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特定福祉用具販売事業所 ( 定員 -

人 )

人 )

人 )

事業所数 50  定員 2,198

福祉用具貸与事業所 ( 事業所数 141  定員 -

短期入所療養介護事業所 ( 事業所数 186  定員 - 人 )

就労継続支援（Ｂ型）事業所

249  定員

9  

自立訓練（生活訓練）事業所

( 事業所数就労継続支援（Ａ型）事業所

障害者総合支援法（※）に基づく施設・事業所

[日中活動系]

同行援護事業所 (

特定施設入居者生活介護事業所 (

介護予防サービス事業所

(

(

就労移行支援事業所

生活介護事業所 事業所数

(
事業所数

事業所数重度訪問介護事業所

居宅介護事業所

行動援護事業所 (

[訪問系]
障害福祉サービス事
業所

-

人

人

事業所数

定員107  

定員249  

392

(

事業所数

-

(

定員

定員

72  定員

定員自立訓練（機能訓練）事業所 3  

171  

41  

(

事業所数

事業所数 定員75  

3,311定員

170  人

人
事業所数 定員 )

(

735

事業所数

)

-

)

3,472

人

人

人 )

)

)

)人

-

18

人1,234 )

)

人 )

障がい者関係施設・事業所

　  ※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことをいう。
        以下、同じ。

-2-



社会福祉士受験資格取得関連施設

人

食鳥処理事業許可施設

人

)

-

4  )

)

定員

21  )

施設数 6  )

)

)

( 施設数

)

施設数 25  )

施設数

衛生検査所 (

福祉ホーム

特定相談支援事業所 事業所数 161  

介護福祉士指定養成施設

医療関係学校・養成所

看護関係学校・養成所

と畜場

(

(

(

(

介護福祉士実務者養成施設 (

( 施設数

施設数 6  )

( 事業所数 4  

7  

地域活動支援センター (

療養介護事業所

短期入所事業所

共同生活援助事業所（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

[その他]

施設数

就労継続支援（Ａ型） 施設数

発達障がい者支援センター ( 施設数 3  

施設数 54  

施設数 19  

市町村保健センター (

身体障害者福祉センター（Ｂ型）

生活介護

聴覚障害者情報提供施設

施設数

(

(

(自立訓練（機能訓練）

施設数

(

障害者支援施設

地域福祉センター

その他の施設

身体障害者体育館

補装具製作施設

点字図書館

一時保護所

施設数

[昼間実施サービス]

(

( 事業所数

(

施設数

事業所数

8  

定員

定員 2,620

1  

)

施設数

人

809 人

)

人

定員

施設数

62  

1  

1  )

0

人

-

定員 51

人

)

)

人 )

)

人

人

定員

-1  

( 施設数 1  

-

施設数

定員

-定員

定員

定員

-

定員

定員

事業所数

事業所数 50  

3,165

-

定員 -

名

1  

(

( 施設数

1  

( 施設数

158  

66  

施設数

施設数

(

(

66  

(

定員0  

定員

15 名

名

30定員

名

定員

)人

)

-

人

)

)

)

)

名

人

人-

)

-

3,440

)

)

定員

( 事業所数

[居住系]

定員

定員

92  

66  

30

24定員就労移行支援

( 施設数

自立訓練（生活訓練）

2  

4  

2  

)

名 )

名 )

施設入所支援

)

(

(

身体障害者社会参加支援
施設等

一般相談支援事業所

その他の障がい者関係施設等

[

実
施
サ
ー

ビ
ス
毎
内
訳

]

(

(

(

医療施設

病院 ( 施設数

身体障害者福祉センター（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

[夜間ケア]

災害拠点病院 ( 施設数 14  

847  

診療所 ( 施設数 1,465  

救急医療機関

施設数 36  )

)

)

)

)

213  

施設数

)

)

施設数 83  )

歯科診療所

(

施設数 1  

11  (
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第２　健康福祉関連施設数

施設数 定　員 施設数 定　員 施設数 定　員

1 救 護 施 設 1 50 6 330 7 380

2 医 療 保 護 施 設 1 87 1 87

3 社 会 事 業 授 産 施 設 1 30 1 30

4 無 料 又 は 低 額 診 療 事 業 所 10 1,042 10 1,042

5 保 育 所 106 7,700 434 37,505 540 45,205

6 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 82 12,590 82 12,590

7 児 童 館 23 4 27

8 児 童 セ ン タ ー 17 17

9 児 童 遊 園 5 1 6

10 助 産 施 設 1
(2)

＊注1
3 5 4

(7)
＊注1

11 乳 児 院 3 60 3 60

12 母 子 生 活 支 援 施 設 2 45 2 45

13 児 童 養 護 施 設 12 693 12 693

14 児 童 心 理 治 療 施 設 1
入所   　37
通所　 　13

1
入所　   37
通所　 　13

15 児 童 自 立 支 援 施 設 1 50 1 50

16 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 1 1

17 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 2 80 6 270 8 350

18 医 療 型 障 害 児 入 所 施 設 1 60 3 456 4 516

19 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 2 50 11 184 13 234

20 児童発達支援事業所（児童発達支援センター以外） 3 40 105 1,013 108 1,053

21 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 209 2,058 209 2,058

22 保 育 所 等 訪 問 支 援 事 業 所 32 32

23 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 59 59

24 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 2 160 2 160

25 母 子 ・ 父 子 福 祉 セ ン タ ー 2 2

26 母 子 ・ 父 子 休 養 ホ ー ム 1 1

27 介 護 老 人 福 祉 施 設
（ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ）

4 382 134 7,025 138 7,407

28 介 護 老 人 保 健 施 設 3 190 96 6,468 99 6,658

29 介 護 療 養 型 医 療 施 設 2 30 69 2,044 71 2,074

30 訪 問 介 護 事 業 所 1 662 663

31 訪 問 入 浴 介 護 事 業 所 29 29

32 訪 問 看 護 事 業 所 ＊ 注 2 37 1,659 1,696

33 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 ＊ 注 2 23 1,341 1,364

34 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 ＊ 注 2 35 3,044 3,079

35 通 所 介 護 事 業 所 2 448 450

36 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 ＊ 注 2 39 2,208 2,247

37 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 4 179 183

38 短 期 入 所 療 養 介 護 事 業 所 5 181 186

39 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業 所 50 2,198 50 2,198

40 福 祉 用 具 貸 与 事 業 所 141 141

41 特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 所 140 140

42 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 所 1 644 645

43 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 事 業 所 25 25

44 介 護 予 防 訪 問 看 護 事 業 所 ＊ 注 2 37 1,679 1,716

公　　　　立

No. 施　　設　　種　　別

法　人　・　私　立 総　　　　計
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1 救 護 施 設 1 1 1 1 1 1 1 7

2 医 療 保 護 施 設 1 1

3 社 会 事 業 授 産 施 設 1 1

4 無 料 又 は 低 額 診 療 事 業 所 5 1 0 1 1 1 1 10

5 保 育 所 129 56 7 9 6 19 22 20 13 15 20 10 52 22 4 10 24 15 34 6 9 32 6 540

6 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 54 6 2 5 2 1 1 3 1 1 1 1 4 82

7 児 童 館 4 1 1 1 2 3 5 2 1 1 1 3 2 27

8 児 童 セ ン タ ー 8 1 1 2 1 1 2 1 17

9 児 童 遊 園 1 1 3 1 6

10 助 産 施 設 4 4

11 乳 児 院 2 1 3

12 母 子 生 活 支 援 施 設 2 2

13 児 童 養 護 施 設 4 1 1 2 1 1 1 1 12

14 児 童 心 理 治 療 施 設 1 1

15 児 童 自 立 支 援 施 設 1 1

16 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 1 1

17 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 3 1 1 1 1 1 8

18 医 療 型 障 害 児 入 所 施 設 1 1 1 1 4

19 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13

20 児童発達支援事業所（児童発達支援センター以外） 37 11 4 3  1 1 3 5 2 4 14 2 4 2 5 2 8 108

21 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 82 13 7 4 2 5 6 4 6 1 6 2 4 19 5 15 3 12 2 1 10 209

22 保 育 所 等 訪 問 支 援 事 業 所 4 7 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 32

23 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 20 5 3 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 5 2 1 1 3 59

24 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 2 2

25 母 子 ・ 父 子 福 祉 セ ン タ ー 2 2

26 母 子 ・ 父 子 休 養 ホ ー ム 1 1

27 介 護 老 人 福 祉 施 設
（ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ）

33 11 3 3 2 6 7 4 1 4 5 2 11 3 4 5 2 5 9 3 4 10 1 138

28 介 護 老 人 保 健 施 設 30 8 4 3 2 6 3 2 3 3 2 2 7 3 1 2 2 2 6 1 1 4 2 99

29 介 護 療 養 型 医 療 施 設 22 4 5 2 3 1 4 1 1 3 8 1 2 3 3 1 6 1 71

30 訪 問 介 護 事 業 所 265 72 18 25 10 25 13 19 13 8 29 7 29 14 6 15 19 13 31 8 5 17 2 663

31 訪 問 入 浴 介 護 事 業 所 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 3 29

32 訪 問 看 護 事 業 所 ＊ 注 2 772 121 47 45 31 39 57 45 16 49 55 23 96 37 11 19 57 30 70 8 29 32 7 1,696

33 訪問リハビリテーション事業所＊注 2 634 84 37 35 20 30 49 37 13 37 44 20 89 31 10 14 49 24 51 5 22 24 5 1,364

34 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 ＊ 注 2 1,283 247 114 109 54 107 95 75 40 92 98 45 184 75 18 39 91 54 107 18 40 83 11 3,079

35 通 所 介 護 事 業 所 142 41 5 13 4 24 15 14 9 8 20 7 20 19 5 15 18 13 26 6 7 18 1 450

36 通所リハビリテーション事業所＊注 2 957 175 70 84 33 72 79 56 26 58 76 30 122 51 14 34 67 41 87 11 34 60 10 2,247

37 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 42 13 4 3 3 8 7 7 3 4 8 3 14 5 4 5 4 9 14 3 4 15 1 183

38 短 期 入 所 療 養 介 護 事 業 所 61 12 7 7 5 8 6 6 3 4 4 5 15 4 3 5 6 3 12 1 3 3 3 186

39 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業 所 33 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 50

40 福 祉 用 具 貸 与 事 業 所 58 19 4 4 2 3 4 4 4 1 3 2 7 3 1 6 2 4 2 7 1 141

41 特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 所 58 17 4 4 2 3 4 4 4 1 3 2 7 3 1 6 2 4 3 7 1 140

42 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 所 260 67 18 24 9 25 13 18 13 8 28 7 28 13 6 15 19 13 30 8 5 16 2 645

43 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 事 業 所 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 25

44 介 護 予 防 訪 問 看 護 事 業 所 ＊ 注 2 776 120 47 47 31 42 57 45 16 52 57 24 101 36 11 20 57 30 70 8 30 32 7 1,716
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施設数 定　員 施設数 定　員 施設数 定　員

公　　　　立

No. 施　　設　　種　　別

法　人　・　私　立 総　　　　計

45 介護予防訪問リハビリテーション事業所＊注 2 23 1,370 1,393

46 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 ＊ 注 2 35 3,056 3,091

47 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 2 765 767

48 介護予防通所リハビリテーション事業所＊注 2 39 2,213 2,252

49 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 3 176 179

50 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 事 業 所 5 177 182

51 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業 所 47 47

52 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 事 業 所 142 142

53 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 事 業 所 140 140

54 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 6 760 766

55 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 9 9

56 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 所 1 1

57 地 域 密 着 型 通 所 介 護 事 業 所 341 4,534 341 4,534

58 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 95 95

59 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 149 149

60 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 241 241

61 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業 所 13 290 13 290

62 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業所 1 18 83 2,016 84 2,034

63 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 8 228 8 228

64 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 87 87

65 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 121 121

66 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 183 183

67 介 護 予 防 支 援 事 業 所 27 60 87

68 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 24 58 82

69 養 護 老 人 ホ ー ム 8 400 29 1,560 37 1,960

70 軽 費 老 人 ホ ー ム 1 20 35 1,477 36 1,497

71 老 人 福 祉 セ ン タ ー 43 1 44

72 生 活 支 援 ハ ウ ス 14 137 14 137

73 老 人 憩 の 家 150 150

74 有 料 老 人 ホ ー ム 395 9,686 395 9,686

75 居 宅 介 護 事 業 所 249 249

76 重 度 訪 問 介 護 事 業 所 249 249

77 同 行 援 護 事 業 所 107 107

78 行 動 援 護 事 業 所 9 9

79 生 活 介 護 事 業 所 72 1,234 72 1,234

80 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 事 業 所 3 18 3 18

81 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業 所 38 392 38 392

82 就 労 移 行 支 援 事 業 所 75 735 75 735

83 就 労 継 続 支 援 （ A 型 ） 事 業 所 171 3,311 171 3,311

84 就 労 継 続 支 援 （ B 型 ） 事 業 所 169 3,472 169 3,472

85 共 同 生 活 援 助 事 業 所 158 2,620 158 2,620

86 短 期 入 所 （ シ ョ ー ト ス テ イ ） 事 業 所 2 － 90 － 92 －

87 療 養 介 護 事 業 所 8 809 8 809

88 障 害 者 支 援 施 設 66 3,440 66 3,440
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No. 施　　設　　種　　別

45 介護予防訪問リハビリテーション事業所＊注2 641 85 37 38 20 34 49 37 13 40 45 22 93 32 10 15 49 24 51 5 23 25 5 1,393

46 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 ＊ 注 2 1,285 247 114 109 54 109 95 75 40 94 99 46 187 76 18 39 91 54 107 18 40 83 11 3,091

47 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 267 67 17 24 8 33 24 27 17 10 34 12 46 27 5 24 24 19 36 10 9 26 1 767

48 介護予防通所リハビリテーション事業所＊注2 959 176 69 84 33 72 79 56 26 58 76 30 125 51 14 34 67 41 87 11 34 60 10 2,252

49 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 42 13 4 3 3 8 7 6 3 4 8 3 14 5 4 5 4 8 14 3 4 13 1 179

50 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 事 業 所 60 11 6 7 5 7 6 6 3 4 4 5 15 4 3 5 6 3 12 1 3 3 3 182

51 介護予防特定施設入居者生活介護事業所 31 3 1 1 1 3 1 2 2 2 47

52 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 事 業 所 59 19 4 4 2 3 4 4 4 1 3 2 7 3 1 6 2 4 2 7 1 142

53 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 事 業 所 58 17 4 4 2 3 4 4 4 1 3 2 7 3 1 6 2 4 3 7 1 140

54 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 258 64 21 22 19 29 29 21 11 17 28 14 50 20 9 22 21 21 38 10 11 27 4 766

55 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 3 1 1 1 1 1 1 9

56 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 所 1 1

57 地 域 密 着 型 通 所 介 護 事 業 所 142 31 13 11 4 9 9 14 8 3 16 5 28 9 0 8 3 4 10 4 5 5 341

56 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 43 7 3 3 1 3 2 1 1 1 0 2 13 1 3 2 3 1 2 1 2 95

57 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 56 8 5 1 3 2 12 3 4 2 7 2 12 3 2 3 2 2 8 2 1 8 1 149

58 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 66 18 8 8 5 9 9 7 4 8 12 4 16 4 3 9 7 9 14 3 9 8 1 241

61 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 13

62 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業所 16 3 2 1 3 5 1 6 2 3 5 2 7 3 3 6 6 1 1 7 1 84

63 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 5 2 1 8

64 介護予防認知症対応型通所介護事業所 43 7 2 3 1 2 1 1 1 2 13 1 2 2 3 1 1 1 87

65 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 51 8 4 1 4 12 3 4 1 2 12 3 2 2 4 2 0 6 121

66 介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 63 18 6 8 5 9 7 4 8 4 16 4 4 4 5 2 3 7 6 183

67 介 護 予 防 支 援 事 業 所 27 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 4 2 11 6 1 2 7 1 87

68 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 27 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 4 2 8 6 1 2 7 1 82

69 養 護 老 人 ホ ー ム 8 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 37

70 軽 費 老 人 ホ ー ム 18 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 36

71 老 人 福 祉 セ ン タ ー 11 1 1 1 1 1 3 2 2 4 4 5 1 1 1 2 2 1 44

72 生 活 支 援 ハ ウ ス 1 1 2 2 1 2 5 14

73 老 人 憩 の 家 133 1 1 1 2 1 1 1 1 8 150

74 有 料 老 人 ホ ー ム 128 57 5 14 1 23 7 18 13 6 28 2 11 6 6 10 16 13 17 3 3 7 1 395

75 居 宅 介 護 事 業 所 82 22 8 13 5 11 6 5 4 5 12 5 15 8 3 7 6 6 9 2 2 11 2 249

76 重 度 訪 問 介 護 事 業 所 82 22 8 13 5 11 6 5 4 5 12 5 15 8 3 7 6 6 9 2 2 11 2 249

77 同 行 援 護 事 業 所 38 7 2 10 5 4 3 3 2 1 5 2 8 5 2 1 3 2 1 0 3 107

78 行 動 援 護 事 業 所 3 1 1 2 1 1 9

79 生 活 介 護 事 業 所 24 5 1 3 2 5 3 3 1 3 3 5 2 4 2 2 1 1 2 72

80 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 事 業 所 2 1 3

81 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業 所 7 3 1 2 2 1 1 2 0 3 3 0 1 2 1 5 4 38

82 就 労 移 行 支 援 事 業 所 23 8 4 1 2 5 2 3 1 4 1 4 2 2 4 1 4 1 3 75

83 就 労 継 続 支 援 （ A 型 ） 事 業 所 48 13 4 4 3 7 11 4 4 1 13 1 6 10 2 2 13 2 9 1 2 10 1 171

84 就 労 継 続 支 援 （ B 型 ） 事 業 所 46 7 5 4 8 7 5 8 4 2 9 3 12 5 4 6 9 4 10 3 7 1 169

85 共 同 生 活 援 助 事 業 所 49 11 3 4 4 6 6 6 4 1 12 2 11 6 3 5 5 3 6 2 2 6 1 158

86 短 期 入 所 （ シ ョ ー ト ス テ イ ） 事 業 所 20 2 4 2 3 3 4 4 3 2 4 2 6 4 2 5 4 3 4 2 4 3 2 92

87 療 養 介 護 事 業 所 1 1 1 3 1 1 8

88 障 害 者 支 援 施 設 14 2 2 1 2 2 3 1 1 3 2 9 2 3 4 2 4 2 2 2 3 66
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施設数 定　員 施設数 定　員 施設数 定　員

公　　　　立

No. 施　　設　　種　　別

法　人　・　私　立 総　　　　計

89 一 般 相 談 支 援 事 業 所 62 62

90 特 定 相 談 支 援 事 業 所 161 161

91 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 50 50

92 福 祉 ホ ー ム 4 51 4 51

93 身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 2 2

94 補 装 具 製 作 施 設 1 1

95 点 字 図 書 館 1 1

96 聴 覚 障 害 者 情 報 提 供 施 設 1 1

97 病 院 ＊ 注 3 22 191 213

98 災 害 拠 点 病 院 5 9 14

99 救 急 医 療 機 関 17 66 83

100 診 療 所 41 1,424 1,465

101 歯 科 診 療 所 3 844 847

102 地 域 福 祉 セ ン タ ー 11 11

103 市 町 村 保 健 セ ン タ ー 54 54

104 衛 生 検 査 所 19 19

105 発 達 障 が い 者 支 援 セ ン タ ー 3 3

106 社 会 福 祉 士 受 験 資 格 取 得 関 連 施 設 1 40 5 640 6 680

107 介 護 福 祉 士 指 定 養 成 施 設 7 220 7 220

108 介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 36 1,254 36 1,254

109 医 療 関 係 学 校 ・ 養 成 所 ＊ 注 4 2 74 23 1,120 25 1,194

110 看 護 関 係 学 校 ・ 養 成 所 ＊ 注 4 5 230 23 1,431 28 1,661

111 と 畜 場 1 5 6

112 食 鳥 処 理 事 業 許 可 施 設 4 4

＊注1　「助産施設」の（　　）内の数字は暫定数で、実情に応じ調整可能。
＊注2   みなし指定事業者数を含む。
＊注3　「病院」の公立施設数については、公的医療機関数を計上している。
＊注4　「医療関係学校・養成所」及び「看護関係学校・養成所」の施設数は課程毎に計上している。
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宇
土
市

