
市町名
所在地

（設置場所）
担当地区 電話番号（直通）

夜間・休日の
電話番号

佐賀市栄町1-1
（佐賀市役所本庁舎　高齢福祉課内）

勧興・神野 ０９５２-４０-７２８４ ０９５２-２４-３１５１

佐賀市南佐賀１丁目13-5 赤松・北川副 ０９５２-４１-５７７０ ０９５２-４１-５７７０

佐賀市嘉瀬町大字扇町2358-1 日新・嘉瀬・新栄 ０９５２-４１-７５００ ０９５２-４１-７５００

佐賀市兵庫町大字渕1903-1 循誘・巨勢・兵庫 ０９５２-３３-５２９４ ０９５２-３３-５２９４

佐賀市本庄町大字本庄289-3 西与賀・本庄 ０９５２-４１-８３２３ ０９５２-４１-８３２３

佐賀市若楠3丁目1-11 高木瀬 ・若楠 ０９５２-２０-６５３９ ０９５２-２０-６５３９

佐賀市金立町大字千布2991-1 金立・久保泉 ０９５２-７１-８１００ ０９５２-７１-８１００

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 ０９５２-９７-９０４０

佐賀市諸富町大字諸富津1-2
（佐賀市役所　諸富支所内）

諸富町・蓮池 ０９５２-４７-５１６４ ０９５２-４７-５１６４

佐賀市大和町大字尼寺1870
（佐賀市役所　大和支所内）

大和町 ０９５２-５１-２４１１ ０９５２-５１-２４１１

佐賀市富士町大字古湯2685
（佐賀市役所　富士支所内）

富士町 ０９５２-５８-２８１０ ０９５２-５８-２８１０

佐賀市三瀬村藤原3882-6
（佐賀市三瀬保健センター内）

三瀬村 ０９５２-５６-２４１７ ０９５２-５６-２４１７

佐賀市川副町大字鹿江623-1
（佐賀市役所　川副支所内）

川副町 ０９５２-９７-９０３４ ０９５２-９７-９０３４

佐賀市東与賀町大字下古賀1193
（佐賀市役所　東与賀支所内）

東与賀町 ０９５２-４５-３２３８ ０９５２-４５-３２３８

佐賀市久保田町大字新田3331-3
（佐賀市役所　久保田支所内）

久保田町 ０９５２-５１-３９９３ ０９５２-５１-３９９３

唐津市西城内1-1
（唐津市役所　地域包括支援課内）

唐津市全域 ０９５５-７２-９１９１ ０９５５-７２-９１１１

唐津市浜玉町浜崎1445-1
（唐津市役所　浜玉市民センター内）

浜玉・七山・鏡
・久里

０９５５-５３-７０５６ ０９５５-５３-７１００

唐津市相知町相知2055-1
（唐津市役所　相知市民センター内）

相知・厳木・北波多 ０９５５-５３-７０５７ ０９５５-５３-７１２０

唐津市鎮西町名護屋1530
（唐津市役所　鎮西市民センター内）

鎮西・呼子 ０９５５-５３-７０５８ ０９５５-５３-７１５０

唐津市肥前町入野甲1703
（唐津市役所　肥前市民センター内）

肥前 ０９５５-５３-７０５９ ０９５５-５３-７１４０

社会福祉課 高齢者福祉係 鳥栖市宿町１１１８番地 鳥栖市 ０９４２-８５-３５５４ ０９４２-８５-３５００

鳥栖市轟木町1523-6 鳥栖・鳥栖北 ０９４２-８１-３１１３ ０９４２-８１-３１１３

鳥栖市田代本町924-1 田代・基里 ０９４２-８２-２０４１ ０９４２-８２-２０４１

鳥栖市村田町1250-1 麓・旭 ０９４２-８２-２１８８ ０９４２-８２-２１８８

鳥栖市神辺町1273-8 若葉・弥生が丘 ０９４２-８５-８７２１ ０９４２-８５-８７２１

福祉課 高齢障害者福祉係 多久市北多久町大字小侍7-1 ０９５２-７５-４８２３ ０９５２-７５-２１１１

多久市北多久町大字小侍7-1
（多久市役所　地域包括支援課内）

０９５２-７５-６０３３ ０９５２-７５-２１１１

伊万里市
伊万里市立花町1355-1
（伊万里市役所　長寿社会課内）

伊万里市 ０９５５-２３-２１５５ ０９５５-２３-２１１１

武雄市
武雄市武雄町大字昭和12-10
（武雄市役所庁舎　健康課内）

武雄市 ０９５４-２３-９１３５ ０９５４-２３-９１１１

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 ０９５４-６３-２１６０

佐賀市鍋島地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗鍋島）

佐賀市諸富・蓮池地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗諸富・蓮池）

唐津市

唐津市地域包括支援浜玉サブセンター

唐津市地域包括支援鎮西サブセンター
肥前出張所

多久市
多久市地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗多久）

鳥栖市鳥栖西地区地域包括支援センター

佐賀市城北地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗城北）

佐賀市金泉地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗金泉）

鳥栖市

多久市

佐賀市富士地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗富士）

鳥栖市鳥栖地区地域包括支援センター

鳥栖市田代基里地区地域包括支援センター

名称

佐賀市久保田地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗久保田）

佐賀市城東地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗城東）

佐賀市城西地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗城西）

鳥栖市若葉弥生が丘地区地域包括支援センター

関係機関連絡先

佐賀市東与賀地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗東与賀）

高齢者虐待対応窓口

佐賀市三瀬地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗三瀬）

