内

高機能自閉症・アスペルガー当事者会
シェアハート

日時：毎月第2日曜日13時半～
場所：毎月変わるのでお問い合わせください。
対象：原則18歳以上の当事者・支援者・家族

（公社）日本てんかん協会
熊本県支部・熊本市分会（波の会）

第2土曜14時～16時

摂食障害ミーティング「肥後椿会」

第4土曜14時～15時30分

OCD（強迫性障害/強迫症）の会

月1回 13時～15時
（HP・メール・電話でご確認ください）
熊本市ふれあい文化センター又は、希望荘
メール ocd2004@gmail.com
URL
http://ocdnokai.web.fc2.com/

NPO法人グリーンライフ熊本ACの会

第2・4火曜13時30分～15時

※場所はお問合せください
向陽台病院

あおば病院

EAひまわりの会
【対象：感情・情緒のコントロールに困難を抱 火曜
える当事者】

19時～20時30分

ルーテル室園教会

第1土曜10時～12時
希望荘
第2土曜）

【対象：精神疾患を持つ当事者及びその家族】 （祭日の場合

SCA（性依存）熊本グループ

熊本市こころの健康セン
ター 096-362-8100

ルーテル健軍教会

熊本県発達障害当事者会Little bit

ふれあいの会

AA九州沖縄
セントラルオフィス
099-248-0057

カトリック健軍教会
日本福音ルーテル神水教会

ギャマノン熊本

NPO法人

090-9572-8862（堀田）
090-8761-8925（上野）

断酒例会（家族会つくし会）

【対象：LD、AD/HD、高機能自閉症等】

発
達

熊本市こころの健康セン
ター 096-362-8100

第3日曜

第1土曜
ア
ル
コ
ー
ル

お問合せ先

第1金曜 19時～20時30分（オープン）
第3金曜 19時～20時30分（クローズド）
大江公民館
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096-365-6606
080-2555-4009
Mail：
littlebitkumamoto@gmai
l.com
shareheart3@gmail.com
090-6299-0453
（井上）
096-273-7144
096-272-5250

090-1342-7808

090-1340-9329（時松）

熊本市こころの健康セン
ター 096-362-8100

080—3994—7244（中村）
熊本市こころの健康セン
ター 096-362-8100

（25）家族教室
1 精神障がい者家族教室

※変更になる場合があります。事前にお問合せ下さい。

主催

開催日

場所

熊本市心の障害者家族会
（むつみ会）

偶数月第4土曜日（原則）
13時30分～

※お問い合わせ下さい

西区精神障がい者家族教室

年3回程度13時30分～
※お問い合わせ下さい

西部公民館等

お問合せ先
080-3542-7757
（宮田）
096-329-1147
（西区役所保健子ども
課）

2 依存症家族教室
主催
熊本市こころの健康センター

開催日

場所

第1火曜日
18時30分～20時30分
第3火曜日
13時30分～15時30分

総合保健福祉センター
（ウェルパルくまもと）

お問合せ先
096-362-8100

3 依存症家族ミーティング
主催
熊本県精神保健福祉センター

開催日
第3金曜日
13時30分～15時30分

場所

お問合せ先

熊本県精神保健福祉センター

096-386-1166

場所

お問合せ先

4 ひきこもり家族教室
主催
熊本市ひきこもり支援センター
『りんく』

開催日
毎月１回
※お問合せください

総合保健福祉センター
（ウェルパルくまもと）等

096-366-2220

５自死遺族グループミーティング
主催
熊本市こころの健康センター
（熊本県精神保健福祉センターと共催）

開催日
奇数月 第４木曜日
14時～16時

場所

お問合せ先

熊本県精神保健福祉センター

096-362-8100

場所

お問合せ先

（26）当事者用プログラム
1 依存症行動変容プログラム
主催
熊本市こころの健康センター

開催日

総合保健福祉センター
（ウェルパルくまもと）

※お問合せ下さい

096-362-8100

2 依存症回復支援プログラム（KUMARPP）
主催
熊本県精神保健福祉センター

開催日
第2・4火曜日
13時30分～15時

場所

お問合せ先

熊本県精神保健福祉センター

096-386-1166

場所

お問合せ先

3 ひきこもり当事者プログラム（すまいｒｉｎｇ♪）
主催
熊本市ひきこもり支援センター
『りんく』

開催日
火曜日・木曜日
14時～15時30分

総合保健福祉センター
（ウェルパルくまもと）等
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096-366-2220

（27）障がい者（児）福祉団体
障がい者（児）の福祉の向上を目的とした団体が様々な活動を行っています。

団体名

事務所
中央区新町2丁目4-27

熊本市手をつなぐ育成会

熊本市健康センター新町分室2階

中央区帯山3丁目20-16

日本ダウン症協会熊本支部

田中第二ビル402号室

中央区帯山3丁目20-14

熊本県自閉スペクトラム症協会

田中不動産ビル405号室

中央区南千反畑町3-7

全国重症心身障害児（者）を守る会熊本県支部

熊本県総合福祉センター2階

中央区南千反畑町3-7

熊本県障害児（者）親の会連合会

熊本県総合福祉センター2階

中央区南千反畑町3-7

日本てんかん協会熊本県支部・熊本市分会

熊本県総合福祉センター2階

電話番号

096-352-0010

080-3370-5810

090-3320-5774

096-351-8599

096-351-8599

096-273-7144

ＮＰＯ法人あゆみ

西区中原町370-4

熊本県知的障害者施設家族会連合会（きずなの
会）

中央区南千反畑町3-7

熊本県精神保健福祉協会

東区月出3丁目1-120

096-285-6884

熊本市心の障害者家族会

中央区内坪井町3-1

096-288-0513

熊本県精神障害者福祉会連合会

南区南高江7丁目8-77

096-358-4054

熊本県総合福祉センター2階

中央区新町2丁目4-27

熊本市身体障害者福祉協会連合会

熊本市健康センター新町分室2階

中央区南千反畑町3-7

熊本県肢体不自由児協会

熊本県総合福祉センター2階
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096-273-6518

096-351-8599

096-351-5143

096-354-0675