合
志
市

阿
蘇
市

菊
池
郡

下
益
城
郡

宇
城
市

計

八
代
市

人
吉
市

荒
尾
市

熊
本
市

天
草
市

菊
池
市

八
代
郡

上
天
草
市

市　　　　　　　　　　郡　　　　　　　　　　別

山
鹿
市

玉
名
郡

天
草
郡

玉
名
市

水
俣
市

球
磨
郡

上
益
城
郡

葦
北
郡

阿
蘇
郡

No. 施　　設　　種　　別

89 一 般 相 談 支 援 事 業 所 23 4 1 2 1 3 4 3 1 2 3 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 62

90 特 定 相 談 支 援 事 業 所 50 9 5 5 5 6 9 6 2 1 6 3 11 5 3 8 6 2 7 2 3 6 1 161

91 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 8 4 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3 4 1 2 3 5 1 3 1 50

92 福 祉 ホ ー ム 1 1 1 1 4

93 身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 2 2

94 補 装 具 製 作 施 設 1 1

95 点 字 図 書 館 1 1

96 聴 覚 障 害 者 情 報 提 供 施 設 1 1

97 病                              院＊注3 94 11 11 5 8 5 6 5 1 1 8 4 14 5 3 2 6 2 13 1 3 2 3 213

98 災 害 拠 点 病 院 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

99 救 急 医 療 機 関 38 3 3 1 2 2 4 4 1 4 3 7 1 1 3 1 1 1 1 2 83

100 診 療 所 616 123 42 46 26 61 44 44 22 22 45 20 76 35 4 20 55 24 61 10 22 41 6 1,465

101 歯 科 診 療 所 393 65 26 22 10 31 24 22 14 9 29 9 40 21 3 19 35 13 29 6 8 17 2 847

102 地 域 福 祉 セ ン タ ー  2 1 1 1 1 3 1 1 11

103 市 町 村 保 健 セ ン タ ー 5 3 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 4 2 7 1 1 10 1 54

104 衛 生 検 査 所 12 2 2 1 2 19

105 発 達 障 が い 者 支 援 セ ン タ ー 1 1 1 3

106 社 会 福 祉 士 受 験 資 格 取 得 関 連 施 設 5 1 6

107 介 護 福 祉 士 指 定 養 成 施 設 5 1 1 7

108 介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 26 4 1 1 1 1 1 1 36

109 医 療 関 係 学 校 ・ 養 成 所 ＊ 注 4 19 3 3 25

110 看 護 関 係 学 校 ・ 養 成 所 ＊ 注 4 13 3 1 1 3 2 1 1 1 2 28

111 と 畜 場 1 1 1 1 1 1 6

112 食 鳥 処 理 事 業 許 可 施 設  1 1 1 1 4

＊注1　「助産施設」の（　　）内の数字は暫定数で、実情に応じ調整可能。
＊注2   みなし指定事業者数を含む。
＊注3　「病院」の公立施設数については、公的医療機関数を計上している。
＊注4　「医療関係学校・養成所」及び「看護関係学校・養成所」の施設数は課程毎に計上している。
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第３　健康福祉関連施設概要
※補助率等欄　〔　〕は整備費で国・県・設置者の順

（　）は運営費で国・県・市町村の順　　　　　　
事業の概要 補助率等 関係課

〔1/2  1/4  1/4〕
（3/4　1/4 -※）

補助制度なし

〔1/2　1/4　1/4〕
（3/4　1/4　-※）

補助制度なし

〔1/2　-　1/4
市町村1/4〕

（民間　1/2　1/4　1/4）

（公立　-　-　10/10）

〔1/2　-　1/4
市町村1/4〕

（民間　1/2　1/4　1/4）

（公立　-　-　10/10）

〔1/3　-　2/3〕

小 型 児 童 館 床面積217.6㎡以上。
児 童 セ ン タ ー

補助制度なし

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/4　1/4）

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/2　-）

〔1/2　1/4　1/4〕

（1/2　1/4　1/4）

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/2　-）

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/2　-）

（1/2　1/2　-）

（1/2　1/2　-）

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/2　-）

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/2　-）

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/4　1/4）

　

（就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律第２条）

幼保連携型認定こども園 教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と
保育所の両方の機能を併せ持つ施設。

（児童福祉法第43条）

　

福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 障害児の保護、日常生活の指導及び独立自
活に必要な知識技能の付与を行う。

障
が
い
児
関
係
施
設

障
が
い
者
支
援
課

（児童福祉法第42条第1号）
医 療 型 障 害 児 入 所 施 設 障害児の保護、日常生活の指導、独立自活

に必要な知識技能の付与及び治療を行う。（児童福祉法第42条第2号）
児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 児童発達支援事業所が行う障害児への支援

に加えて、地域支援（保育所等訪問支援、相
談支援）についても一体的に行う。

（ 児 童 福 祉 法 第 38 条 ）

児 童 養 護 施 設 保護者のない児童等環境上養護を要する児
童（乳児を除く）を入所させ、養護し、あわせ
て自立を支援する。

（ 児 童 福 祉 法 第 41 条 ）

地域の児童の福祉に関する各般の問題につ
き、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民
その他からの相談に応じ、必要な助言を行う
とともに、児童相談所等関係機関との連絡調
整を行う。

（児童福祉法第44条の2）

不良行為を行うおそれのある児童及び、家
庭環境等の理由により生活指導を要する児
童を入所させ、自立を支援する。

（ 児 童 福 祉 法 第 44 条 ）

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

県措置の場合、
運営費は国1/2
県1/2

子
ど
も
家
庭
福
祉
課

（ 児 童 福 祉 法 第 36 条 ）

乳 児 院 保護者のいない乳児等を入所させ、養育す
る。（ 児 童 福 祉 法 第 37 条 ）

母 子 生 活 支 援 施 設 配偶者のない女子等及びその者の監護すべ
き児童を入所させ、保護し、自立を支援す
る。

県措置の場合、
運営費は国1/2
県1/2

子
ど
も
未
来
課

（ 児 童 福 祉 法 第 39 条 ）

児
童
厚
生
施
設

児 童 館 児童の健全な遊び場として、健康を増進し、
情操を豊かにすることを目的とする。（児童福祉法第40条）

遊びを通して体力増進を図る、特別の指導
機能を有す。床面積336.6㎡以上。

児
童
福
祉
施
設
等

保 育 所 保育を必要とする乳児・幼児を保護者の下か
ら通わせて保育を行う。

児童遊園 児童の健全な遊び場として、健康を増進し、
情操を豊かにすることを目的とする。（児童福祉法第40条）

助 産 施 設 保健上必要があるにもかかわらず経済的理
由から入院出産できない妊産婦を入所させ
助産する。

心身上の理由あるいは世帯の事情により就
業能力の限られた人に対し、就労や技能習
得の機会を提供し自立させる。

※市所管分は
　市1/4（ 社 会 福 祉 法 第 2 条 ）

無料又は低額診療事業所 生計困難者のために、無料または低額な料
金で診療を行う。（生活保護受給者及び、無
料または10％以上診療費減免を受けた者の
延数が、総取扱者延数の10％以上の診療
所）

（ 社 会 福 祉 法 第 2 条 ）

施設名 備考

保
護
施
設
等

救 護 施 設 心身の著しい障がいのため独立して日常生
活を営むことが困難な要保護者を入所させ、
生活の扶助を行う。

※市所管分は
　市1/4

医療を必要とする要保護者に対して、医療の
給付を行う。（ 生 活 保 護 法 第 38 条 ）

社 会 事 業 授 産 施 設
社
会
福
祉
課

（ 生 活 保 護 法 第 38 条 ）

医 療 保 護 施 設

児 童 心 理 治 療 施 設 環境上の理由により社会生活への適応が困
難となった児童を短期間入所させ、又は保護
者の下から通わせて、社会生活に適応する
ために必要な心理に関する治療等を行う。

（児童福祉法第43条の5）

児 童 自 立 支 援 施 設
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※補助率等欄　〔　〕は整備費で国・県・設置者の順
（　）は運営費で国・県・市町村の順　　　　　　

事業の概要 補助率等 関係課施設名 備考
〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/4　1/4）

　

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/4　1/4）

　
〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/4　1/4）

　

（1/2　1/4　1/4）

[障害児支援利用援助]
障害児（保護者）の意向をはじめ、心身の状
況や置かれている環境等を把握・検討し、利
用する障害児通所支援種類や内容等を記載
した障害児支援利用計画案及び障害児通所
支援利用計画を作成するとともに、障害児通
所支援事業者等との連絡調整等を行うこと。

[継続障害児支援利用援助]
通所給付決定等を受けた後、障害児が継続
して障害児通所支援等を適切に受けることが
できるよう、障害児支援利用計画の見直し
（モニタリング）を行い、障害児支援利用計画
の変更又は新たな通所給付決定等の申請の
勧奨を行うとともに、障害児通所支援事業者
等との連絡調整等を行うこと。

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/4　1/4）

補助制度なし

補助制度なし

〔定額・単県〕

補助制度なし

補助制度なし

（介護保険法第8条第28項）

介護療養型医療施設 病状が安定している要介護者に対して、施設
サービス計画に基づいて、療養上の管理、看
護、医学的管理の下における介護その他の
世話及び機能訓練その他必要な医療を行う
ことを目的とした療養病床等を有する病院又
は診療所。

（旧介護保険法第8条第26項）

老
人
保
健
・
福
祉
施
設

介
護
保
険
施
設
・
事
業
所

介 護 老 人 福 祉 施 設 入所する要介護者に対して、施設サービス計
画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話、機能訓練、健
康管理及び療養上の世話を行うことを目的と
した入所定員が30人以上の特別養護老人
ホーム。

高
齢
者
支
援
課

、
認
知
症
対
策
・
地
域
ケ
ア
推
進
課

（介護保険法第8条第27項）

介 護 老 人 保 健 施 設 病状が安定している要介護者に対して、施設
サービス計画に基づいて、看護、医学的管理
の下における介護及び機能訓練その他必要
な医療並びに日常生活上の世話を行うことを
目的とした施設。

（児童福祉法第6条の2第5項）

　

母
子
・
父
子
福
祉
施
設

母 子 ・ 父 子 福 祉 セ ン タ ー 無料または低額な料金で、母子家庭等に対
し、各種相談に応じ、また生活及び生業指導
等の便宜を総合的に供与する。

子
ど
も
家
庭
福
祉
課

（母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条）

母 子 ・ 父 子 休 養 ホ ー ム 無料または低額な料金で、母子家庭等に対
し、レクリエーションその他休養のための便
宜を供与する。

（母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条）

上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児
童につき、医療型児童発達支援センター又
は指定医療機関に通わせ、児童発達支援及
び治療を行う。

（児童福祉法第6条の2第7項）

障
が
い
者
支
援
課

（児童福祉法第6条の2第2項）

放課後等デイサービス事業所 学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学してい
る障害児に、授業の終了後又は休業日に、
生活能力の向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進その他の便宜を供与する。

（児童福祉法第6条の2第4項）

　
保育所等訪問支援事業所 保育所その他の施設に通う障害児につき、

当該施設を訪問し、障害児以外の児童との
集団生活への適応のための専門的な支援そ
の他の便宜を供与する。

児
童
福
祉
施
設
等

児 童 発 達 支 援 事 業 所 障害児を日々保護者の下から通わせて、 日
常生活における基本的動作の指導、独立自
活に必要な知識技能の付与又は集団生活へ
の適応のための訓練のための支援（医療型
児童発達支援においては、治療を含む。）を
提供する。

障
が
い
児
関
係
施
設

障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 相談に応じ情報の提供や助言を行うととも
に、障害児相談支援（障害児支援利用援助
及び継続障害児支援利用援助）を行う。

（児童福祉法第6条の2第6項）

指 定 医 療 機 関
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※補助率等欄　〔　〕は整備費で国・県・設置者の順
（　）は運営費で国・県・市町村の順　　　　　　

事業の概要 補助率等 関係課施設名 備考
補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

福祉用具貸与事業所 要介護者等の自立支援や機能訓練のために
適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、
調整等を行い、利用者の日常生活上の自立
を助けるため、福祉用具の貸与を行う。

（介護保険法第8条第12項）

介護予防福祉用具

特定福祉用具販売事業所 要介護者等の自立支援や機能訓練のために
適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、
調整等を行い、福祉用具を販売することによ
り利用者の日常生活上の便宜を図る。

（介護保険法第8条第13項）

特定介護予防福祉用具
販売事業所

（介護保険法第8条の2第11項）

高
齢
者
支
援
課

、
認
知
症
対
策
・
地
域
ケ
ア
推
進
課

（介護保険法第8条第2項）

貸与事業所
（介護保険法第8条の2第10項）

特定施設入居者 有料老人ホーム等に入居している要介護者
等に対して、当該施設が提供するサービスの
内容等を定めた計画に基づき、入浴、排せ
つ、食事等の介護その他の日常生活上の世
話、機能訓練及び療養上の世話を行う。

生活介護事業所
（介護保険法第8条第11項）

介護予防特定施設
入居者生活介護事業所
（介護保険法第8条の2第9項）

短期入所療養介護事業所 病状が安定している要介護者等に対して、介
護老人保健施設、介護療養型医療施設等に
短期間入所させ、看護、医学的管理の下に
おける介護及び機能訓練その他必要な医療
並びに日常生活上の世話を行う。

（介護保険法第8条第10項）

介護予防短期入所
療養介護事業所

（介護保険法第8条の2第8項）

（介護保険法第8条の2第6項）

短期入所生活介護事業所 要介護者等に対して、施設に短期間入所さ
せ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の
日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

（介護保険法第8条第9項）

介護予防短期入所
生活介護事業所

（介護保険法第8条の2第7項）

通 所 介 護 事 業 所 要介護者等に対して、老人デイサービスセン
ター等に通わせ、入浴、排せつ、食事等の介
護その他の日常生活上の世話を行う。

（介護保険法第8条第7項）

介護予防通所介護事業所

（旧介護保険法第8条の2第7項）

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所 主治医が必要と判断した病状が安定してい
る要介護者等に対して、介護老人保健施設、
病院、診療所等の施設に通わせ、その心身
の機能の維持回復を図り、日常生活の自立
を助けるため、理学療法、作業療法その他必
要なリハビリテーションを行う。

（介護保険法第8条第8項）

介護予防通所
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所

居宅療養管理指導事業所 要介護者等に対して、病院、診療所または薬
局の医師、歯科医師、薬剤師等により行わ
れる療養上の管理及び指導を行う。

（介護保険法第8条第6項）

介護予防居宅療養
管理指導事業所

（介護保険法第8条の2第5項）

主治医が必要と判断した病状が安定してい
る要介護者等に対して、その居宅において看
護師等により行われる療養上の世話または
必要な診療の補助を行う。

（介護保険法第8条第4項）

介護予防訪問看護事業所

（介護保険法第8条の2第3項）

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所 主治医が必要と判断した病状が安定してい
る要介護者等に対して、その居宅において、
その心身の機能の維持回復を図り、日常生
活の自立を助けるため、理学療法、作業療
法その他必要なリハビリテーションを行う。

（介護保険法第8条第5項）

介護予防訪問
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所

（介護保険法第8条の2第4項）

介護予防訪問介護
事業所

（旧介護保険法第8条の2第2項）

訪問入浴介護事業所 要介護者等に対して、その居宅を訪問し、浴
槽を提供して入浴の介護を行う。（介護保険法第8条第3項）

介護予防訪問入浴
介護事業所

老
人
保
健
・
福
祉
施
設

介
護
保
険
施
設
・
事
業
所

訪 問 介 護 事 業 所 要介護者等に対して、その居宅において、介
護福祉士等により、入浴・排せつ・食事等の
介護その他の日常生活上の世話を行う。

（介護保険法第8条の2第2項）

訪 問 看 護 事 業 所
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※補助率等欄　〔　〕は整備費で国・県・設置者の順
（　）は運営費で国・県・市町村の順　　　　　　

事業の概要 補助率等 関係課施設名 備考
補助制度なし

〔定額・基金〕

補助制度なし

〔定額・基金〕

〔定額・基金〕

〔定額・基金〕

補助制度なし

〔定額・基金〕

〔定額・基金〕

補助制度なし

高
齢
者
支
援
課

、
認
知
症
対
策
・
地
域
ケ
ア
推
進
課

老
人
保
健
・
福
祉
施
設

介
護
保
険
施
設
・
事
業
所

補助制度なし

看護小規模多機能型 医療ニーズの高い要介護者に対応するた
め、小規模多機能型居宅介護のサービスに
加え、必要に応じて訪問看護を提供できる事
業所がサービスを提供する。

居宅介護事業所
（介護保険法第8条第23項）

介護予防支援事業所 要支援者の依頼を受けて、利用する指定介
護予防サービス等の種類及び内容等を定め
た計画を作成し、指定介護予防サービス事
業者等との連絡調整等を行う。

（介護保険法第8条の2第16項）

地域密着型特定施設 入居者が要介護者、その配偶者等に限られ
る有料老人ホーム等であって、その入居定
員が29人以下のものに入居している要介護
者に対して、当該施設が提供するサービスの
内容等を定めた計画に基づき、入浴、排せ
つ、食事等の介護その他の日常生活上の世
話、機能訓練及び療養上の世話を行う。

入居者生活介護事業所
（介護保険法第8条第20項）

地域密着型介護 入所定員が29名以下の特別養護老人ホー
ムに入所する要介護者に対して、地域密着
型施設サービス計画に基づいて行われる入
浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生
活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養
上の世話を行う。

老人福祉施設

（介護保険法第8条第21項）

入居者生活介護事業所

認知症対応型 認知症の要介護者等に対して、その共同生
活を営む住居において、入浴、排せつ、食事
等の介護その他の日常生活上の世話及び
機能訓練を行う。

共同生活介護事業所
（介護保険法第8条第19項）

介護予防認知症対応型
共同生活介護事業所

（介護保険法第8条の2第15項）

小規模多機能型 要介護者等に対して、その居宅において、ま
たは事業所に通わせ、若しくは短期間宿泊さ
せ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の
日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

居宅介護事業所
（介護保険法第8条第18項）

介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所
（介護保険法第8条の2第14項）

認知症対応型 認知症の要介護者等に対して、老人デイ
サービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の世話を
行う。

通所介護事業所
（介護保険法第8条第17項）

介護予防認知症対応型
通所介護事業所

（介護保険法第8条の2第13項）

（介護保険法第8条第16項）

地域密着型 居宅要介護者に対して、施設又はデイサー
ビスに通わせ、当該施設において入浴、排せ
つ、食事等の介護その他の日常生活上の世
話や機能訓練を行う。

通所介護事業所
（介護保険法第8条第14項）

重度者をはじめとした要介護者の在宅生活
を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護
と訪問看護が密接に連携しながら定期巡回
型訪問と随時の対応を行う。

訪問介護看護事業所
（介護保険法第8条第15項）

夜間対応型訪問介護事業所 要介護者に対し、夜間において、定期的な巡
回訪問により、または通報を受け、その居宅
において介護福祉士等により行われる入浴、
排せつ、食事等の介護その他の日常生活上
の世話を行う。

居宅介護支援事業所 要介護者の依頼を受けて、利用する指定居
宅サービス等の種類、内容等を定めた計画
を作成し、指定居宅サービス事業者等との連
絡調整等を行い、介護保険施設等への紹介
その他の便宜の提供を行う。

（介護保険法第8条第23項）

定期巡回・随時対応型
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※補助率等欄　〔　〕は整備費で国・県・設置者の順
（　）は運営費で国・県・市町村の順　　　　　　

