
令和2年4⽉現在

番号 市　町　名 所　在　地 設　置　場　所 担　当　地　区 電　話　番　号

1 佐賀市
（おたっしゃ本舗　佐賀） 佐賀市栄町1-1 佐賀市役所　本庁舎内 勧興・神野 0952-40-7284

2 佐賀市　城南
（おたっしゃ本舗　城南） 佐賀市南佐賀１丁目13-5 ⾚松・北川副 0952-41-5770

3 佐賀市　昭栄
（おたっしゃ本舗　昭栄） 佐賀市嘉瀬町大字扇町2358-1 日新・嘉瀬・新栄 0952-41-7500

4 佐賀市　城東
（おたっしゃ本舗　城東） 佐賀市兵庫町大字渕1903-1 循誘・巨勢・兵庫 0952-33-5294

5 佐賀市　城⻄
（おたっしゃ本舗　城⻄） 佐賀市本庄町大字本庄289-3 ⻄与賀・本庄 0952-41-8323

6 佐賀市　城北
（おたっしゃ本舗　城北） 佐賀市若楠3丁目1-11 ⾼⽊瀬・若楠 0952-20-6539

7 佐賀市　⾦泉
（おたっしゃ本舗　⾦泉） 佐賀市⾦⽴町大字千布2991-1 ⾦⽴・久保泉 0952-71-8100

8 佐賀市　鍋島
（おたっしゃ本舗　鍋島）

佐賀市鍋島3丁目3-20
鍋島シェストビル1階 鍋島・開成 0952-97-9040

9 佐賀市　諸富・蓮池
（おたっしゃ本舗　諸富・蓮池） 佐賀市諸富町大字諸富津1-2 佐賀市役所　諸富支所内 旧諸富町・蓮池 0952-47-5164

10 佐賀市　大和
（おたっしゃ本舗　大和） 佐賀市大和町大字尼寺1870 佐賀市役所　大和支所内 旧大和町 0952-51-2411

11 佐賀市　富士
（おたっしゃ本舗　富士） 佐賀市富士町大字古湯2685 佐賀市役所　富士支所内 旧富士町 0952-58-2810

12 佐賀市　三瀬
（おたっしゃ本舗　三瀬） 佐賀市三瀬村藤原3882-6 三瀬保健センター内 旧三瀬村 0952-56-2417

13 佐賀市　川副
（おたっしゃ本舗　川副） 佐賀市川副町大字⿅江623-1 佐賀市役所　川副支所内 旧川副町 0952-97-9034

14 佐賀市　東与賀
（おたっしゃ本舗　東与賀） 佐賀市東与賀町大字下古賀1193 佐賀市役所　東与賀支所内 旧東与賀町 0952-45-3238

15 佐賀市　久保田
（おたっしゃ本舗　久保田） 佐賀市久保田町大字新田3331-3 佐賀市役所　久保田支所内 旧久保田町 0952-51-3993

16 唐津市 唐津市⻄城内1-1 唐津市役所　地域包括支援課内 サブセンター以外の地区 0955-72-9191

17 唐津市　浜玉サブセンター 唐津市浜玉町浜崎1445-1 浜玉市⺠センター内 旧浜玉町、旧七山村、鏡地区 0955-53-7056

18 唐津市　相知サブセンター 唐津市相知町相知2055-1 相知市⺠センター内 旧相知町、旧厳⽊町、旧北波多村 0955-53-7057

19 唐津市　鎮⻄サブセンター 唐津市鎮⻄町名護屋1530 鎮⻄市⺠センター内 旧鎮⻄町、旧呼⼦町 0955-53-7058

20 唐津市　鎮⻄サブセンター肥前出張所 唐津市肥前町入野甲1703 肥前市⺠センター内 旧肥前町 0955-53-7059

21 鳥栖市　鳥栖地区 鳥栖市轟⽊町1523-6 鳥栖地区、鳥栖北地区 0942-81-3113

22 鳥栖市　田代基⾥地区 鳥栖市田代本町924-1 田代地区、基⾥地区 0942-82-2041

23 鳥栖市　若葉弥⽣が丘地区 鳥栖市神辺町1273-8 若葉地区、弥⽣が丘地区 0942-85-8721