佐賀市川副地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗川副）

佐賀市城南地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗城南）

佐賀市昭栄地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗昭栄）

佐賀市

佐賀市大和地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗大和）

佐賀市地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗佐賀）

唐津市地域包括支援センター

伊万里市地域包括支援センター

唐津市地域包括支援相知サブセンター

唐津市地域包括支援鎮西サブセンター

武雄市地域包括支援センター

鹿島市地域包括支援センター

　※「夜間・休日の電話番号」については、当直・守衛等 から関係者へつなぐようになっています。
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市町名
所在地

（設置場所）
担当地区 電話番号（直通）

夜間・休日の
電話番号

名称

関係機関連絡先

高齢者虐待対応窓口

高齢障がい支援課 高齢者支援係 小城市三日月町長神田2312-2 小城市 ０９５２-３７-６１０８ ０９５２-３７-６１０８

小城市三日月町長神田2312-2
(小城市役所　高齢障がい支援課内）

三日月町 ０９５２-３７-６１０８ ０９５２-３７-６１０８

小城市小城町723-24 小城町 ０９５２-７３-２１７２ ───

小城市芦刈町三王崎1522
（小城市芦刈保健福祉センター内）

牛津町・芦刈町 ０９５２-６６-６３７６ ───

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 ０９５４-６６-３１１１

嬉野市嬉野町大字下宿丙2390-2
（嬉野市嬉野老人福祉センター内）

下宿乙・丙・丁・岩屋川内
・不動山・下宿特養 ０９５４-２７-７２２０ ０９５４-２７-７２２０

嬉野市塩田町大字馬場下甲1769
（嬉野市役所　塩田庁舎　福祉課内）

塩田（大草野を除く） ０９５４-６６-８００１ ０９５４-６６-８００１

神埼市神埼町神埼410
（神埼市役所本庁舎　高齢障がい課内）

神埼町 ０９５２-３７-０１１１ ０９５２-５２-１１１１

神埼市脊振町広滝555番地1
（神埼市役所　脊振支所内）

脊振町 ０９５２-５９-２００５ ０９５２-５９-２００５

神埼市千代田町直鳥166-1
（神埼市役所　千代田支所内）

千代田町 ０９５２-３４-６０８０ ０９５２-３４-６０８０

吉野ヶ里町
神埼郡吉野ヶ里町三津777
（吉野ヶ里町役場東脊振庁舎福祉課内）

吉野ヶ里町 ０９５２-３７-０３４４ ０９５２-５３-１１１１

福祉課 高齢福祉係 三養基郡基山町大字宮浦666 ０９４２-９２-７９６４ ０９４２-９２-２０１１

三養基郡基山町大字園部2307 ０９４２-８１-７０３９ ───

上峰町 健康福祉課 三養基郡上峰町大字坊所383-1 ０９５２―５２―７４１３ ０９５２―５２―５２５０

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）

０９５２-５２-５２５０ ０９５２-５２-５２５０

みやき町
三養基郡みやき町大字東尾6436-4
（みやき町北茂安保健センター内）

みやき町 ０９４２-８９-３３７１ ０９４２-８９-３３７１

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 ０９５５-５２-２２２０

有田町
西松浦郡有田町南原甲664-4
（有田町福祉保健ｾﾝﾀｰ健康福祉課内）

有田町 ０９５５-４３-２１９６ ０９５５-４６-２１１１

大町町
杵島郡大町町大字大町5000
（大町町総合福祉保健センター「美郷」
　福祉課内）

大町町 ０９５２-８２-３１８７ ０９５２-８２-３１１１

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 ０９５２-８６-２１１１

白石町
杵島郡白石町大字福田1247-1
（白石町役場　長寿社会課内）

白石町 ０９５２―８４―７１１７ ０９５２-８４-２１１１

太良町
藤津郡太良町大字多良1-6
（太良町役場　町民福祉課内）

太良町 ０９５４-６７-０７１８ ０９５４-６７-０３１１

上峰町

上峰地区地域包括センター

上峰町

基山町 基山町

小城市北部地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗小城北）

小城市南部地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗小城南）

神埼市地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗神埼）

吉野ヶ里町地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗吉野ヶ里）

塩田地区地域包括支援センター

太良町地域包括支援センター

小城市地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗小城）

　※「夜間・休日の電話番号」については、当直・守衛等 から関係者へつなぐようになっています。

神埼市北部地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗神埼北）

神埼市南部地域包括支援センター
（おたっしゃ本舗神埼南）

嬉野市

神埼市

基山地区地域包括支援センター

小城市

嬉野東部地域包括支援センター

嬉野西部地域包括支援センター

玄海町地域包括支援センター

有田町地域包括支援センター

大町町地域包括支援センター

江北町地域包括支援センター

白石町地域包括支援センター

みやき町地域包括支援センター
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