事業の概要 補助率等 関係課施設名 備考

〔定額・単県〕

（定額・単県）

Ａ 型 事業の概要は上記のとおり。
Ｂ 型 Ａ型に同じ、但し自炊が原則。
ケ ア ハ ウ ス

Ａ 型

Ｂ 型

特 Ａ 型

〔定額・基金〕

補助制度なし

補助制度なし

居宅介護事業所 （1/2　1/4　1/4）

重度訪問介護事業所 （1/2　1/4　1/4）

同行援護事業所 （1/2　1/4　1/4）

行動援護事業所 （1/2　1/4　1/4）

生活介護事業所 〔1/2　1/4　1/4〕

（1/2　1/4　1/4）
自立訓練事業所 同上
（機能訓練・生活訓練）

独立して生活することに不安のあるひとり暮
らしや夫婦のみの高齢者向けに、老人デイ
サービス運営事業、住宅の提供及び地域に
おける交流事業を総合的に実施する小規模
の複合施設。

地域の老人に対して、無料又は低額な料金
で教養の向上、レクリエーションの場を提供
し、老人の心身の健康を図る。老人クラブ活
動の拠点とされ、老人福祉センターより小規
模なもの。

床面積495㎡の
範囲内

（老人福祉法第29条）

高
齢
者
支
援
課

、
認
知
症
対
策
・
地
域
ケ
ア
推
進
課

老 人 憩 の 家

老
人
保
健
・
福
祉
施
設

介
護
保
険
施
設
・
事
業
所

生 活 支 援 ハ ウ ス

有 料 老 人 ホ ー ム 老人を入居させ、入浴、排泄若しくは食事の
介護、食事の提供又はその他の日常生活に
必要な便宜を提供する施設。

（老人福祉法第15条）

老 人 福 祉 セ ン タ ー 地域の老人の各種相談に応じるとともに、健
康の増進、教養の向上及びレクリエーション
等のために便宜を供与する。

補助制度なし
（老人福祉法第20条の7）

事業の概要は上記のとおり。
床面積495.5㎡以上。

運営主体は地方
公共団体または
社会福祉法人Ａ型の機能を補完。各種相談、教養講座等を

行う。
床面積165～495.5㎡未満。

上記の他、健康増進に関する指導を行う。
床面積800㎡以上。

運営主体は市町
村に限られる。

軽 費 老 人 ホ ー ム 原則60歳以上の者で、身体機能の低下、家
庭環境等の理由により居宅で生活することが
困難な者を低額な料金で利用させる。

個人と施設との
契約による利
用。特定施設入
所者生活介護の
事業者指定を受
けることも可能。

（老人福祉法第20条の6） ※運営費補助は
事務費のみ
（ただしＢ型は補
助対象外）

高齢者のケアに配慮しつつ自立した生活を
確保できるよう、車いすでの生活が容易であ
るなど、工夫された住宅としての機能があり、
生活相談、給食等のサービスを提供する。ま
た、在宅サービスの利用が可能。

地域包括支援センター 地域ケアの中核機関として、保健師・社会福
祉士・主任介護支援専門員の３職種を配置
し、介護予防ケアマネジメント業務、高齢者
総合相談支援・権利擁護業務、包括的・継続
的マネジメント業務を実施する。

※地域支援事業
交付金(国39% 都
道府県19.5% 市
町村19.5% 保険
料22%)［定額・基
金］

（介護保険法第115条の46第1項）

養 護 老 人 ホ ー ム 65歳以上の者で、家族や住居の状況等、現
在置かれている環境の下で在宅において生
活することが困難な者を入所させるとともに、
必要な支援、訓練及び援助を行う。

（老人福祉法第20条の4）

（障害者総合支援法第5条
第5項）

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排
せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的
活動又は生産活動の機会を提供する。

（障害者総合支援法第5条
第7項）

自立した日常生活又は社会生活ができるよ
う、一定期間、身体機能又は生活能力の向
上のために必要な訓練を行う。（障害者総合支援法第5条

第12項）

障
が
い
者
支
援
課

（障害者総合支援法第5条
第2項）

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人
に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時に
おける移動支援などを総合的に行う。

（障害者総合支援法第5条
第3項）

視覚障害により移動に著しい困難を有する
人が外出するときに同行し、移動に必要な情
報の提供や移動の援護を行う。

（障害者総合支援法第5条
第4項）

自己判断能力が制限されている人が行動す
るときに、危険を回避するために必要な支
援、外出支援を行う。

障
が
い
者
関
係
施
設
・
事
業
所

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
施
設
・
事
業
所

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行う。

訪
問
系

日
中
活
動
系
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※補助率等欄　〔　〕は整備費で国・県・設置者の順
（　）は運営費で国・県・市町村の順　　　　　　

事業の概要 補助率等 関係課施設名 備考
就労移行支援事業所 同上

就労継続支援事業所 同上
（Ａ型＝雇用型、Ｂ型）

共同生活援助事業所 同上
（グループホーム）

短期入所事業所 同上

療養介護事業所 同上

同上

（1/2　1/4　1/4）

[地域移行支援]
施設に入所している障害者又は精神科病院
に入院している精神障害者に、住居の確保
やその他の地域生活に移行するための活動
に関する相談を行うこと。

[地域定着支援]
居宅において単身で生活する障害者等に、
常時の連絡体制を確保し、緊急事態の場合
等に相談等を行うこと。

（1/2　1/4　1/4）

[サービス利用支援]
利用者（保護者）の意向をはじめ、心身の状
況や置かれている環境等を把握・検討し、利
用する障害福祉サービス又は地域相談支援
の種類や内容等を記載したサービス等利用
計画案及びサービス等利用計画を作成する
とともに、サービス事業者等との連絡調整等
を行うこと。
[継続サービス利用支援]
支給決定等を受けた後、利用者が継続して
障害福祉サービス等を適切に受けることがで
きるよう、サービス等利用計画の見直し（モニ
タリング）を行い、サービス等利用計画の変
更又は新たな支給決定等の申請の勧奨を行
うとともに、サービス事業者等との連絡調整
等を行うこと。

（1/2　1/4　1/4）

(1/2　1/4　1/4）

一般相談支援事業所 相談に応じ情報の提供や助言を行うととも
に、地域移行支援や地域定着支援を行う。

福 祉 ホ ー ム 住居を求めている障がい者に低額な料金
で、居室その他の設備及び日常生活に必要
な便宜を供与することにより、障がい者の地
域生活を支援する。

（障害者総合支援法第5条第
25項）

地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会を提供し、
社会との交流等を行う。

（障害者総合支援法第5条第
26項）

（障害者自立支援法第5条第
16項）

特定相談支援事業所 相談に応じ情報の提供や助言を行うととも
に、計画相談支援（サービス利用支援及び継
続サービス利用支援）を行う。

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関
で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び
日常生活の世話を行う。

（障害者総合支援法第5条
第6項）

障 害 者 支 援 施 設 入所する人に、夜間、排せつ、食事の介護等
を行う（施設入所支援）とともに、昼間、施設
入所支援以外の施設障害福祉サービスを行
う。

（障害者自立支援法第5条第
11項）

障
が
い
者
支
援
課

（障害者総合支援法第5条
第13項）

一般企業等での就労を希望する人に働く場
を提供するとともに、知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を行う。（障害者総合支援法第5条

第14項）

　夜間や休日、共同生活を行う住居で、相
談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の
日常生活上の援助を行う。

（障害者総合支援法第５条
第16項）

（障害者総合支援法第5条
第8項）

障
が
い
者
関
係
施
設
・
事
業
所

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
施
設
・
事
業
所

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

一般企業等での就労を希望する人に、一定
期間、就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を行う。

日
中
活
動
系

（障害者総合支援法第5条
第15項）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短
期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食
事の介護等を行う。 そ

の
他
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※補助率等欄　〔　〕は整備費で国・県・設置者の順
（　）は運営費で国・県・市町村の順　　　　　　

事業の概要 補助率等 関係課施設名 備考

[A型]

[B型]

補装具製作施設 〔1/2　1/4　1/4〕
（　　　-　　　）

点 字 図 書 館 〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/2　-）

〔1/2　1/4　1/4〕
（1/2　1/2　-）

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

(1/2　1/2  -）

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

(1/2　1/2  -）

補助制度なし

健
康
福
祉

政
策
課

（ 国 設 置 運 営 要 綱 規 定 ）

衛 生 検 査 所 都道府県知事（保健所設置市長）の登録を
受け、医療機関等において、人体から排出、
又は採取された検体について、微生物学的
検査等の業務を行う。

地域住民の福祉ニーズに応じて、各種サー
ビスや情報の提供を総合的に行い、住民の
福祉増進、福祉意識高揚を図る。

医
療
政
策
課

（臨床検査技師等に関する法律）

健
康
づ
く

り
推
進
課

障
が
い
者
支

援
課

（発達障害者支援法第14条）
発達障がい者支援センター 社会福祉法人に委託し、発達障害者及びそ

の家族の相談対応、発達障害者への発達支
援及び就労支援、医療・保健・福祉・教育等
の関係機関、関係者への発達障害に関する
情報提供や研修、連絡調整等を行う。

子
ど
も
家
庭

福
祉
課

（ 児 童 福 祉 法 第 33 条 ）

診 療 所 病床を有しない又は１９床以下の病床を有す
る施設で医師が医療を行う。

病床を有しない又は１９床以下の病床を有す
る施設で歯科医師が歯科医療を行う。

障
が
い
者
支
援
課

（身体障害者福祉法第
31条） 同上。

床面積2,700㎡以上（県単位で設置）
地域の在宅身体
障害者数等を勘
案して設置

外出や就労の機会が得られない在宅重度障
がい者が通所し、創作、軽作業、生活訓練等
を行う。
床面積424㎡以上

補装具の製作または修理を行う。

（身体障害者福祉法第
34条）

障
が
い
者
関
係
施
設
・
事
業
所

そ
の
他
の
障
害
者
関
係
施
設
等

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
等

身体障害者福祉
センター

身体障がい者の各種相談に応じるとともに、
機能訓練、教養の向上、ｽﾎﾟｰﾂ等の場とな

地 域 福 祉 セ ン タ ー

一 時 保 護 所 保護者の家出、虐待等により緊急に保護す
る必要がある場合や施設入所に備えて行動
観察、生活指導を要する場合に、児童を一時
的に入所させ保護する。

高度の診療機能や重症傷病者の受入機能を
有するとともに、広域搬送への対応機能、医
療救護チームの派遣機能及び地域の医療機
関への応急用資器材の貸し出し機能を有す
る。

歯 科 診 療 所

（身体障害者福祉法第
34条）

聴覚障害情報提
供施設

聴覚障がい者への字幕（手話）入りビデオカ
セットの製作や貸出し等を行う。

（身体障害者福祉法第
32条）

視覚障がい者の求めに応じて点字刊行物や
視覚障がい者用録音物の閲覧貸し出しを行
う。

医
療
政
策
課

医
療
施
設

病 院

老人及び身障デ
イサービス、研
修、相談事業等
を実施

市 町 村 保 健 セ ン タ ー

救 急 医 療 機 関 入院を必要とするような重症の救急患者に
対応する。

住民に対し、健康相談、保健指導及び健康
診査その他地域保健に関し必要な事業を行
う。

（救急告示病院及び病院群
輪番制病院）

災 害 拠 点 病 院

そ
の
他
の
施
設

２０床以上の病床を有する施設で医師又は
歯科医師が医療又は歯科医療を行う。
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※補助率等欄　〔　〕は整備費で国・県・設置者の順
（　）は運営費で国・県・市町村の順　　　　　　

事業の概要 補助率等 関係課施設名 備考
補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

補助制度なし

（定額・基金）

※強い農業づく
り交付金
〔1/2　-　1/2〕

（食鳥処理の事業の規制及
び食鳥検査に関する法律第
２条）

と畜場において、と畜・解体される獣畜に対
する食用の可否を判断し、消費者に対して安
全な食肉を供給することで国民の健康の保
護を図る。

（ と 畜 場 法 第 ３ 条 ）

介護福祉士実務者養成施設 質の高い介護サービスを提供するために必
要な実践的な知識及び技能を習得するため
の研修を行う。

理学療法士、作業療法士、歯科技工士等医
療従事者の養成を行う。

看 護 関 係 学 校 ・ 養 成 所 看護師等の養成を行う。

と 畜 場 ※強い農業づく
り交付金
〔1/2　-　1/2〕

社会福祉士受験資格取得関連施設 社会福祉士の養成を行う。

介護福祉士指定養成施設 介護福祉士の養成を行う。

医 療 関 係 学 校 ・ 養 成 所
そ
の
他
の
施
設

食 鳥 処 理 事 業 許 可 施 設 食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を
防止するため、1羽ごとに検査を実施し、安全
な食鳥肉を供給することで国民の健康の保
護を図る。

高
齢
者
支
援
課

医
療
政
策
課

健
康
危
機
管
理
課
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№ 名称 所在地 電話 運営主体

1 宇城市小川総合福祉センター 宇城市小川町江頭３３ 0964-43-4797 宇城市社会福祉協議会

2 長洲町地域福祉センター 玉名郡長洲町宮野９９９ 0968-78-2377 長洲町社会福祉協議会

3 山鹿市鹿央地域福祉センター 山鹿市鹿央町合里１６０８ 0968-36-3811 山鹿市社会福祉協議会

4 菊池市泗水地域福祉センター 菊池市泗水町吉富２９００ 0968-38-6366 菊池市社会福祉協議会

5 南小国町地域福祉センター 阿蘇郡南小国町赤馬場３３８８－１ 0967-42-1501 南小国町社会福祉協議会

6 久木野総合福祉センター 阿蘇郡南阿蘇村久石２７０５ 0967-67-0294 南阿蘇村社会福祉協議会

7 西原村地域福祉センター 阿蘇郡西原村小森５７２ 096-279-4141 西原村社会福祉協議会

8 山都町蘇陽地域福祉センター 上益城郡山都町今５００ 0967-83-1751 山都町社会福祉協議会

9 八代市坂本地域福祉センター 八代市坂本町荒瀬１３０７ 0965-45-4575 八代市社会福祉協議会

10 八代市東陽地域福祉保健センター 八代市東陽町南１０７５ 0965-65-3777 八代市社会福祉協議会

11 氷川町宮原福祉センター 八代郡氷川町宮原７０２－５ 0965-62-3456 氷川町社会福祉協議会

第 ４　主な健康福祉関連施設一覧

　１　健康福祉政策課

地域福祉センター

開設年月日

H11.10. 1

H 6.10. 1

H 8. 3. 1

H 3. 4. 1

H 8. 1. 1

H 7. 3. 1

H 5. 4. 1

H 8.10. 1

H 4. 9. 1 

H 5. 4. 1

H11. 4. 1
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２　健康危機管理課

（１）　と畜場

№ 所在地

1 菊池市七城町林原９

2 八代市西宮町１３０８

3 球磨郡錦町大字西５０－１

4 合志市須屋２４２１

5 上益城郡御船町大字高木２５３０

6 宇城市豊野町巣林５４８

（２）　食鳥処理事業許可施設（処理羽数３０万羽超／年）

№ 所在地

1
玉名郡南関町大字下坂下１０８７
の１

2 荒尾市上井手下栗山８５８

3 山鹿市鹿本町石渕１１０３の２

4 八代市平山新町５４５９

北九福鳥（株）　熊本営業所

（株）熊本チキン

（株）児湯食鳥　八代工場

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センター
肉質評価実験棟

千興ファーム食肉センター

名称

名称

（株）熊本畜産流通センター

八代市食肉センター

全国開拓農業協同組合連合会人吉食肉センター

（株）熊本中央食肉センター

（株）チキン食品
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３　長寿社会局

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 パウラスホーム 熊本市中央区神水１丁目１４－１ 096-384-1727 （福）慈愛園 64 S39.7.20

2 くわのみ荘 熊本市北区鹿子木町４０５ 096-245-1447 （福）青山会 120 S48.8.27

3 白川の里 熊本市東区小山町２４９３ 096-380-5891 （福）白川園 40 S49.5.1

4 天望庵 熊本市北区龍田陳内１丁目３－３０ 096-339-7111 （福）慈雄会 80 S60.4.1

5 バラ苑 熊本市東区小山町１７８１ 096-380-2321 （福）日生会 50 S62.4.1

6 みゆき園 熊本市南区御幸笛田６－６－７１ 096-379-3666 （福）健成会 70 S63.8.22

7 天寿園 熊本市南区奥古閑町４３７５－１ 096-223-0533 （福）寿量会 51 H2.7.23

8 リデルホーム 熊本市中央区黒髪５丁目２３－１ 096-343-0489 （福）リデルライトホーム 30 H3.6.1

9 シルバー日吉 熊本市中央区平成２－６－９ 096-370-0055 （福）熊本南福祉会 56 H5.4.1

10 三和荘 熊本市西区城山大塘４丁目１－１５ 096-329-6500 （福）真光会 52 H6.4.1

11 ゆうとぴあ 熊本市南区富合町大字古閑９９４－１ 096-358-4117 （福）はるかぜ会 50 H7.3.1

12 リバーサイド熊本 熊本市西区河内町野出１９３６－１ 096-277-2288 （福）熊本厚生事業福祉会 47 H7.6.1

13 コスモス・ファミリー熊本 熊本市北区太郎迫町１４４－１ 096-245-2800 （福）愛誠会 52 H8.4.1

14 聖母の丘 熊本市西区島崎６丁目１－２７ 096-355-3017 （福）聖母会 50 H8.10.1

15 ヴィラ・ながみね 熊本市東区長嶺南４丁目１２－６５ 096-387-2200 （福）明芳会 52 H9.4.1

16 こぼり苑 熊本市南区護藤町１５８６ 096-358-5688 （福）上ノ郷福祉会 50 H10.2.9

17 花みずき 熊本市中央区出水７丁目９０－１ 096-370-6511 （福）ゆりえ会 52 H10.10.26

18 ハーモニー 熊本市東区秋津町秋田１７１－３ 096-360-5050 （福）はちす福祉会 52 H10.12.18

19 あいこう 熊本市北区清水新地３丁目５－３３ 096-348-0661 （福）愛光会 52 H12.11.1

20 さくらの苑 熊本市西区松尾町近津１３６１ 096-311-4333 （福）諒和会 50 H13.8.1

21 さわらび 熊本市北区龍田町弓削８６４－１ 096-386-3855 （福）熊本菊寿会 54 H14.10.1

22 るり苑 熊本市東区上南部１丁目１６－３６ 096-388-2121 （福）白川直会会 50 H15.12.1

23 みかんの丘 熊本市西区河内町白浜字堀切１４４０－２ 096-278-4055 （福）陽光 50 H17.4.1

24 ｼﾙﾊﾞｰﾋﾟｱさくら樹 熊本市東区佐土原３丁目１２－２６ 096-365-5533 （福）百八会 50 H17.10.1

25 力合つくし庵 熊本市南区合志４丁目３－５０ 096-357-2941 （福）三顧会 50 H19.3.1

26 たくまの里 熊本市東区御領１－１３－２６ 096-382-3222 （福）くまもと福祉会 50 H19.8.1

27 祥麟館 熊本市南区城南町沈目立山１５１３ 0964-28-7711 （福）恵春会 50 H4.4.1

28 黎明館 熊本市北区植木町大字豊田１８７ 096-272-5055 （福）三峰福祉会 50 H4.4.1

29 川尻ヒルズ 熊本市南区南高江７丁目３番 096-288-2806 （福）竹崎記念福祉会 60 H25.8.1

30 グッドライフ熊本駅前 熊本市西区春日２丁目１番２４号 096-355-0020 （福）青照会 60 H25.10.1

31 かなんの杜 熊本市北区植木町滴水9-2 096-272-3300 （福）滄溟会 60 H26.8.1

32
ユニット型特別養護老人
ホーム   白川の里

熊本市東区小山町２４９３ 096-380-5891 （福）白川園 80 H27.8.1

33 輝祥苑 熊本市西区戸坂町１７７番４４ 096-355-0522 （福）立志福祉会 60 H29.2.15

34 照古苑 宇土市南段原町１６１－２ 0964-22-4100 （福）白日会 110 S52.3.28

35 豊洋園 宇城市三角町里浦２８５５－５ 0964-54-1100 （福）黎明福祉会 60 S63.4.1

（１）高齢者支援課、認知症対策・地域ケア推進課

①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム）
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