24 鳥栖市　鳥栖⻄地区 鳥栖市村田町1250-1 麓地区、旭地区 0942-82-2188

25 多久市
（おたっしゃ本舗　多久） 多久市北多久町大字⼩侍7-1 多久市役所　庁舎内 多久市 0952-75-6033

26 伊万⾥市 伊万⾥市⽴花町1355-1 伊万⾥市役所　⻑寿社会課内 伊万⾥市 0955-23-2155

27 武雄市 武雄市武雄町大字昭和12-10 武雄市役所　健康課内 武雄市 0954-23-9135

28 ⿅島市 ⿅島市大字納富分2643-1 ⿅島市役所　保険健康課内 ⿅島市 0954-63-2160

29 ⼩城市
（おたっしゃ本舗　⼩城） ⼩城市三日⽉町⻑神田2312-2 ⼩城市役所⻄館内 旧三日⽉町 0952-37-6108

30 ⼩城市　北部
（おたっしゃ本舗　⼩城北） ⼩城市⼩城町723-24 旧⼩城町 0952-73-2172

31 ⼩城市　南部
（おたっしゃ本舗　⼩城南） ⼩城市芦刈町三王崎1522 芦刈保健福祉センター内 旧牛津町、旧芦刈町 0952-66-6376

32 嬉野市　嬉野東部 嬉野市嬉野町大字下宿乙1185 嬉野市役所　嬉野庁舎　福祉課内 吉田、下宿甲、下野、大草野 0954-42-3306

33 嬉野市　嬉野⻄部 嬉野市嬉野町大字下宿丙2390-2 嬉野⽼⼈福祉センター内 下宿乙、下宿丙、下宿丁、岩屋川内、不動山 0954-27-7220

34 嬉野市　塩田地区 嬉野市塩田町大字馬場下甲1769 嬉野市役所　塩田庁舎内 塩田地区(大草野を除く。) 0954-66-8001

35 神埼市
（おたっしゃ本舗　神埼） 神埼市神埼町神埼410 神埼市役所　本庁舎内 旧神埼町 0952-37-0111

36 神埼市　北部
（おたっしゃ本舗　神埼北） 神埼市脊振町広滝555-1 神埼市役所　脊振交流センター内 旧脊振村 0952-59-2005

37 神埼市　南部
（おたっしゃ本舗　神埼南） 神埼市千代田町直鳥166-1 神埼市役所　千代田支所内 旧千代田町 0952-34-6080

38 吉野ヶ⾥町
（おたっしゃ本舗　吉野ヶ⾥） 神埼郡吉野ヶ⾥町三津777 吉野ヶ⾥町役場　東脊振庁舎内 吉野ヶ⾥町 0952-37-0344

39 基山町　基山地区 三養基郡基山町大字園部2307 基山町 0942-81-7039

40 上峰町　上峰地区 三養基郡上峰町大字前牟田107-2 ⽼⼈福祉センター「おたっしゃ館」内 上峰町 0952-52-5250

41 みやき町 三養基郡みやき町大字東尾6436-4 北茂安保健センター内 みやき町 0942-89-3371

42 玄海町 東松浦郡玄海町大字諸浦348 玄海町役場　健康福祉課内 玄海町 0955-52-2220

43 有田町 ⻄松浦郡有田町南原甲664-4 福祉保健センター内 有田町 0955-43-2196

44 大町町 杵島郡大町町大字大町5000 総合福祉保健センター「美郷」内 大町町 0952-82-3187

45 江北町 杵島郡江北町大字山⼝1651-1 江北町役場　福祉課内 江北町 0952-86-5614

46 白石町 杵島郡白石町大字福田1247-1 白石町役場　⻑寿社会課内 白石町 0952-84-7117

47 太良町 藤津郡太良町大字多良1-6 太良町役場　町⺠福祉課内 太良町 0954-67-0718

地域包括支援センター　一覧表