36 蕉夢苑 宇城市不知火町長崎７４０ 0964-32-5551 （福）宇医会 50 H7.2.1

37 しらぬい荘 宇城市松橋町竹崎１１４２－１ 0964-32-0709 （福）水光会 190 S41.6.1

38 ひだけ荘 宇城市小川町南海東２０３０ 0964-34-6300 （福）日岳会 50 H10.4.1

39 水晶苑 宇城市豊野町糸石２５１３ 0964-45-3755 （福）豊生会 50 H17.4.6

40 こもれび一番館 下益城郡美里町佐俣３３８番地 0964-47-6200 （福）伸生紀 30 H14.4.1

41 こもれび二番館 下益城郡美里町佐俣３３８番地 0964-47-6200 （福）伸生紀 30 H26.4.1

42 陽光園本館 下益城郡美里町二和田１２３３ 0964-47-2600 （福）千寿会 30 H6.4.1

43 陽光園東館 下益城郡美里町二和田１２３３ 0964-47-2600 （福）千寿会 30 H26.4.1

44 白寿園 荒尾市一部字鴻巣２１２２ 0968-68-0176 （福）杏風会 82 S47.5.1

45 オレンジヒル小岱 荒尾市樺２５１６ 0968-68-8100 （福）恵伸会 50 H10.6.22

46 ユニット型オレンジヒル小岱 荒尾市樺２５１６ 0968-68-8100 （福）恵伸会 30 H26.4.1

47 岱山苑 玉名市築地兎町１５９６－１ 0968-74-3361 （福）浩風会 80 S55.5.15

48 さくら苑 玉名市伊倉北方１５３３ 0968-75-1139 （福）玉寿会 50 H10.4.20

49 たいめい苑 玉名市岱明町古閑３８８ 0968-57-1220 （福）熊本東翔会 30 H6.4.20

50 個室ユニット型たいめい苑 玉名市岱明町古閑３８８ 0968-57-1220 （福）熊本東翔会 30 H26.4.1

51 慈幸苑 玉名市横島町横島２３８１－１ 0968-84-3711 （福）創友会 50 H11.4.1

52 有明ホーム 玉名市天水町部田見４４０ 0968-82-3332 （福）天恵会 50 H1.9.1

53 葉山苑 玉名郡玉東町木葉３４８ 0968-71-4000 （福）啓世会 60 H15.6.1

54 延寿荘 玉名郡南関町上長田６１６－１ 0968-53-0934 （福）三加和福祉会 30 H1.4.1

55 月華苑 玉名郡長洲町清源寺１０６０ 0968-69-2018 （福）池修会 50 H8.11.1

56 きくすい荘 玉名郡和水町江田４０２５ 0968-86-2177 和水町 110 S47.6.1

57 和楽荘 玉名郡和水町平野１３００ 0968-34-2227 （福）三加和福祉会 50 H6.4.1

58 チブサン荘 山鹿市鍋田１８８８－１ 0968-43-6711 （福）山鹿むつみ福祉会 80 S57.4.1

59 愛隣の家 山鹿市津留２０２７ 0968-43-2770 （福）愛隣園 50 H5.9.17

60 あやすぎ荘 山鹿市鹿北町岩野５４９７－２ 0968-32-2117 （福）平成会 50 H2.4.1

61 矢筈荘 山鹿市菊鹿町長５０２ 0968-48-2111 （福）菊寿会 50 H5.4.1

62 一本松荘 山鹿市鹿本町津袋４５０ 0968-46-2524 （福）不動会 60 S47.4.12

63 ユニット型一本松荘 山鹿市鹿本町津袋４５０ 0968-46-2524 （福）不動会 39 H26.4.1

64 あいさと 山鹿市鹿央町合里１０３９ 0968-36-2333 （福）三ツ葉司会 30 H13.6.1

65 つまごめ荘 菊池市今５８ 0968-25-1600 菊池市 102 S50.5.19

66 清泉 菊池市七城町亀尾２４２９ 0968-26-4811 （福）愛敬会 30 H9.4.1

67 あさひが丘荘 菊池市旭志伊坂４４９－１ 0968-37-3636 （福）広友会 38 H8.4.1

68 泗水苑 菊池市泗水町永１０２１ 0968-38-6680 （福）泗水福祉会 30 H14.4.15

69 紀水ナーシングホーム 合志市竹迫字桜山２２２４ 096-248-7110 （福）学優会 50 H3.5.27

70 菊香園 合志市御代志７１８－４ 096-242-0138 （福）山紫会 42 S46.4.1

71 菊香園一、二番館 合志市御代志７１８－４ 096-242-0138 （福）山紫会 78 H26.4.1

72 つつじ山荘 菊池郡大津町大字大津２０６１ 096-293-4014 （福）双友会 110 S48.5.10

73 きほう苑 菊池郡菊陽町大字辛川１９２９ 096-232-1188 （福）清陽会 50 S61.4.1
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開設
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74 あそん里 阿蘇市一の宮町坂梨２３６５ 0967-22-1511 （福）治誠会 50 H8.6.1

75 阿蘇みやま荘 阿蘇市黒川１３６５ 0967-34-0848 阿蘇広域行政事務組合 80 S48.9.5

76 悠清苑 阿蘇郡南小国町満願寺５８５４－１ 0967-44-0800 （福）昭寿会 50 H3.10.5

77 梅香苑 阿蘇郡高森町高森３１７５ 0967-62-3111 （福）岳寿会 80 S59.4.1

78 水生苑 阿蘇郡南阿蘇村一関１２８２ 0967-62-9688 （福）白久寿会 30 H6.5.1

79 陽ノ丘荘 阿蘇郡南阿蘇村河陽４４６３ 0967-67-2500 （福）順和会 40 H2.9.29

80 みどりの館 阿蘇郡西原村大字布田８９７－１ 096-279-4825 （福）成仁会 40 H11.4.5

81 グリーンヒルみふね 上益城郡御船町辺田見８４０－９ 096-281-7777 （福）恵寿会 50 H12.4.1

82 康寿苑 上益城郡嘉島町北甘木２０７３ 096-237-3001 （福）嘉悠会 50 H7.4.1

83 ひろやす荘 上益城郡益城町大字安永７５６ 096-286-4192 （福）慈光会 40 S48.5.1

84 ユニット型ひろやす荘 上益城郡益城町安永１０８０ 096-286-4192 （福）慈光会 100 H26.4.1

85 花へんろ 上益城郡益城町惣領１６７０ 096-287-8706 （福）ましき苑 50 H23.4.20

86 いこいの里 上益城郡益城町福原１９８８－１ 096-287-5666 （福）錦光会 50 H24.9.1

87 桜の丘 上益城郡甲佐町大字西寒野１１６１ 096-234-1191 （福）綾友会 40 S60.4.1

88 矢部大矢荘 上益城郡山都町北中島２６８４－２ 0967-75-0333 （福）蘇南会 120 S51.4.1

89 蘇望苑 上益城郡山都町滝上２２３－１ 0967-83-0870 （福）蘇清会 30 H5.4.1

90 行楽園 八代市日奈久塩北町２９０５ 0965-38-2011 （福）敬愛会 60 S48.4.15

91 あさひ園 八代市上日置町２３４５ 0965-35-5757 （福）郷寿会 50 H1.7.1

92 みやび園 八代市高島町４２２１ 0965-32-0088 （福）松高福祉会 50 H5.4.1

93 ま心苑 八代市敷川内町２２５１－１ 0965-31-7600 （福）ま心苑会 50 H6.11.1

94 すずらんの里 八代市葭牟田町４３５ 0965-39-7511 （福）天龍会 50 H11.4.1

95 坂本の里　一灯苑 八代市坂本町坂本１０７１ 0965-53-7277 （福）川岳福祉会 50 H16.4.1

96 康和苑 八代市千丁町太牟田１３００－８ 0965-46-1144 （福）康和福祉会 50 H9.4.1

97 安寿の里 八代市鏡町両出８８０－１ 0965-53-2100 （福）至誠会 50 H12.4.1

98 ユニット型安寿の里 八代市鏡町両出８８０－１ 0965-53-2100 （福）至誠会 30 H26.4.1

99 ひかわの里 八代市東陽町南７５２－１ 0965-65-3100 （福）東泉会 30 H8.4.1

100 みなみ園 八代市日奈久町塩南町５４ 0965-38-3730 （福）敬愛会 60 H23.6.1

101 やすらぎ荘 八代郡氷川町鹿島９４５ 0965-52-0173 （福）白寿会 30 S61.7.1

102 やすらぎ荘別館 八代郡氷川町鹿島９４５ 0965-52-0173 （福）白寿会 40 H26.4.1

103 早尾園 八代郡氷川町早尾１０９７ 0965-62-3838 （福）代医会 60 S56.8.1

104 白梅荘 水俣市浜４０８９－２ 0966-63-4715 （福）白梅福祉会 80 S46.5.1

105 白梅の杜 水俣市古賀町２－５－３２ 0966-63-1223 （福）白梅福祉会 40 H24.6.1

106 田の浦荘 葦北郡芦北町大字田浦町８７０－１ 0966-87-0810 （福）栄和福祉会 50 H5.4.1

107 五松園 葦北郡芦北町大字花岡１１１８ 0966-82-4274 （福）慈友会 85 S51.4.1

108 あけぼの苑 葦北郡津奈木町大字岩城１５２０ 0966-78-4070 （福）清風会 35 H6.4.1

109 あけぼの苑　よらんかな 葦北郡津奈木町大字岩城１５２０ 0966-78-4070 （福）清風会 30 H26.4.1

110 龍生園 人吉市下原田町字瓜生田１０５７－９ 0966-22-6621 （福）天雲会 77 S51.4.1

111 ユニット型龍生園 人吉市下原田町字瓜生田１０５７－９ 0966-22-6621 （福）天雲会 40 H26.4.1
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112 聖心ホーム 人吉市寺町９－５ 0966-23-3320 （福）仁和会 30 S63.4.1

113 にしき園 球磨郡錦町木上１５０－１ 0966-38-3800 （福）洋香会 50 H4.9.1

114 鐘ヶ丘ホーム 球磨郡あさぎり町上西８３５ 0966-45-6777 （福）共成舎 50 H10.4.1

115 あさぎりホーム 球磨郡あさぎり町岡原南７７－１ 0966-45-5683 （福）洋香会 30 H7.8.1

116 翠光園 球磨郡あさぎり町深田東４１０ 0966-45-0274 （福）翠光園 30 S63.4.1

117 あずみ野 球磨郡多良木町多良木２５７－１ 0966-42-6400 （福）多良木福祉会 30 H9.4.1

118 ユニット型あずみ野 球磨郡多良木町多良木２５７－１ 0966-42-6400 （福）多良木福祉会 30 H26.4.1

119 福寿荘 球磨郡湯前町８３６ 0966-43-3151 人吉球磨広域行政組合 90 S47.6.1

120 桜の里 球磨郡水上村大字岩野石原２６５８－１ 0966-44-0770 （福）御薬園 30 H15.4.1

121 川辺川園 球磨郡相良村大字川辺１７７１ 0966-35-0861 （福）ペ－トル会 40 S60.4.1

122 千寿園 球磨郡球磨村大字渡乙１７５０ 0966-33-0011 （福）慈愛会 40 H12.6.1

123 南風苑 上天草市大矢野町登立８５３１ 0964-56-0263 （福）博友会 80 S57.4.1

124 ひかりの園 上天草市松島町今泉１００４－１ 0969-56-1900 （福）姫戸ひかり会 50 H7.9.1

125 翔洋苑 上天草市姫戸町姫浦３０５５－１０６ 0969-58-3611 （福）姫戸福祉会 30 H5.4.1

126 相生荘（ユニット型） 上天草市龍ケ岳町大道１５８ 0969-63-0131 （福）鶴亀会 30 S49.6.17

127 ユニット型慈晃園 天草市佐伊津町９２８ 0969-23-6610 （福）慈雲会 77 S49.6.5

128 明照園 天草市久玉町１２７３－１ 0969-73-3245 （福）明照園 40 S62.12.1

129 ユニット型明照園 天草市久玉町１２７３－１ 0969-73-3245 （福）明照園 30 H26.4.1

130 麗洋苑 天草市有明町須子１９６４ 0969-53-0477 （福）暁興会 80 S56.4.25

131 御所浦苑 天草市御所浦町御所浦４３９３－１ 0969-52-3727 （福）天水会 40 H11.6.1

132 愛愛園 天草市倉岳町棚底８５０－１０５ 0969-64-3366 （福）積愛会 30 H6.12.1

133 梅寿荘 天草市栖本町湯船原６６１ 0969-66-2132 （福）上天草会 30 S63.4.1

134 新和苑 天草市新和町小宮地７６３－２ 0969-46-3838 （福）緑新会 30 H6.4.1

135 紫明寮 天草市五和町二江４６６８ 0969-33-0021 （福）清志会 158 S45.4.1

136 春光苑 天草市天草町高浜６３３ 0969-42-0646 （福）愛隣会 50 S59.4.1

137 実相園 天草市河浦町河浦１９７１ 0969-76-0355 （福）相愛会 60 S51.4.9

138 楽洋の里 天草郡苓北町上津深江２３０－１ 0969-37-0202 （福）慈正会 30 H11.9.13
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②介護老人保健施設

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1
清雅苑 熊本市北区山室６－８－１ 096-345-8112

医療法人
社団寿量会

80 S63.10.1

2
高齢者支援センターコスモピア熊
本

熊本市東区尾ノ上１－３－１２ 096-384-8088
医療法人
堀尾会

96 H元.2.1

3
おとなの学校本校 熊本市東区三郎１－１２－３０ 096-385-6262

医療法人社団
大浦会

120 H元.6.1

4
青翔苑 熊本市西区島崎２－２１－１０ 096-359-5377

医療法人
金澤会

58 H2.3.31

5
阿房宮

熊本市北区龍田陳内１－３－２
０

096-337-1111
社会福祉法人
慈雄会

100 H2.11.22

6
杏の里 熊本市西区池田１－１４－７８ 096-351-2788

医療法人社団
杏医会

43 H4.7.1

7
南楓苑

熊本市中央区南熊本２－１１－
１

096-371-5111
医療法人
熊南会

75 H4.10.1

8
ぎんなんの里 熊本市北区楡木１－３－７０ 096-337-2700

医療法人
上野会

80 H6.4.1

9
湧心苑 熊本市中央区出水４－１５－３０ 096-371-4165

医療法人社団
藤榮会

75 H6.4.8

10
ぼたん園 熊本市南区御幸笛田６－８－１ 096-370-1222

医療法人
博光会

100 H6.4.19

11
総合ケアセンター第二コスモピア
熊本

熊本市東区尾ノ上１－８－８ 096-360-3111
医療法人
堀尾会

54 H7.8.1

12
白藤苑 熊本市南区白藤５－１－１ 096-358-7200

医療法人社団
松下会

100 H8.12.16

13
みつぐ苑 熊本市北区貢町１３５ 096-323-6123

医療法人
医誠会

80 H9.1.18

14
のぞみ 熊本市中央区本荘３－７－１８ 096-371-3399

医療法人
杉村会

74 H9.1.20

15
シルバーピア水前寺

熊本市中央区水前寺５－２－２
２

096-384-3399
医療法人
清和会

72 H9.11.25

16
メディエイト鶴翔苑

熊本市東区保田窪本町１０－１
１２

096-387-8181
医療法人社団
鶴友会

61 H9.12.1

17
フォレスト熊本 熊本市中央区渡鹿５－１－３７ 096-363-0101

一般財団法人
杏仁会

80 H10.1.19

18
なすび園 熊本市西区沖新町３３５３ 096-329-5666

医療法人社団
光寿会

70 H10.3.2

19
田迎ケアセンター 熊本市南区出仲間５－２－２ 096-378-2223

医療法人
東陽会

50 H11.3.23

20
ケアセンター赤とんぼ 熊本市東区戸島西２－３－１０ 096-331-3737

医療法人社団
仁誠会

100 H13.3.31

21
心ほか 熊本市東区新外３－９－１ 096-285-6225

医療法人
弘生会

29 H29.4.1

22
なでしこ 熊本市中央区北千反畑町２－５ 096-343-7450

医療法人
起生会

62 H15.2.1

23
かなこぎ苑 熊本市北区硯川町７６８－１ 096-275-2788

医療法人社団
郁栄会

60 H18.4.1

24
葵の森 熊本市西区松尾町近津１４８０ 096-311-4004

社会福祉法人
諒和会

59 H19.6.4

25
桔梗苑 熊本市南区城南町沈目１４８１ 0964-28-6811

医療法人
小林会

90 H元.5.15

26
光乃里 熊本市南区城南町今吉野９７２ 0964-28-8000

医療法人社団
井上会

72 H5.4.1

27
ケアビレッジ箱根崎 熊本市北区植木町正清８８８ 096-274-7700

医療法人
滄溟会

98 H6.4.8

28
あかね 熊本市西区出町２‐１５ 096‐322‐6018

医療法人社団
青葉会

15 H23.8.8

29
ひらた苑 熊本市北区植木町平原２２１ 096‐272‐5486

医療法人社団
東洋会

72 H23.10.1

30
ゆずりは 熊本市南区城南町高１０９９ 0964‐28‐6311

医療法人社団
誠心会

72 H24.6.1

31
あさひコート 宇土市旭町１０６ 0964-23-5211

医療法人社団
金森会

40 H5.4.20

32 あさひコート　別館 宇土市旭町１０６ 0964-23-5211
医療法人社団
金森会

20 H26.4.1

33
景雅苑 宇土市上網田町３６７６ 0964-27-1708

医療法人社団
小田会

50 H9.3.3
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

34
青海苑 宇城市三角町郡浦７３９－８ 0964-54-1311

社会福祉法人
熊本厚生会

85 H3.5.11

35
松幸 宇城市松橋町西下郷５４４ 0964-32-5516

社会福祉法人
創友会

98 H23.9.1

36
なごみの里

下益城郡美里町堅志田１９２－
１

0964-47-6011
医療法人
興和会

105 H16.10.1

37
慈眼苑 荒尾市荒尾７０８－２ 0968-64-1018

医療法人
洗心会

90 H6.7.1

38
平成ドリーム館 荒尾市水野１５５６ 0968-68-7770

医療法人
平成会

76 H10.11.1

39
高橋 荒尾市原万田８１５－２ 0968-64-1311

医療法人社団
高整会

13 H24.10.1

40
樹心台 玉名市伊倉北方２７２ 0968-73-4165

医療法人
信和会

100 H7.11.19

41
ゆうきの里 玉名市上小田１０６３ 0968-74-0666

医療法人
悠紀会

70 H8.7.1

42
星雲荘 玉名市横島町横島３３８４ 0968-84-3717

医療法人
安田会

60 H11.7.1

43
てんすい倶楽部

玉名市天水町部田見１２１４－１
５

0968-71-5600
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

52 H12.9.1

44
幸 玉名市岱明町鍋１８３１ 0968-57-5105

社会福祉法人
創友会

30 H17.4.1

45
ユニット型介護老人保健施設幸 玉名市岱明町鍋１８３１ 0968-57-5105

社会福祉法人
創友会

30 H29.4.1

46
清風苑 玉名郡和水町上板楠１６９７－１ 0968-34-3700

医療法人社団
清風会

78 H9.4.16

47
聖ルカ苑 玉名郡長洲町宮野２７７２－１０ 0968-78-5521

医療法人社団
聖和会

78 H元.6.1

48
希望の園 山鹿市山鹿３６９ 0968-44-2100

医療法人
至誠会

80 H4.2.25

49
山鹿リハビリセンター 山鹿市熊入町３１３ 0968-43-4370

医療法人社団
征栄会

80 H6.12.27

50
太陽 山鹿市鹿本町津袋６５４－１ 0968-46-6111

医療法人
回生会

96 H9.7.14

51
リハビリセンターきくちの里 菊池市大琳寺１２３ 0968-23-7721

医療法人社団
鞠輝会

60 H14.12.6

52
孔子の里 菊池市泗水町福本９０４－１ 0968-38-5666

医療法人
孔子会

70 H9.7.30

53
ひらせ記念リハビリ苑 合志市福原３１１１ 096-248-7100

医療法人
平瀬会

80 H9.5.1

54
桜の里 合志市須屋７０２ 096-343-8377

医療法人
中山会

75 H6.6.1

55
有隣 合志市野々島東原４４１４－１７ 096-242-5050

医療法人
慈愛会

70 H19.1.13

56
おおつかの郷 菊池郡大津町陣内１１６５ 096-294-1500

医療法人
田中会

86 H7.6.1

57
サンライズヒル 菊池郡菊陽町曲手７６０ 096-232-5656

医療法人
熊本丸田会

85 H3.10.28

58
阿蘇グリーンヒル 阿蘇市一の宮町宮地１２１ 0967-22-0500

医療法人
高森会

80 H6.9.1

59
愛・ライフ内牧 阿蘇市内牧１１０５－１ 0967-32-5511

医療法人社団
坂梨会

125 H9.4.4

60
おぐに老人保健施設 阿蘇郡小国町宮原１７４２－１ 0967-46-6111

小国町外一ヶ町公立
病院組合

50 H11.6.1

61
リハセンターひばり 阿蘇郡南阿蘇村吉田２０４４－２ 0967-64-8000

医療法人社団
大徳会

50 H14.9.1

62
御船清流園 上益城郡御船町御船１０６２－１ 096-282-1616

医療法人社団
藤岡会

54 H6.9.16

63
平成唯仁館 上益城郡益城町宮園１１３９－１ 096-286-0666

医療法人
成仁会

60 H6.11.16

64
ケアポート益城 上益城郡益城町安永１０３０ 096-289-0777

社会福祉法人
慈光会

60 H7.2.1

65
ナーシングケア緑風苑 上益城郡甲佐町白旗２７１ 096-234-3788

医療法人
荒瀬会

50 H7.1.22

66
彩雲苑 上益城郡山都町北中島２７０１ 0967-75-0222

医療法人
幸翔会

70 H5.9.1

-25-



№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

67
ライフライト矢部 上益城郡山都町下市６０ 0967-72-1110

医療法人
潤幸会

50 H6.5.7

68
ハピネスケア日南 八代市日奈久塩北町２９２２ 0965-38-0700

社会福祉法人
敬愛会

80 H3.3.20

69
向春苑 八代市大福寺町２４１１－１ 0965-33-8660

社会福祉法人
権現福祉会

70 H3.4.1

70
ユニット型介護老人保健施設向春
苑

八代市大福寺町２４１１－１ 0965-33-8660
社会福祉法人
権現福祉会

10 H26.4.1

71
高齢者ケアセンターアメニティゆう
りん

八代市古閑浜町３４０１ 0965-33-8880
医療法人社団
優林会

85 H7.8.21

72
皇寿園 八代市高島町４２１８ 0965-33-5545

医療法人
初友会

75 H10.5.1

73
とまと 八代市郡築一番町１８０－１ 0965-37-3737

医療法人
カジオ会

50 H10.7.1

74
ユニット型介護老人保健施設とま
と

八代市郡築一番町１８０－１ 0965-37-3737
医療法人
カジオ会

51 H26.4.1

75
かがみ苑 八代市鏡町塩浜－２３５ 0965-30-4000

医療法人社団
司会

80 H9.2.27

76
八祥苑 八代郡氷川町早尾１０９７ 0965-62-4818

社会福祉法人
代医会

75 H元.10.11

77
やすらぎ苑 水俣市浜４０５１ 0966-63-8621

一般社団法人
水俣市芦北郡医師会

80 H2.6.1

78
白梅の里 水俣市浜４０９８－１８ 0966-63-3888

医療法人
啓愛会

90 H5.11.10

79
新清苑 葦北郡芦北町芦北２７２７－１ 0966-61-3055

医療法人
新清会

80 H10.11.1

80
リバーサイド御薬園 人吉市七地町４９５ 0966-22-6811

医療法人社団
健成会

80 H4.3.3

81
愛生 人吉市南泉田町８９番地 0966-28-3586

医療法人社団
愛生会

30 H15.3.24

82
小規模介護老人保健施設 もみ
の木

人吉市下林町232 0966-22-0200
医療法人
回生会

29 H27.1.4

83
タンポポ 人吉市下漆田町１５３８－４ 0966-25-1551

医療法人社団
新晃会

80 H10.10.29

84
きのえ田中苑

球磨郡錦町木上西１４３番地の
１

0966-38-0061
医療法人
明生会

18 H20.12.1

85
シルバーエイト 球磨郡多良木町多良木４２１０ 0966-42-5288

球磨郡公立多良木
病院企業団

90 H6.5.1

86
サンライフみのり 球磨郡相良村川辺１７７８ 0966-35-0840

社会福祉法人
ペートル会

60 H2.4.20

87
山江老人保健施設 球磨郡山江村山田１７０５ 0966-24-9800

医療法人
木鶏会

60 H6.3.30

88
本渡ケア・ホーム 天草市下浦町２０９０－１ 0969-24-3331

医療法人社団
開会

50 H元.10.1

89
天草中央総合病院附属介護老人
保健施設

天草市東町１０１ 0969-22-2111
独立行政法人地域医
療機能推進機構

100 H7.5.10

90
ケアセンター鶴丸 天草市久玉町６２－１ 0969-72-6072

医療法人社団
創生会

50 H5.7.2

91
ブルーマリン天草 天草市五和町御領９１３３ 0969-32-2112

医療法人
一陽会

70 H4.12.24

92
ケーナ・ガーデン 天草市河浦町河浦４７７８－３ 0969-76-1808

医療法人社団
野田会

50 H13.6.15

93
ほんごう苑 上天草市大矢野町登立８６０７ 0964-56-5110

医療法人
本郷会

60 H9.3.1

94
松朗園 上天草市松島町今泉３２－１ 0969-56-3111

医療法人
原田会

80 H4.10.2

95
きららの里

上天草市龍ケ岳町高戸１４１９
－１９

0969-62-1123 上天草市 50 H7.7.1

96
慈恵苑

天草郡苓北町上津深江２７８－
１０

0969-37-1567
医療法人社団
稲穂会

60 H元.8.18

97
臥龍園 天草郡苓北町富岡３２７３－２ 0969-35-1119

医療法人
弘仁会

54 H2.9.1

98
夢織りの里天草 天草市楠浦町掛場５９‐５ 0969‐22‐8288

医療法人
薫風会

50 H21.4.1

99
海風 天草市楠浦町２５９番地 0969‐23‐3533

医療法人社団
福寿会

8 H22.4.1
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③介護療養型医療施設

№ 名称 所在地 電話 運営主体 病床数
開設

年月日

1 表参道吉田病院
熊本市中央区北千反畑町２－
５

096-343-6161 医療法人起生会 42

2 杉村病院
熊本市中央区本荘３－７－１
８

096-372-3322 医療法人杉村会 26

3 九州記念病院
熊本市中央区水前寺公園３－
３８

096-383-2121 医療法人社団岡山会 55

4 青磁野リハビリテーション病院 熊本市西区島崎２－２２－１５ 096-354-1731 医療法人金澤会 47

5 石原循環器科内科医院 熊本市東区西原２－１１－３ 096-382-3388 石原章 5

6 くまもと成仁病院 熊本市東区戸島２－３－１５ 096-380-7011 医療法人成仁会 42

7 竜山内科リハビリテーション病院 熊本市北区室園町１０－１７ 096-344-3311 医療法人山部会 56

8 末次内科医院
熊本市西区上高橋町２－１３
－６

096-329-4755
医療法人セントラル
ファイブ

9

9 熊本博愛病院 熊本市北区楠６－６－６０ 096-338-7117 医療法人社団上野会 82

10 悠愛病院
熊本市東区画図町下無田１１
３９

096-378-3355 医療法人社団悠愛会 94

11 緒方脳神経外科医院 熊本市西区池田１－１４－８２ 096-353-5300 医療法人社団杏医会 4

12 あきた病院 熊本市南区会富町１１２０ 096-227-1611 医療法人むすびの森 60

13 菊南病院
熊本市北区鶴羽田３－１－５
３

096-344-1711 医療法人室原会 60

14 寺尾病院 熊本市北区小糸山町７５９ 096-272-0601 医療法人寺尾会 42

15 北部病院
熊本市北区四方寄町１２８１
－３

096-245-1115 医療法人社団原武会 12

16 橋本整形外科内科 熊本市北区改寄町２３８０－５ 096-272-0052 医療法人裕和会 13

17 八景水谷クリニック
熊本市北区八景水谷１－３１
－１６

096-344-8811
医療法人社団大塚メ
ディカル

6

18 山口病院 熊本市西区田崎３－１－１７ 096-356-0666 医療法人社団芳仁会 26

19 帯山中央病院
熊本市中央区帯山４－５－１
８

096-382-6111 医療法人祐基会 43

20 下田内科クリニック
熊本市北区鶴羽田町３－１４
－２３

096-345-5015 医療法人社団下田会 13

21 小林病院 熊本市南区城南町隈庄５７４ 0964-28-2025 医療法人小林会 36

22 熊本光洋台病院
熊本市南区城南町今吉野１０
２０

0964-28-6000 医療法人社団井上会 59

23 みずたみ医院
宇城市松橋町竹崎１１１５－３
２

0964-32-3372 水民和行 19

24 くまもと温石病院 下益城郡美里町中小路８３５ 0964-46-3000 医療法人愛生会 52

25 間部病院 下益城郡美里町永富３２８ 0964-47-0032
医療法人美里みどり
会

22

26 伊藤医院 荒尾市四ツ山町３－５－２ 0968-62-0405 医療法人藤杏会 6

27 ふれあいクリニック 荒尾市川登１７６１－２４ 0968-68-6565
医療法人社団荒尾クリ
ニック

11

28 悠紀会病院 玉名市上小田１０６３ 0968-74-1131 医療法人悠紀会 111

29 国民健康保険和水町立病院 玉名郡和水町江田４０４０ 0968-86-3105 和水町 12

30 有明成仁病院 玉名郡長洲町宮野２７７５ 0968-78-1133 医療法人社団聖和会 48

31 ながすクリニック 玉名郡長洲町長洲１３５４ 0968-78-0527 医療法人池満会 15

32 菊池中央病院 菊池市隈府４９４ 0968-25-3141 医療法人信岡会 37

33 菊池郡市医師会立病院 菊池市大琳寺７５－３ 0968-25-2191
一般社団法人菊池郡
市医師会

10

34 岸病院 菊池市泗水町豊水３３８８－１ 0968-38-2750 医療法人菊芳会 24

35 古賀医院 菊池市泗水町吉富１９３５ 0968-38-2222 古賀毅 10
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№ 名称 所在地 電話 運営主体 病床数
開設

年月日

36 平瀬内科医院 合志市幾久富１９０９－２２７ 096-248-5227 医療法人平瀬会 11

37 勝久病院 菊池郡大津町室２６１－９ 096-293-5000 医療法人社団恵生会 20

38 菊陽台病院 菊池郡菊陽町久保田２９８４ 096-232-1191
医療法人社団熊本清
仁会

50

39 東熊本第二病院 菊池郡菊陽町辛川１９２３－１ 096-232-3939 医療法人永田会 35

40 大阿蘇病院 阿蘇市一の宮町宮地５８３３ 0967-22-2111 医療法人社団大徳会 52

41 小野主生医院 阿蘇市内牧２２７－１２ 0967-32-0039 小野崇 2

42 市原胃腸科外科 阿蘇市黒川１４８４ 0967-34-1211 医療法人社団恒仁会 3

43 蓮田医院
阿蘇郡南小国町赤馬場１９５
６－１７

0967-42-0125 医療法人社団昭仁会 7

44 西村病院
上益城郡嘉島町北甘木２０８
５

096-237-1551 医療法人社団栄康会 24

45 益城中央病院
上益城郡益城町宮園７２２－
１

096-286-3151 医療法人宮本会 8

46 荒瀬病院 上益城郡甲佐町緑町３３１ 096-234-1161 医療法人荒瀬会 22

47 谷田病院 上益城郡甲佐町岩下１２３ 096-234-1248 医療法人谷田会 14

48 伴病院 上益城郡山都町浜町１６７ 0967-72-0029 医療法人潤幸会 17

49 瀬戸病院
上益城郡山都町北中島２８０
６

0967-75-0111 医療法人幸翔会 14

50 丸田病院 八代市萩原町一丁目５－２２ 0965-35-3100 医療法人丸田会 54

51 八代敬仁病院 八代市海士江町２８１７ 0965-34-7911 医療法人敬仁会 35

52 平成病院 八代市大村町７２０－１ 0965-32-8171 医療法人社団平成会 20

53 八代市医師会立病院 八代市平山新町４４３８－３ 0965-31-1700
社団法人八代市医師
会

50

54 岡部病院 水俣市桜井町３－３－３ 0966-63-3311 医療法人岡部病院 30

55 白梅病院 水俣市浜４０８９－１ 0966-63-7575 医療法人啓愛会 60

56 渕上病院 水俣市塩浜町２－１９ 0966-63-6551 医療法人すえひろ会 16

57 篠原医院 葦北郡芦北町佐敷３７０－１ 0966-82-2046 医療法人新清会 15

58 外山病院 人吉市南泉田町８９ 0966-22-2003 医療法人愛生会 28

59 人吉中央温泉病院 人吉市上青井町１７０－１ 0966-24-2854 医療法人蘇春堂 88

60 愛甲やすらぎ医院 人吉市駒井田町１９５１ 0966-22-8469 医療法人愛 13

61 ひとよし内科 人吉市七地町２８番地１ 0966-24-1211 医療法人社団健成会 8

62 外山胃腸病院 人吉市南泉田町１ 0966-22-4818
医療法人外山胃腸病
院

24

63 宮崎外科胃腸科医院 上天草市大矢野町上１５１９ 0964-56-0600 医療法人宮崎会 12

64 ニュー天草病院 天草市太田町２－１ 0969-22-3191 医療法人永輝会 48

65 小松医院 天草市久玉町６１ 0969-72-6111 医療法人社団創生会 6

66 松本内科・眼科 天草市久玉町５７１６－６ 0969-72-2833 医療法人社団孔和会 4

67 福本病院 天草市牛深町１５２２－４６ 0969-73-3131 医療法人社団福本会 40

68 中邑医院 天草市久玉町１４１１－１３３ 0969-74-0370 医療法人社団泰心会 6

69 国民健康保険天草市立新和病院
天草市新和町小宮地７６３－
３

0969-46-2003 天草市 18

70 長野内科小児科医院 天草市五和町御領６４５４ 0969-32-2323 長野久雄 8

71 生田医院
天草市河浦町宮野河内４７－
５

0969-78-0331 生田翔 3
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④特定施設入居者生活介護事業所

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1
介護付き有料老人ホームローズ・
ヴィラマツモト

熊本市南区野田２－３１－６ 096-358-2222 （有）シニアマツモト 31 H12.3.31

2 シニアマンションユートピア熊本 熊本市東区秋津１－１－８ 096-368-5447 （有）ふきの企興 40 H12.7.31

3 特定施設入居者生活介護すずめ
熊本市東区画図東１－８－４
８

096-334-5322 （有）テイクケア・エフ 23 H15.11.13

4 老人ホームふくし大夢 熊本市東区山ノ神１－４－１３ 096-360-6234 （株）ふくし大夢 10 H16.7.15

5 グランガーデン熊本 熊本市中央区城東町４－７ 096-359-1893
（株）キューデン・グッド
ライフ熊本

226 H16.12.10

6 熊本めぐみの園 熊本市東区小山町１７８１ 096-380-2321 （福）日生会 50 H18.5.1

7 ライトホーム
熊本市中央区黒髪５－２３－
１

096-343-0489
（福）リデルライトホー
ム

50 H19.4.1

8 ファインヴィレッジ
熊本市中央区黒髪６丁目３１
番２号

096-342-6380 （医）杏友会 30 H26.7.20

9 介護付有料老人ホームきずな 熊本市東区新南部５－２－１ 096-384-0030 （福）敬人会 40 H22.1.1

10 きらり舞原
熊本市南区城南町舞原１４１
６－１

0964-28-6660 （医）杏和会 30 H21.10.1

11 養護老人ホーム聖母の丘
熊本市西区島崎６丁目１番２
７号

096-355-3017 （福）聖母会 50 H22.4.1

12 特定施設　きらら
熊本市東区新南部３丁目７番
７６－２号

096-384-0500 （福）敬人会 14 H22.6.1

13 ホスピタルメント桜十字
熊本市南区御幸笛田７丁目１
３番２１号

096-378-1112 （株）桜十字 110 H22.6.1

14 介護付有料老人ホーム稔の里
熊本市南区城南町六田５３５
番地

0964-28-7701 （株）心豊 30 H22.10.19

15 介護付有料老人ホーム　のどか園
熊本市南区富合町榎津４９２
番地１

096-358-8989 （株）レバレンス 60 H23.3.28

16
介護付有料老人ホーム　ヒルサ
イドガーデン　山吹

熊本市南区城南町今吉野９８
９番地

0964-28-6670 （株）インターイメージ 30 H23.4.17

17 水前寺有料老人ホーム
熊本市中央区国府１丁目３番
１５号

096-364-1210 （医）室原会 12 H23.5.1

18 そんぽの家　清水麻生田
熊本市北区麻生田２丁目６番
１０号

096-339-4111
（株）SOMPOケアメッ
セージ

47 H23.8.1

19 有料老人ホーム　江南の杜
熊本市中央区本山１丁目５番
２０号

096-319-2888 （医）村田会 30 H23.8.29

20
江津しょうぶ苑介護付有料老人
ホーム

熊本市東区画図町大字所島１
０３９

096-370-3939 (有)九州松栄産業 62 H23.9.1

21 シエスタ錦ヶ丘 熊本市東区錦ヶ丘２６－１１ 096-367-0565 (有)熊進企画 40 H23.10.1

22 ファインテラスせいじの
熊本市西区島崎二丁目１１－
１３

096-359-8567 （医）金澤会 50 H23.12.1

23 サンセリテ月出
熊本市東区月出二丁目４－２
３

096-282-8324 （医）萬生会 36 H24.3.29

24 ニチイケアセンター熊本飽田東 熊本市南区八分字町５０－１ 096-227-4070 （株）ニチイ学館 60 H24.3.31

25 特定施設シルバーピアグランド通り
熊本市中央区上水前寺１－６
－５

096-386-0020 （医）清和会 60 H24.7.24

26 八景水谷昭和館
熊本市北区山室４丁目９－３
０

096-343-0003 （株）昭和館 40 H25.4.1

27 介護付き有料老人ホームさわらびⅡ
熊本市北区龍田町弓削867番
地1

096-348-7103 （福）熊本菊寿会 49 H25.4.2

28 有料老人ホーム　ヴィラ・九品寺
熊本市中央区九品寺3丁目9
番3号

096-375-3080 （福）明芳会 30 H25.5.11

29
介護付き有料老人ホーム
川尻ヒルズ

熊本市南区南高江7丁目3番 096-288-2806 （福）竹崎記念福祉会 60 H25.8.1

30
サービス付き高齢者向け住宅（特
定施設）ホスピタウンハウス

熊本市南区富合町古閑1012 096-227-7287 医療法人　相生会 33 H26.1.6

31 有料老人ホーム赤とんぼ長嶺
熊本市東区長嶺南6丁目25-
97

096-368-8800 医療法人社団　仁誠会 31 H28.4.25

32
黒髪しょうぶ苑介護付有料老人
ホーム

熊本市中央区黒髪５丁目４－
３０

096-346-6888 （有）九州松栄産業 50 H28.5.20

33 介護付き有料老人ホーム　小春
熊本市南区島町２丁目１８－
３６

096-357-4636 合同会社　ハートキャリア 26 H28.7.1
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№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

34 むすび・宇土
宇土市松山町向野田４１６８
－１

0964-24-5055
(株)クオリティ・ケア・
ジャパン

26 H19.4.1

35 ケアハウスユーユー
荒尾市下井手外平１１９９－１
２

0968-66-1855 （福）博愛福祉会 50 H15.4.1

36 つどいの杜 菊池市泗水町豊水３７２７－１ 0968-36-9654 （有）泗水中央薬局 60 H24.5.1

37 陽かりの郷
菊池郡菊陽町原水５８００－２
３

096-292-3226 （株）陽かりの郷 70 H16.10.1

38 くまもと長寿苑そよ風 阿蘇郡西原村布田１０８７ 096-292-2251
（株）ユニマットリタイア
メント・コミュニティ

29 H17.6.3

39
特定施設入居者生活介護　つど
い

阿蘇市小池９番地 0967-32-2321 （有）ふきの企興 21 H28.3.18

40
介護付き有料老人ホーム　たん
ぽぽ

上益城郡山都町下馬尾299-1 0967-72-4165 上益城農業協同組合 14 H28.4.1

41 コミュニティハウス　悠優かしま
上益城郡嘉島町上仲間字皆
本１５１－１

096-234-8101 （福）千寿会 30 H28.5.1

42 ブロッサムやつしろ 八代市郡築四番町１０１－４ 0965-37-3037
（株）ヒューマンケアブ
ロッサムズ

20 H17.3.1

43 ブロッサムやつしろⅢ 八代市郡築三番町81-2 0965-45-5472
（株）ヒューマンケアブ
ロッサムズ

30 H29.3.1

44
養護老人ホーム　すずらんの杜
外部サービス利用型特定入居者
生活介護事業所

八代市葭牟田町４２８番地 0965-39-7611 （福）天龍会 50 H28.5.1

45 聖心老人ホーム 人吉市寺町９－５ 0966-23-3320 （社）仁和会 50 H22.1.1

46 ひまわりの里 球磨郡錦町一武２１３０－１ 0966-38-3575 （有）ひまわり 23 H21.10.7

47 特定施設入居者生活介護そらまめ 球磨郡あさぎり町岡原北１１２５ 0966-45-8600 （株）クオーレ 15 H21.9.18

48 養護老人ホーム松風園 天草市本渡市広瀬１６３８ 0969-22-2593 （福）北斗会 70 H24.4.1

49
梅寿荘外部サービス利用型特定
施設

天草市栖本町湯船原６６１ 0969-66-2132 （福）上天草会 50 H24.4.1

50 養護老人ホーム明照園特定施設 天草市久玉町１２７３番地の１ 0969-73-3245 （福）明照園 50 H24.4.1
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⑤定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

№ 名称 所在地 電話 運営主体
開設

年月日

1 せいじのヘルパーステーション
熊本市西区島崎2丁目11番
13号

090-3935-3664
医療法人
金澤会

H25.11.1

2 訪問介護看護センター桜十字
熊本市南区御幸笛田7丁目
11番85号　110号室

096-378-1180
医療法人
桜十字

H25.4.22

3 箱根崎ホームヘルプステーション「にーよん」
熊本市北区植木町植木97番
地3

096-272-7800
医療法人
滄溟会

H25.5.10

4 いつでんくるばい 山鹿市熊入町1093 0968-41-5080
特定非営利法人
コレクティブ

H24.4.1

5
24時間ケアステーションあさひ
コート

宇土市本町6丁目7番地 0964-22-0017
医療法人社団
金森会

H26.7.1

6 ２４時間介護看護サービスはな
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字
久石2715-1

0967-67-1606
株式会社
南阿蘇ケアサービス

H27.6.1

7 みやび園安心サポートセンター 八代市高島町４２２１番地 0965-32-0202
社会福祉法人
松高福祉会

H28.4.1

8
24時間サポートステーション　御薬
園

人吉市七地町28番地1 0966-22-6811
医療法人社団
健成会

H25.2.1

9
やまだ定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所

水俣市旭町二丁目2番5号 0966-63-5188
医療法人
善哉会

H28.4.1

⑥夜間対応型訪問介護事業所 

№ 名称 所在地 電話 運営主体
開設

年月日

1 熊本夜間訪問介護センター
熊本市南区田迎3丁目6番25
号

096-285-6371
有限会社
千広

H25.1.1
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⑦地域密着型通所介護事業所

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1
老人デイサービスセンター  パンプキンハ
ウス

熊本市東区佐土原1丁目22番
20号

096-360-4150
社会福祉法人
佐土原福祉会

15 H12.3.31

2 デイサービスセンター　黎明館
熊本市北区植木町豊田187番
地

096-272-5055
社会福祉法人
三峰福祉会

18 H12.3.31

3 さくらの苑　デイサービスセンター
熊本市西区松尾町近津1361番
地

096-311-4333
社会福祉法人
諒和会

10 H13.7.18

4 御領ケアセンター 熊本市東区御領1丁目3番43号 096-380-0038
有限会社
シルバーライフサービス

10 H14.10.1

5 指定通所介護 昭孝園 薬園町ステーション 熊本市中央区薬園町10番17号 096-343-3077
有限会社
健康福祉社　アフティアール 10 H15.2.19

6 デイサービスセンター徳王ろまん館 熊本市北区徳王1丁目7番6号 096-324-0825
有限会社
ティ･アンド･ケイライフサポート 18 H15.10.31

7 デイサービス太陽の園
熊本市東区長嶺西2丁目7番8
号

096-388-4145
サンパーク
有限会社

18 H16.3.30

8 デイサービスセンター一桃
熊本市西区新土河原2丁目3番
36号

096-322-0373
株式会社
イットーコーポレーション 15 H16.4.1

9 デイサービスセンターふくし大夢
熊本市東区山ノ神1丁目4番13
号

096-360-6234
株式会社
ふくし大夢

10 H16.7.15

10
指定地域密着型通所介護昭孝園　東部ス
テーション

熊本市東区保田窪4丁目14番
33号

096-285-1793
有限会社
健康福祉社　アフティアール 18 H16.7.28

11 デイサービスセンターえづ
熊本市中央区出水8丁目29番
12号

096-375-2885
特定非営利活動法人
江津福祉会

15 H17.3.22

12 ふれあい広場 熊本市南区内田町663番地2 096-228-4611
有限会社
スマイルサポート

15 H17.5.26

13 デイサービス水前寺
熊本市中央区水前寺2丁目19
番8号

096-383-3448
医療法人
瑞恭会

18 H17.6.1

14 水前寺しょうぶ苑
熊本市中央区水前寺3丁目13
番10号

096-381-2080
有限会社
九州松栄産業

14 H17.7.1

15 デイサービスセンター出水
熊本市中央区国府2丁目6番91
号

096-375-3040
社会福祉法人
真光会

18 H17.7.8

16 デイサービスセンターいつものところ
熊本市南区城南町隈庄648番
地

0964-26-2088
社会福祉法人
はるかぜ会

15 H17.8.15

17 花園通所くらぶ
熊本市西区花園7丁目26番18
号

096-312-2066
有限会社
生活支援システム

10 H18.3.1

18 デイサービス　あやめの里
熊本市中央区渡鹿5丁目17番
26号

096-211-5363
医療法人社団
橋口医院

18 H18.3.8

19 デイサービスセンターロイテの杜 熊本市東区健軍4丁目5番10号 096-365-6110
有限会社
ケアランド熊本

18 H18.3.31

20 デイサービス彩
熊本市東区八反田2丁目10番
12号

096-389-1002
株式会社
ヒューマンビーンズ

15 H18.11.20

21 サンライズ楠野 熊本市北区楠野町1069番地1 096-275-2655
医療法人社団
郁栄会

15 H19.1.1

22 デイサービスセンター紅い華 熊本市南区田迎3丁目4番21号 096-234-7238
株式会社
紅い華ヘルパース

10 H19.1.17

23 力合つくし庵デイサービスセンター 熊本市南区合志4丁目3番50号 096-357-2941
社会福祉法人
三顧会

15 H19.4.1

24 ゆたーっと 熊本市北区龍田2丁目19番1号 096-348-1080
有限会社
アイシー企画

10 H19.6.1

25 デイサービスセンター創幸
熊本市中央区九品寺3丁目17
番24号　九品寺Ｍ・Ⅱビル1階

096-375-5008
ＮＰＯ法人
創幸

15 H19.9.20

26 デイサービスこ・こ（Ｃo・Ｃo）
熊本市中央区坪井3丁目9番27
号

096-284-5000
医療法人
起生会

18 H19.10.1

27 リハビリ・デイサービスセンター「しん」 熊本市東区小山7丁目7番70号 096-247-7788
合同会社
杉野コンディショニングセンター 18 H20.2.1

28 風の木苑デイサービスセンター
熊本市東区西原1丁目11番63
号

096-385-1888
社会福祉法人
永幸福祉会

18 H20.6.12

29 赤い実
熊本市中央区水前寺2丁目18
番12号

096-381-8740
株式会社
デイホーム水前寺

8 H20.11.6

30 こんぺいとう
熊本市東区下江津6丁目10番
30号

096-245-8683
有限会社
リビング・ウイル・サポート 13 H20.11.17

31 デイサービス小糸山サロン 熊本市北区小糸山町689番地3 096-272-2346
株式会社
あらきの家

12 H21.1.5

32 永の郷デイサービスセンター 熊本市南区城南町永1209番地 0964-28-7117
医療法人社団
博文会

10 H21.4.1

33 デイサービス　絹の和香 熊本市東区御領2丁目15番9号 096-221-3845
合同会社
すみれの陽

10 H21.5.8

34 おとなの学校　花園校
熊本市西区花園2丁目10番16
号

096-322-7255
社会福祉法人
照敬会

10 H21.6.1

35 デイサービス　悠里
熊本市中央区保田窪1丁目2番
16号

096-381-5955
株式会社
ピースオブマインド

14 H21.10.1

36 げんきやまデイサービス
熊本市北区植木町伊知坊886
番地1

096-288-2475
株式会社
ひとついのち

15 H22.1.1
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37 てとて 熊本市北区西梶尾町351番地 096-215-9255
有限会社
西嶋ビル

10 H22.4.1

38 デイサービス高平
熊本市北区大窪3丁目11番47
号

096-345-3777
社会福祉法人
郁栄会

15 H22.7.1

39 通所介護ひらしま
熊本市北区植木町米塚407番
地48

096-274-6086
株式会社
キヨデン

10 H22.10.1

40 元気が出るデイサービスウエッキー
熊本市北区植木町舞尾620番地
ショッピングプラザウエッキー2階

096-288-3973
一般社団法人
うえき元気倶楽部

15 H22.10.1

41 デイサービスまごころ本舗武蔵ヶ丘苑
熊本市北区武蔵ケ丘1丁目8番
15号　エクセルハイム1Ｆ

096-215-2722
株式会社
ｄｒｅａｍ　ｆａｃｔｏｒｙ

18 H22.11.1

42 デイサービス　ゆうか 熊本市西区春日7丁目5番24号 096-322-7141
合同会社
祐叶

14 H22.12.1

43 ほうむ熊本西
熊本市中央区島崎5丁目4番32
号

096-245-6578
株式会社
ほうむ

18 H23.1.28

44 リハビリデイサービスオリーブ
熊本市東区長嶺東4丁目15番
32号

096-285-7263
株式会社
ハミングライフ

16 H23.4.1

45 樹楽団らんの家白石 熊本市南区白石町698番地 096-223-5340
株式会社
桜花

10 H23.6.30

46 茶話本舗デイサービス小山茶屋 熊本市東区小山1丁目3番26号 096-285-8563
株式会社
日本介護福祉グループ

18 H23.7.1

47 徳王ヒルズ 熊本市北区徳王2丁目1番67号 096-227-6565
医療法人
聖孝会

10 H23.8.1

48 デイサービスセンター太陽 熊本市南区浜口町765番地3 096-245-7351
合同会社
太陽の輪

18 H23.9.25

49 デイサービス亀石別荘 熊本市西区池亀町18番24号 096-202-5066
株式会社
亀石別荘

10 H23.10.1

50 デイサービスひかり野
熊本市北区八景水谷1丁目31
番16号

096-341-3770
株式会社
オフィスひかり野

10 H23.10.19

51 いきいきデイサービス・ハピネス島崎 熊本市西区島崎2丁目15番5号 096-312-0680
有限会社
オアシス

10 H23.10.22

52 デイサービスセンターエバーグリーン
熊本市北区鶴羽田1丁目10番1
号

096-227-6361
株式会社
桜の風

18 H23.11.1

53 デイサービス梶尾町 熊本市北区梶尾町1132番地2 096-245-7035
株式会社
ウッドランドパス

15 H23.11.15

54 デイサービス正直家
熊本市中央区帯山7丁目1番35
号

096-274-4126
医療法人社団
ヘルスアライアンス

10 H23.12.1

55 みらいデイサービス熊本南
熊本市南区城南町下宮地429
番地1

0964-28-7447
株式会社
みらい

10 H23.12.1

56 デイサービスくま
熊本市北区下硯川町2111番地
3　フェリーチェ進栄1Ｆ

096-326-5333
有限会社
コスモメディカル

9 H23.12.7

57 デイサービスセンターファインテラス
熊本市西区島崎2丁目11番13
号

096-359-8567
医療法人
金澤会

15 H24.1.10

58 おふくろの家デイサービス
熊本市中央区島崎1丁目19番
27-1号

096-288-5412
株式会社
おふくろの家

8 H24.1.16

59
笑顔あふれるデイサービスのんびり家．石
川

熊本市北区植木町石川473番
地

096-227-6138
株式会社
さんらいと

18 H24.2.1

60 小規模デイサービス百々の華
熊本市南区富合町南田尻873
番地

096-358-6026
株式会社
健楽

10 H24.3.1

61 吉祥苑デイサービスセンター新外 熊本市東区新外2丁目1番15号 096-214-6188
株式会社
絆

15 H24.4.1

62 デイサービスセンターゆるりの家・長嶺
熊本市東区長嶺東4丁目6番18
号

096-388-3372
社会福祉法人
グリーンコープ

14 H24.4.1

63 デイサービスセンターゆるりの家・アクア 熊本市南区島町2丁目13番6号 096-320-3350
社会福祉法人
グリーンコープ

14 H24.4.1

64 通所介護事業所だんだん
熊本市北区植木町岩野927番
地4

096-273-3617
合同会社
幸正

13 H24.4.1

65 デイサービスセンターゆるりの家・清水
熊本市北区清水岩倉3丁目19
番5号

096-338-3517
社会福祉法人
グリーンコープ

10 H24.4.1

66 吉祥苑デイサービスセンター山室 熊本市北区山室1丁目1番23号 096-354-6789
株式会社
絆

15 H24.5.8

67 デイサービス縁(えん)　小島 熊本市西区小島9丁目1番40号 096-247-6014
合同会社
living space

12 H24.5.11

68 茶話本舗デイサービス八反田
熊本市東区八反田3丁目7番8
号

096-284-1670
株式会社
楽楽

10 H24.6.1

69 デイサービスセンター和ごころ 熊本市西区野中1丁目6番1号 096-352-8686
株式会社
SEED

10 H24.6.1

70 デイサービスフォーマルケア夢
熊本市南区御幸笛田2丁目20
番56号

096-34-8070
株式会社
フォーマルクリエイト

10 H24.6.1

71 リハビリケアセンターすまいる
熊本市北区八景水谷1丁目33
番37号　ロイヤルコーポ

096-343-7421
株式会社
ReLife aid

18 H24.6.1

72 デイサービスココファン尾ノ上
熊本市東区尾ノ上1丁目25番30
号

096-285-5566
株式会社
学研ココファン

10 H24.7.1
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73 デイサービス吾亦紅
熊本市南区良町5丁目12番28
号

096-379-4677
株式会社
コンサルティング

10 H24.7.7

74 通所介護事業所　上熊本苑
熊本市西区上熊本3丁目12番
24号

096-288-0256
社会福祉法人
愛誠会

18 H24.8.1

75 早稲田イーライフ帯山
熊本市中央区帯山5丁目1番3
号　Ｋ1ビル1Ｆ

096-285-8890
株式会社
イーライフ

16 H24.9.25

76 デイサービス長嶺
熊本市東区長嶺東6丁目10番
43号

096-388-5234
有限会社
ヘルパーステーション長嶺

10 H24.10.1

77
茶話本舗デイサービス
二本木

熊本市西区二本木4丁目22番
28号

096-288-3316
株式会社
西日本ケアグループ

10 H24.11.1

78 デイサロン快
熊本市西区城山下代3丁目6番
1号

096-329-7840
社会福祉法人
真光会

10 H24.11.1

79 デイサービスりんどう
熊本市西区上高橋2丁目19番1
号

096-288-4082
有限会社
花もめん

15 H24.11.5

80
ココロ・コーポレーション
とどろきデイサービス

熊本市北区植木町轟615番地 096-272-6535
株式会社
ココロ・コーポレーション

10 H24.11.14

81 デイサービス　湧水の郷 熊本市東区江津3丁目7番31号 096-377-5561
株式会社
こころ

18 H24.12.3

82
ホームケアサービス
下無田の里

熊本市東区画図町下無田1522
番地

096-285-4316
株式会社
ケアサポート熊本

13 H25.2.7

83 樹楽　にしばる
熊本市東区保田窪4丁目7番36
号

096-285-1261
株式会社
よもち

10 H25.2.20

84 野尻会　デイサービスしんまち
熊本市中央区新町4丁目2番18
号　明八ビル1階

096-324-2022
医療法人
野尻会

10 H25.3.5

85 上通りデイサービス
熊本市中央区南坪井町1番29
号　高千穂荘1階

096-356-9349
株式会社
ハンズ

10 H25.3.15

86 デイサービスしんしん
熊本市北区龍田弓削1丁目16
番38号

096-348-7150
株式会社
グローバル介護サービス 15 H25.3.15

87 きらく苑
熊本市中央区出水7丁目26番1
号

096-234-6432
株式会社
愛仁福祉会

10 H25.4.1

88 リハビリデイサービス　nagomi尾ノ上店
熊本市東区尾ノ上3丁目12番28
号

096-234-6776
株式会社
七草堂

15 H25.4.1

89 デイサービス七福神熊本北 熊本市北区兎谷1丁目3番3号 096-288-1655
有限会社
三基

10 H25.5.7

90 デイサービス　あい工房木村屋　新町店
熊本市中央区新町3丁目4番2号
兵庫屋ビル2階（203・205号室）

096-277-1083
株式会社
あい工房木村屋

13 H25.7.4

91 デイサービス清水新地
熊本市北区清水新地1丁目1番
6号

096-327-9236
株式会社
ウッドランドパス

15 H25.8.1

92 ほうむ日向崎 熊本市西区島崎6丁目9番5号 096-352-2062
株式会社
ほうむ

10 H25.8.7

93 デイサービス　グッドライフ熊本駅前 熊本市西区春日2丁目1番24号 096-355-0020
社会福祉法人
青照会

18 H25.10.1

94 デイサービスよりあい 熊本市北区四方寄町426番地1 096-273-6460
医療法人
松実会

10 H25.10.1

95 リハビリケアセンター　すまいる新地
熊本市北区清水新地1丁目5番
8号

096-273-6077
株式会社
ＲｅＬｉｆｅ　ａｉｄ

14 H25.10.1

96
風流街もやい館　デイサービスセンター
五福

熊本市中央区細工町4丁目34
番地1

096-326-0550
医療法人社団
宮本会

10 H25.11.1

97 デイサービス　サペリア
熊本市中央区大江本町7番9号
ビクトリアビル

096-372-8310
株式会社
ビクトリア

10 H26.1.1

98 清風荘
熊本市東区下江津2丁目5番47
号

096-285-1006
彰良
合同会社

10 H26.1.1

99 デイサービス　サンフラワー
熊本市南区城南町隈庄422番
地

0964-53-9764
合同会社
サンスマイル

15 H26.3.1

100 小規模デイサービス　憩乃家　長嶺南
熊本市東区長嶺南6丁目9番37
号

096-288-9581
株式会社
タガヤサン

10 H26.3.10

101 さくら苑デイサービス
熊本市南区城南町舞原1466番
地1

0964-58-2688
株式会社
リニエルサプライ

10 H26.4.1

102 エミタスデイサービス　薬園町 熊本市中央区薬園町3番32号 096-343-3226
医療法人社団
きはら

18 H26.4.8

103 デイハウスまきの木
熊本市南区城南町宮地1040番
地

0964-27-5430
株式会社
ソフィアライン

15 H26.4.8

104 デイサービス花スミレ 熊本市南区砂原町440番地4 096-288-3158
ＮＰＯ法人
森の樹

9 H26.5.8

105 生活リハクラブ 熊本市西区池上町1233番地6 096-342-6075
有限会社
リハビリ介護研究所

15 H26.6.1

106
リハビリテーション特化型デイサービス　Ｓ
ＯＷＡＫＡ

熊本市東区月出2丁目4番42号 096-285-1859
株式会社
Links

15 H26.6.10

107 デイサービスセンター流泳館
熊本市西区城山半田4丁目6番
18号

096-329-6660
有限会社
熊本西部

15 H26.6.16

108 茶話本舗デイサービス土河原 熊本市南区土河原町199番地1 096-223-5221
株式会社
西日本ケアグループ

10 H26.6.16
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109 デイサービス　田原の郷
熊本市北区植木町鞍掛1521番
地1

096-273-3000
社会福祉法人
心和会

10 H26.6.16

110 デイサービス　かたろう 熊本市西区中原町1135番地1 096-212-2888
株式会社
ＣＡＮ

10 H26.7.1

111 デイサービス　Natural walk
熊本市北区植木町岩野991番
地1

096-228-8522
株式会社
Link up smile

10 H26.7.10

112 小規模デイサービスフクシア
熊本市南区良町5丁目11番12
号

096-288-7528
株式会社
フクシア

8 H26.10.8

113 デイサービス　ななみ
熊本市南区富合町杉島1127番
地

096-358-0377
株式会社
ひまわり

15 H27.2.1

114 茶話本舗デイサービス尾ノ上
熊本市東区尾ノ上3丁目13番73
号

096-382-3800
株式会社
楽楽

10 H27.3.2

115 デイサービス　想叶
熊本市東区下南部1丁目2番
137号

096-297-7416
合同会社
ＲＳサポート

10 H27.3.10

116 リハビリケアセンターすまいる北部 熊本市北区四方寄町612番地1 096-227-6213
株式会社
ＲｅＬｉｆｅ　ａｉｄ

15 H27.4.1

117 リハビリセンター　Relief 熊本市東区月出1丁目1番53号 096-200-1561
ReCreate
株式会社

18 H27.4.18

118 デイサービス　たいじゅ 熊本市北区四方寄町1672番地 096-351-1192
株式会社
A.C.E

10 H27.5.1

119 デイサービス　笑楽人
熊本市東区戸島西1丁目10番2
号

096-295-9896
株式会社
デイサービス笑楽人

15 H27.6.1

120 デイサービス　かみくま
熊本市西区上熊本2丁目15番
24号

096-322-3535
医療法人
起生会

15 H27.6.1

121 デイサービスそよ風の丘　さんさん
熊本市南区城南町さんさん1丁
目5番8号

0964-27-4133
株式会社
煌城

10 H27.6.1

122 あじさいのもり九州 熊本市南区砂原町200番地1 096-245-6400
リハタウン・九州株
式会社

10 H27.7.1

123 デイサービス楡木
熊本市北区楡木3丁目10番12
号

096-348-7968
株式会社
楽楽

10 H27.7.1

124 リハプライド・平成けやき通り 熊本市南区田迎5丁目10番5号 096-200-2828
株式会社
泉寿

18 H27.8.1

125
リハビリテーション強化型
デイサービスセンターあ・ふる～る

熊本市南区田井島3丁目3番
100号

096-202-6500
株式会社
つなぐコーポレーション

18 H27.8.18

126 ライフパートナーすてっぷ 熊本市東区新生1丁目3番20号 096-284-9003
株式会社
ステップ

10 H27.9.1

127 デイサービスセンターゆほびか
熊本市中央区国府1丁目3番10
号

096-371-8787
株式会社
創生

15 H27.12.10

128 デイサービスセンター元気もりもり 熊本市南区会富町86番地3 096-227-6163
株式会社
あいのしま

10 H28.2.1

129 リハプライド　帯山
熊本市中央区三郎1丁目4番20
号

096-285-5404
合同会社
水車

10 H28.4.1

130 デイサービスあいランド
熊本市中央区小沢町38番地
パティナ小沢町

096-211-1303
株式会社
シルキー

10 H28.4.1

131 デイサービスまごころ本舗光の森苑
熊本市北区武蔵ケ丘7丁目2番6
号

096-215-2766
株式会社
ｄｒｅａｍ　ｆａｃｔｏｒｙ

18 H28.4.1

132 早稲田イーライフ北熊本
熊本市北区清水万石3丁目5番
15号　アドバンスⅡ101号室

096-223-5404
株式会社
イーライフ

10 H28.4.20

133 つなぐデイサービス
熊本市中央区出水7丁目56番
12号

096-201-2331
株式会社
つなぐ

14 H28.5.13

134 デイサービス・かもみーる
熊本市東区新生1丁目1番11号
松月堂ビル

096-234-8881
株式会社
ホームスタイル

18 H28.8.1

135 あさひデイサービスセンター御幸
熊本市南区御幸西1丁目14番
23号

096-285-1622
株式会社
オムソリ

9 H28.9.10

136 デイサービス　高平台
熊本市北区高平1丁目38番43
号

096-288-0300
株式会社
おがた企画

10 H28.9.10

137 ケアサポートメロン　DEKIRU
熊本市南区上ノ郷2丁目16番1
号　イオンタウン西熊本

096-327-8282
株式会社
シンパクト

10 H28.11.11

138 健軍くらしささえ愛工房
熊本市東区栄町2番15号　県営
健軍団地1階

096-214-0003
特定非営利活動法人
おーさぁ

18 H28.12.1

139
竜山通所介護事業所　「ヒルズ竜山　遊水
公園」

熊本市北区打越町40番46号 096-346-3111
医療法人
山部会

18 H28.12.1

140 デイサービス　だんだん
熊本市西区二本木2丁目6番6
号

096-321-6966
株式会社
祐心

10 H28.12.10

141 いきいき倶楽部さくら
熊本市西区松尾町近津1478番
地

080-8395-9305
社会福祉法人
諒和会

10 H29.2.1

142 デイサービスさくら
熊本市北区植木町味取96番地
4

096-272-3500
合同会社
星子

8 H29.4.1

143 デイサービスセンターミッキー
宇城市小川町南部田１５５５番
地１

0964-43-5282
株式会社
タガワブレース

10 H21.9.4

144 デイサービスきおう 宇城市松橋町豊崎１８２２番地１ 0964-27-5276
株式会社
きおう

10 H23.2.20
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145 デイサービスセンター　ふくふく 宇城市松橋町松山３５６７番地 0964-25-9096
株式会社
福進

10 H23.7.1

146 通所介護事業所あっとホームみのり 宇城市松橋町松橋５３６番地２ 0964-31-6088
ＮＰＯ法人
宇城みのりの会

10 H23.8.1

147 畢数苑 宇城市松橋町曲野１３番地１２ 0964-27-5114
一般社団法人
熊本総合福祉

10 H24.5.1

148 デイサービスセンターハッピー 宇城市松橋町豊崎２０３０－１ 0964-53-9606
株式会社
タガワブレース

10 H24.5.1

149 デイサービスセンター　とえしゃんち 宇城市松橋町砂川１７５０番地 0964-32-2539
株式会社
理珠

10 H24.9.1

150 いきいきホーム笑顔の楽園 宇城市不知火町松合121番地1 0964-42-2155
特定非営利活動法人
正心会

10 H14.10.10

151 通所介護　ふれあい倶楽部
宇城市松橋町久具３２３番地の
１

0964-46-1011
医療法人社団
仁水会

15 H13.3.30

152 デイサービス・海 宇城市三角町三角浦１３１４番９ 0964-52-3571
有限会社
地域ケアプラン研究所・海

15 H18.4.1

153 デイサービスセンターあんみつ姫 宇城市松橋町南豊崎７２番地 0964-25-9035
有限会社
かぐや姫

15 H20.8.1

154 デイサービスセンターもちのき苑
宇城市不知火町御領１７１番地
３

0964-34-3661
合同会社
ユタカ

15 H22.4.15

155 デイサービス花美月 宇城市松橋町久具１７３１番地 0964-33-8730
株式会社
あそか

15 H25.9.9

156 デイサービスセンター杜乃郷
宇城市豊野町巣林４４５番地１
号

0964-45-4299
有限会社
郷

15 H16.12.27

157 デイサービス　豊福 宇城市松橋町豊福１１９８番地２ 0964-27-5628
株式会社
優光

16 H26.5.1

158 フォーシーズン　リハステーション 宇城市松橋町久具２０５９－１ 0964-34-3466
株式会社
ラディカ

18 H24.12.1

159 喜楽苑扶桑デイサービスセンター 宇土市馬之瀬町727-4 0964-22-5411
有限会社
ミセスヘルパー

10 H25.11.25

160 城之浦デイサービスセンター宇土駅前通り 宇土市城之浦町115 0964-31-7234
合同会社
太陽の輪

10 H27.2.2

161 デイサービスたんぽぽの家 宇土市古保里町993-1 0964-24-1155
社会福祉法人
はるかぜ会

18 H18.7.1

162 デイサービスすみよし 宇土市網津町68-1 0964-26-1588
医療法人社団
金森会

17 H18.3.27

163 デイサービスはなぞの 宇土市花園町1054-1 0964-24-1225
医療法人社団
金森会

15 H17.2.9

164 デイサービスうと本町 宇土市新小路町2 0964-24-5888
医療法人社団
金森会

18 H20.8.25

165 まちなかリハビリ 宇土市北段原町69-3 0964-27-5151
医療法人社団
金森会

18 H23.10.11

166 地域活性化型デイサービスWish 宇土市古城町362-8 0964-53-9745
合同会社
つなぐ

10 H28.2.22

167 デイサービスいなさの郷 玉名郡玉東町稲佐516-3 0968-85-6508
合同会社
光

12 H24.5.7

168 通所介護事業所　はぶの 玉名郡玉東町木葉713-3 0968-85-3390
社会福祉法人
玉東町社会福祉協議会

15 H15.2.5

169 このはリハビリ倶楽部 玉名郡玉東町山口8-13 0968-85-6561
合同会社
山本介護支援事務所

14 H24.12.19

170 デイサービス　にしださんち 荒尾市本井手18番地 0968-66-1370
株式会社
ＳＯＡＲ

7 H23.11.1

171 デイサービスあおば 荒尾市荒尾1074番地 0968-62-5500
社会福祉法人
荒尾市社会福祉協議会

10 H17.10.18

172 デイサービスひなた 荒尾市下井手188番地 0968-65-8022
株式会社
九州介護福祉サービス

10 H23.5.20

173 デイサービスセンター千鳥庵 荒尾市増永275-2 0968-57-9404
株式会社
ケアサポートあらお

10 H25.5.1

174 紙ふうせん　ラ・ラ・ラ 荒尾市宮内出目25番地1 0968-57-8285
合同会社
やまびこ介護事業所

10 H26.8.23

175 さくらガーデン 荒尾市西原町三丁目6番17号 0968-57-8585
有限会社
ＧｏｏＤａｙ倶楽部

10 H27.8.18

176 デイサービスゆめこの家 荒尾市高浜321番地12 0968-68-5152
株式会社
レーヴ

13 H27.6.5

177 デイサービス　陽だまり 荒尾市宮内978番地4 0968-64-7480
有限会社
とよふくケアサービス

15 H16.5.1

178 温もりデイサービス 荒尾市万田387難治122 0968-64-2170
有限会社
ナースケア健美

15 H16.8.1

179 デイサービス温もりの家 荒尾市万田1015番地2 0968-82-7220
有限会社
ナースケア健美

17 H21.2.6

180 いにしえ通所介護事業所 荒尾市菰屋2031番地10－2 0968-68-5222
合同会社
縁合

18 H23.4.11
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181 肥後高瀬もやい処 玉名市高瀬２３２番地３ 0968-71-1077
社会福祉法人
天恵会

10 H15.6.1

182 玉名市社協ふれあいルーム岱明 玉名市岱明町中土１０２２番地 0968-57-4141
社会福祉法人
玉名市社会福祉協議会

10 H17.12.28

183 デイサービスささえあい高瀬 玉名市高瀬２２３－３ 0968-57-9370
特定非営利活動法人
地域たすけあいの会

10 H18.7.12

184 デイサービスセンターみゆき苑 玉名市岩崎１０４２番地 0968-74-2466
株式会社
一久

10 H21.2.1

185 茶話本舗デイサービス玉名 玉名市中１２１１ 0968-57-8818
株式会社
元気サービス

10 H25.6.16

186 アップルハウス 玉名市山田字平１５９１番地１ 0968-73-2850
有限会社
スミタ

15 H19.11.20

187 デイサービスセンター弥生
玉名市岱明町野口字下河原１１
４６番地１２

0968-82-7070
特定非営利活動法人
長寿会

15 H20.9.1

188 デイサービスセンターかぎろい 玉名市岩崎４１５番地１ 0968-72-7232
株式会社
Ｄ・Ｓ・Ｇ

15 H22.4.15

189 デイサービスささえあい 玉名市富尾１２０２番地１号 0968-72-7881
特定非営利活動法人
地域たすけあいの会

18 H15.3.22

190 デイサービス　あい
熊本県玉名郡南関町大字四ツ
原3072番地

0968-53-9866
株式会社
UED

12 H25.9.11

191 デイサービス　元気が一番
熊本県玉名郡南関町大字久重
3384番地2

0968-53-3588
株式会社
前川治療院

10 H24.11.15

192 デイサービスセンター　きんぎょ 玉名郡長洲町長洲1325 0968-78-3940
株式会社
ケアサービスHOSHIDA

17 H22.12.1

193 デイサービスセンター　心の花 玉名郡長洲町長洲2339-1 0968-78-0063
社会福祉法人
池修会

12 H23.1.1

194 デイサービス　やまたろう
熊本県玉名郡和水町江田
3103-1

0968-75-8350
社会福祉法人
誠和会

10 H16.8.31

195 元気が出るデイサービス温泉プラザ 山鹿市山鹿１番地 0968-36-9238
特定非営利活動法人
やまがげんき倶楽部 10 H23.6.1

196 こもれびデイサービス 山鹿市山鹿100番地10 0968-43-8875
合同会社
山鹿ヘルスケアセンター 15 H26.10.1

197 デイサービスセンターゆるりの家 山鹿市久原3852番地2 0968-36-9937
社会福祉法人
グリーンコープ

10 H24.4.1

198 よかとこデイ 山鹿市山鹿39番地 0968-44-1228
社会福祉法人
不動会

15 H28.4.1

199 あやすぎデイサービスセンター 山鹿市鹿北町岩野5497番地2 0968-32-2117
社会福祉法人
平成会

18 H12.3.31

200 もみじ荘 山鹿市菊鹿町木野3873番地1 0968-48-5011
有限会社
サカイケアセンター

15 H18.2.16

201 いにしえ介護事業所　通所介護　孫 山鹿市鹿本町高橋307番地7 0968-46-1182
株式会社
ＭＭＭ

15 H24.4.2

202 かけはし 山鹿市鹿本町下分田838番地1 0968-46-6178
有限会社
誠心会

15 H24.4.1

203 デイサービス　ゆた～と 山鹿市鹿本町来民584番地4 0968-46-2469
特定非営利活動法人
くたみ渋うちわ会

10 H23.6.1

204 デイサービス菊阿
菊地郡大津町大字大林785番
地6

096-292-9011
有限会社
ライフサポート・レインボー 10 H23.9.1

205 デイサービスおおづ花風香
菊地郡大津町大字陣内1427番
地1

096-285-8863 友愛介護株式会社 18 H23.10.1

206 デイサービス祐
菊地郡大津町大字杉水3431番
地6

096-237-7225
合同会社
祐

18 H23.12.1

207 菊池市社協ななしろ 菊池市七城町流川394番地1 0968-25-5010
社会福祉法人
菊池市社会福祉協議会

18 H17.3.22

208 デイサービス　リーベ 菊池市深川403番地 0968-24-5788
医療法人
牧念人会

18 H17.7.25

209 リラックスデイサービス 菊池市大琳寺292番地13 0968-41-4114
株式会社
river

18 H20.6.20

210 さくらの杜みさと 菊池市隈府1195-5 0968-41-7180
有限会社  菊池地域居宅
サービス支援センター

15 H20.9.1

211 デイサービスきくりん 菊池市隈府1144番地2 0968-23-6063
株式会社
菊池グランドホテル

18 H22.5.1

212 菊池よかとこデイ 菊池市隈府104番地 0968-24-9511
社会福祉法人
不動会

15 H23.3.15

213 デイサービス　なのはな 菊池市西迫間300番地 0968-36-9848
株式会社
青空

14 H23.8.22

214 デイサービス　ねんりん 菊池市隈府1144番地2 0968-41-5017
株式会社
菊池グランドホテル

15 H24.4.1

215 デイサービス花見丁 菊池市隈府238番地 0968-26-5220
NPO法人
在宅応援花見丁

10 H24.9.1

216 デイサービス湯るり 菊池市七城町亀尾1492番地1 0968-36-9198
有限会社
TAKAKI

18 H24.9.10
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217 スポレク深川 菊池市西寺65番地1 0968-41-5680
有限会社
草佳苑

10 H26.6.1

218 デイサービス　もも 菊池市出田2630番地1 0968-36-9539
株式会社
アジム

10 H26.9.1

219 デイサービス花のひととき 菊池市出田2121番地20 0968-41-6215
株式会社
あしあと福祉

10 H27.5.18

220 通所介護事業所　辰頭温泉リベロの家 菊池市泗水町田島614番地31 0968-38-7585
有限会社
春星会

15 H15.5.14

221 グローバルデイサービスセンター 合志市幾久富１７５８番地１９８ 096-247-3955
株式会社
彩乃

10 H28.4.1

222 きくどみ 合志市幾久富１６４７番地６２ 096-223-8102
株式会社
幾久富介護支援事業所

10 H28.4.1

223
合志市社協南ヶ丘デイサービスセンター
「ひかり」

合志市幾久富１９０９番地８２７ 096-288-2240
社会福祉法人
合志市社会福祉協議会 15 H28.4.1

224
デイサービスまごころ本舗　合志すずかけ
苑

合志市豊岡２５２７番地３５４ 096-215-2722
株式会社
ｄｒｅａｍ　ｆａｃｔｏｒｙ

10 H28.4.1

225 デイサービス紅い華　熊本北センター 合志市須屋７１１番地１ 096-341-2088
株式会社
紅い華ヘルパーステーション 10 H28.4.1

226 デイサービスセンター　大地の里　えがお 合志市須屋２６７０番地３ 096-242-0111
社会福祉法人
大地

17 H28.4.1

227 デイサービス　和楽家　ののしま苑 合志市野々島１６０１－６ 096-245-6255 尽天株式会社 10 H28.4.1

228 すまいるデイサービス 合志市野々島２４５０番地２ 096-242-8370
有限会社
すまいる

15 H28.4.1

229 地域密着型通所介護　秋桜 合志市須屋２５０－１ 096-288-5569
株式会社
サンコーライフサポート 10 H28.12.1

230 デイサービス逍遥 阿蘇市内牧９７３番地1 0967-23-6525
有限会社
エレク

18 H28.4.1

231 デイサービス　おとの木 阿蘇市乙姫2070番地69 0967-32-1515
合同会社
ピースフル

9 H28.4.1

232 デイサービスセンター　いろり庵 阿蘇市一の宮町坂梨2365番地 0967-22-1511
社会福祉法人
治誠会

10 H28.4.1

233 デイサービスセンター　宝泉郷 阿蘇市内牧1153番地1 0967-32-5488
医療法人社団
坂梨会

18 H28.4.1

234 デイサービス　つるや 阿蘇市一の宮町宮地1873番地 0967-22-2226
有限会社
つるや旅館

10 H28.4.1

235 ひめゆりデイサービスセンター 阿蘇郡高森町高森993番地8 0967-62-1001
社会福祉法人
岳寿会

18 H23.6.1

236 デイサービスみなみ阿蘇
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久
石2714-1

0967-67-0725
株式会社
南阿蘇ケアサービス

15 H26.6.30

237 デイサービス喜笑楽
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字一
関字笹原1850-1

0967-62-8733
株式会社
泰星会

18 H24.3.1

238 ＮＰＯサンアンドムーン白水
熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関字
笹原1847-1

0967-62-9663
特定非営利活動法人
ケアサービスくまもとサ
ンアンドムーン

10 H24.7.1

239 ごらく　デイサービスセンター 熊本県上益城郡赤井278 096-287-8301
株式会社
ごらく

15 H16.8.1

240 デイサービスセンター　ふくろうの森 熊本県上益城郡福富610-1 096-289-1133
合同会社
ふくろうの森

18 H23.2.10

241 デイサービス福老
熊本県上益城郡御船町滝川
1427-4

096-281-7703
有限会社
せせらぎ

10 H16.3.1

242 デイサービスセンター「えがお」
上益城郡甲佐町大字緑町359
番地9

096-234-1234
医療法人
荒瀬会

10 H18.4.1

243 デイ・サービスセンター　松樹苑
上益城郡甲佐町大字岩下49番
地

096-234-5130
医療法人
谷田会

15 H25.12.1

244 もやい 上益城郡山都町柚木285番地 0967-72-1717
上益城農業協同組
合

12 H26.3.1

245 デイサービスやすなが
上益城郡山都町浜町259番地
20

0967-72-4390
有限会社
ひまわり・コーポレーション 10 H22.10.1

246 風ノ木デイサービス 上益城郡山都町千滝211番地 0967-72-3401
社会福祉法人
徳生会

10 H24.7.9

247 デイサービスけあふる
上益城郡山都町馬見原794番
地8

0967-83-0825
株式会社
共生

12 H23.8.25

248 大地
上益城郡山都町下馬尾299番
地1

0967-72-0050
上益城農業協同組
合

18 H20.1.21

249 ママやつしろ
八代市千丁町古閑出２０３６番
地

0965-46-0822
有限会社
ママ

10 H17.5.6

250 八代市社協ふくじゅ草
八代市泉町椎原又１番地１五家
荘デイサービスセンター内

0965-67-5651
社会福祉法人
八代市社会福祉協議会 10 H17.8.1

251 デイサービスセンターキャッスル八代 八代市本町１丁目１０番４１号 0965-34-2678
社会福祉法人
八代愛育会

10 H19.7.1

252 デイサービス　太子郷 八代市東片町４５２番地１ 0965-45-9521
株式会社
アース

10 H23.5.23
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253 菜々彩 八代市敷川内町１２０２番地 0965-43-6650
株式会社
ミロク

10 H22.1.1

254 デイサービス　撫子 八代市水島町２１０４－４ 0965-45-9786
株式会社
万葉福祉会

10 H24.6.18

255 デイサービス　かざぐるま 八代市古閑浜町１－３０ 0965-32-2488
合同会社
愛和

10 H24.12.1

256 デイサービス彩（ひかり） 八代市高下西町2216番地1 0965-62-8193
株式会社
彩・ケア・コーポレーション 10 H25.5.1

257 デイサービス　キラリ八代 八代市古城町２５６４番地２ 0965-62-8777
合同会社
元気な家

10 H25.9.2

258 通所介護事業所ハッピーやちわ 八代市古閑中町２２６０番地２ 0965-62-8143
株式会社
やつぎ

10 H25.12.25

259 デイサービスほほえみ
八代市井揚町字参番割３０９１
番２

0965-62-8422
合同会社
いっぷうかん

10 H26.6.2

260 リハデイ　にじ 八代市上片町１３０２ 0965-45-9173
株式会社
もやい

10 H26.8.4

261 らいふＳＰＡここりえ 八代市鼠蔵町２８０番地１ 0965-39-5507
株式会社
ゆーぜん

13 H25.10.1

262 デイサービス福笑庵 八代市福正町９１８番地１ 0965-62-8663
特定非営利活動法人
ライトハピネス

13 H26.4.21

263 デイサービスあおぞら 八代市田中西町１０号１番地 0965-35-7067
合資会社
なかにしデイサービスセンター 15 H15.6.1

264 デイサービスわらべ 八代市高下西町１８３５番地２ 0965-39-5530 エンゼル有限会社 15 H15.10.2

265 八代市社協ふれあい東陽 八代市東陽町南１０７５番地 0965-65-2890
社会福祉法人
八代市社会福祉協議会 15 H17.8.1

266 デイサービスセンター歩生 八代市鏡町両出１３６０番地 0965-52-5328 親栄合同会社 15 H22.9.13

267 リハビリ型デイサービス　アスカ 八代市大村町７８５番地１ 0965-35-5739
株式会社
ワールドスター

15 H23.8.1

268 デイサービス　みずしま 八代市鼠蔵町６９番地 0965-45-9298
株式会社
恵

15 H23.11.1

269 デイサービスセンターゆるりの家・八代 八代市本町四丁目２番２８号 0965-30-0121
社会福祉法人
グリーンコープ

15 H24.4.1

270 デイサービスセンターなぎさの里 八代市新開町３番１号 0965-31-3107
株式会社
大環

15 H25.1.30

271 デイサービスセンター弥生 八代市井上町３２８－１ 0965-31-1655
社会福祉法人
太田郷福祉会

15 H25.4.1

272 八代草デイサービスセンター 八代市海士江町２８３３番１ 0965-62-8550
社会福祉法人
平成苑

15 H25.10.1

273 デイサービス　ひなたぼっこ 八代市古閑中町２３２０番地 0965-62-8775
株式会社
しげみ

15 H25.11.1

274 デイサービス　千寿庵 八代市千丁町古閑出２４５２番５ 0965-46-1003
有限会社
キッポー

15 H16.4.1

275 デイサービス暖暖 八代市鏡町鏡５５３番地４ 0965-43-8007
株式会社
暖暖

18 H20.5.1

276 ちえの和
八代市千丁町太牟田２４７１番
地６

0965-46-0797
株式会社
Ｎａｍｓ

18 H21.5.15

277 デイサービスセンター　ここね 八代市二見本町７１８番地２ 0965-30-3510
合同会社
侑京

18 H25.10.1

278 デイサービスやすらぎ 八代市田中北町７号１番 0965-31-7118
有限会社
やすらぎ

18 H18.7.1

279
デイサービスセンター
はるひ

八代市上日置町1904番地1 0965-32-4832
株式会社
春光

10 H28.8.1

280 かぜの杜　デイサービスセンター
熊本県八代郡氷川町鹿島1927
番地

0965-52-8896
株式会社
西福

10 H23.11.1

281 デイサービス　湧楽苑
熊本県八代郡氷川町吉本108
番地

0964-43-1952
株式会社
なごやかハウス

15 H27.11.1

282 通所介護事業所　オアシス
熊本県八代郡氷川町宮原栄久
99番地

0965-62-8377
医療財団法人
稲生産婦人科内科

15 H26.4.30

283 デイサービスより処　ここから
熊本県八代郡氷川町鹿島
1606、1607番地

0965-52-0077
合名会社
虹華

15 H28.3.31

284 デイサービスひだまり 水俣市大園町3丁目1番27号 0966-84-9966
株式会社
たいよう福祉会

10 H25.9.9

285 デイサービスセンター長寿村 水俣市陣内2丁目4番11号 0966-62-1125
有限会社
峰村

15 H16.4.1

286 通所介護事業所　ビハーラまどか 水俣市石坂川113番地2 0966-67-1288
社会福祉法人
照徳の里

15 H24.12.1

287 デイサービス水灯 水俣市旭町1丁目2番12号 0966-84-9801
医療法人
善哉会

18 H25.12.20

288 八幡荘デイサービスセンター
熊本県葦北郡芦北町大字田浦
664番地

0966-87-0294
社会福祉法人
芦北町社会福祉協議会 15 H17.1.1
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289 吉尾デイサービスセンター
熊本県葦北郡芦北町大字吉尾
197番地

0966-83-0290
社会福祉法人
千隆福祉会

18 H12.4.1

290 泰星苑
球磨郡あさぎり町上南1295番地
1

0966-47-0880
社会福祉法人
共成舎

18 H17.6.23

291
JAくま　福祉の里　木綿場　「サロンdo須
恵」

球磨郡あさぎり町須恵覚井828
番地

0966-45-2511
球磨地域農業協同
組合

10 H24.5.1

292 さんぽリハビリ型デイサービス
球磨郡あさぎり町免田東3766番
地1

0966-47-2000 エクシード株式会社 10 H27.3.23

293 デイサービスセンター　ききょう 人吉市南泉田町58番地3 0966-28-3727
有限会社
ケアホーム

10 H15.12.26

294 第2デイサービスセンター　愛生 人吉市南泉田町109番地1 0966-26-0800
医療法人
愛生会

10 H26.2.1

295 きみかげ想 人吉市願成寺町杉園430番地2 0966-24-3701
有限会社
介護生活研究所

15 H26.9.5

296
デイサービスセンター　早稲田イーライフサ
ポート

人吉市駒井田町188番地22 0966-22-1166
一般社団法人
九州ソーシャルサポート

10 H28.5.1

297 デイサービス　アゼリア 人吉市蟹作町3690番地 0966-32-9350
社会福祉法人
回生会

18 H23.9.12

298 通所介護デイサービスセンター　ふきのとう 人吉市東間上町2811番地1 0966-24-5820
医療法人
清藍会

18 H25.4.1

299 デイサービス　はっぴーらいふ西間
人吉市西間下町字高見726番
地3

0966-32-9841
有限会社
九州ライフサポート

18 H26.5.1

300 デイサービス　ねがい
人吉市下田代町字仮山1144番
地

0966-25-3355
セカンドユース株式
会社

10 H27.4.2

301 デイサービス　はっぴーらいふ
人吉市下原田町字荒毛1516番
地1

0966-24-1809
有限会社
九州ライフサポート

10 H22.11.1

302 デイサービス　はっぴーらいふ瓜生田
人吉市下原田町字瓜生田228
番地2

0966-22-1400
有限会社
九州ライフサポート

10 H27.10.15

303 デイサービス　だんだん
人吉市下原田町字瓜生田777
番地4

0966-24-9331
株式会社
ケア・ピープルズ

10 H21.9.1

304 健人堂リハビリデイサービス 人吉市上林町802番地1 0966-22-0511 健人堂株式会社 10 H25.11.15

305 デイサービスセンター　平井 人吉市下林町204番地2 0966-24-8220
医療法人　平井整形外科リハ
ビリテーションクリニック 18 H29.4.1

306 ひまわりデイサービス 球磨郡錦町大字一武2130-2 0966-38-3575
有限会社
ひまわり

20 H21.8.19

307 通所介護センター　亀さん
熊本県球磨郡多良木町大字多
良木401番地1

0966-42-2212
有限会社
典山會

日～金15人
土10人 H18.7.4

308 デイサービスセンター　優光
熊本県球磨郡多良木町大字多
良木2809番地1

0966-42-6388
株式会社
優光

15 H25.10.1

309 デイサービスセンター　きずな
熊本県球磨郡多良木町大字黒
肥地2038番地3

0966-35-6881
有限会社
池田メディカル

15 H28.12.14

310 神瀬福祉センター「たかおと」
球磨郡球磨村大字神瀬乙25番
地

0966-25-5111
球磨村社会福祉協
議会

15 H26.5.1

311
デイサービスセンター
じいちゃん家

上天草市大矢野町登立12986
番地3

0964-56-2112
株式会社
ウェルフェアライフ

14 H23.2.1

312
デイサービスセンター
風花

上天草市姫戸町姫浦652番地1 0969-58-3110
社会福祉法人
姫戸福祉会

15 H19.4.1

313 ひかりの園教良木デイホーム
上天草市松島町教良木2965番
3

0969-57-0555
社会福祉法人
姫戸ひかり会

10 H29.4.1

314 慈晃園デイサービスセンター 天草市佐伊津町９２８番地 0969-23-6610
社会福祉法人
慈雲会

18 H28.4.1

315 デイサービスセンターたんぽぽ
天草市新和町小宮地７６３番地
２

0969-46-3838
社会福祉法人
緑新会

15 H28.4.1

316 実相園デイサービスセンター 天草市河浦町河浦１９７１番地 0969-76-0355
社会福祉法人
相愛会

18 H28.4.1

317 通所介護  菜の花 天草市本渡町本渡８４５番３ 0969-22-1171
有限会社
いずみ

10 H28.4.1

318 デイサービスセンター　はまかぜ 天草市倉岳町宮田２７０番地１ 0969-64-3833
ＮＰＯ法人
重宝会

10 H28.4.1

319 デイサービスセンター　和樂 天草市牛深町１６４１番地４ 0969-72-3407
医療法人社団
福本会

18 H28.4.1

320 デイサービス百の郷 天草市志柿町５３９９番地６６ 0969-22-9177
有限会社
百の郷

13 H28.4.1

321 デイサービスセンター虹の木 天草市久玉町１９８７番地１ 0969-73-3788
NPO法人
健寿会

13 H28.4.1

322 デイサービスセンター新谷 天草市五和町鬼池１６２番地 0969-32-2222
医療法人
一陽会

18 H28.4.1

323 通所介護サービス海ん里 天草市久玉町５７１６－６ 0969-72-2833
医療法人社団
孔和会

15 H28.4.1

324 デイサービスセンターはまかぜ茜館 天草市倉岳町宮田２６９番地１ 0969-64-3833
ＮＰＯ法人
重宝会

15 H28.4.1
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325 デイサービスセンターひのわ 天草市新和町中田２２７０番地 0969-46-2350
NPO法人
歩実の会

10 H28.4.1

326 デイサービス彩り 天草市亀場町食場６８９番地 0969-66-9191
株式会社
なじみ

12 H28.4.1

327 通所介護　菜の花　Ⅱ番館 天草市本渡町本渡８４７番地８ 0969-66-9171
有限会社
いずみ

10 H28.4.1

328 デイサービスセンターあお空
天草市河浦町宮野河内１５３０
番地

0969-78-0811
株式会社
青空

10 H28.4.1

329 デイサービスセンターもみじ 天草市五和町二江１４８４番地６ 0969-33-2333
医療法人
扶桑会

10 H28.4.1

330 天草市社協デイサービスセンターよこうら 天草市所浦町横浦５４番１ 0969-67-3251
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

15 H28.4.1

331 デイサービスセンター陽だまり 天草市河浦町河浦９６３番地１ 0969-76-0300
合同会社
デイサービスセンター陽だまり 10 H28.4.1

332 リハステーションＲＩＣＨＥ
天草市川原町７番２９－３号ファ
ミール川原町１０１

0969-66-9971
株式会社
リハビリテーションコムラッド 15 H28.4.1

333 デイサービス　海辺ん家
天草市御所浦町御所浦２９３６
番地の９

0969-67-2618
有限会社
倉本建設

10 H28.4.1

334 デイサービスセンター　しらさぎ
天草市天草町下田北１２５５番
地１

0969-42-3235
株式会社
北寿会

15 H28.4.1

335 苓州デイサービスセンター　佐伊津
天草市佐伊津町字中明瀬４６３
番２

0969-66-9815
合同会社
天草サポートステーション 10 H28.4.1

336 通所介護　菜の花　東館　１階 天草市本渡町本渡８４７番地８ 0969-66-9173
有限会社
いずみ

10 H28.4.1

337 通所介護　菜の花　東館　２階 天草市本渡町本渡８４７番地８ 0969-66-9173
有限会社
いずみ

10 H28.4.1

338 シャトー天草デイサービスセンター 天草市今釜町８番５８号 0969-22-1888
社会福祉法人
淳和会

10 H28.4.1

339 リフレッシュサロンＢＥＬＬＥ
天草市本渡町本戸馬場西の久
保１５５０番地１

0969-66-9390
株式会社
リハビリテーションコムラッド 18 H28.4.1

340 デイサービスふれあいサロン・中島さんち 天草市亀場町亀川２６３番地２ 0969-27-0203
有限会社
ふれあいサロン・はまなす 18 H29.4.1

341 デイサービスソライロ 天草市栖本町馬場３８４８番地 0969-66-3377
株式会社
ＣＯＣＯ　ＤＥＳＩＧＮ

10 H29.4.1
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⑧認知症対応型通所介護事業所 

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 ユーカリ苑デイサービスセンター
熊本市中央区黒髪5丁目23番1
号

096-343-0489
社会福祉法人
リデルライトホーム

12 H18.4.1

2 デイサービスあやめの里
熊本市中央区渡鹿5丁目17番26
号

096-211-5363
医療法人社団
橋口医院

10 H18.4.1

3 熊本市山ノ内デイサービスセンター 熊本市東区山ノ内2丁目1番6号 096-360-3511
特定非営利活動法人
あやの里

12 H18.4.1

4 にれのき荘 熊本市北区龍田4丁目12番22号 096-337-1277
医療法人社団
上野会

3 H18.6.1

5 デイハウス　ほのか
熊本市中央区東京塚町5丁目42
番1号

096-384-7087
有限会社
ロード

12 H18.8.1

6 江津しょうぶ苑
熊本市東区画図町大字所島
1040番地

096-370-5852
有限会社
九州松栄産業

12 H18.11.17

7 デイハウス　カスタネット 熊本市中央区弥生町3番8号 096-371-2677
医療法人
杉村会

12 H19.1.15

8 デイセンター　アンダンテ
熊本市東区秋津町秋田171番地
8

096-331-2501
社会福祉法人
はちす福祉会

12 H19.3.26

9
黒髪介護センター　ゆう
認知症デイサービスセンター

熊本市中央区黒髪6丁目7番7号 096-345-2283
医療法人
杏友会

12 H19.4.2

10 デイサービスしんち 熊本市西区小島下町4589番地1 096-223-6627
株式会社
しんか

12 H19.5.1

11 認知症対応型通所介護　みつぐ苑 熊本市北区貢町135番地 096-323-6123
医療法人
医誠会

12 H19.5.1

12 グループホーム  あおばの家 熊本市西区島崎2丁目29番5号 096-324-0537
医療法人
金澤会

3 H19.12.1

13 通い処　愛和
熊本市北区龍田弓削1丁目14番
68号

096-339-2116
特定非営利活動法人
ライフサポート龍田

9 H20.3.10

14 デイサービスセンターなかよしパートⅡ 熊本市東区尾ノ上3丁目3番1号 096-213-1055
社会福祉法人
仁風会

12 H20.4.1

15 デイサービスセンターかてて
熊本市北区鶴羽田町2丁目12番
31号

096-215-1515
社会福祉法人
青山会

12 H20.4.1

16 青翔苑デイサービスセンター 熊本市西区島崎2丁目21番10号 096-359-5377
医療法人
金澤会

12 H20.5.1

17 認知症デイサービスセンター　青明
熊本市中央区渡鹿5丁目1番37
号

096-366-0118
一般財団法人
杏仁会

12 H20.7.1

18 認知症対応型通所介護事業所　白川の里 熊本市東区小山町2493番地 096-380-1533
社会福祉法人
白川園

12 H21.8.1

19 デイサービスホームけやき 熊本市東区錦ケ丘26番11号 096-367-0565
有限会社
ゆうしん

3 H21.11.1

20 聖母の丘　デイサービスゆり苑 熊本市西区島崎6丁目1番27号 096-355-3017
社会福祉法人
聖母会

12 H21.11.1

21 デイサービス　あん堵 熊本市西区池上町1139番地4 096-288-2828
有限会社
花もめん

12 H21.11.1

22
江津しょうぶ苑　グループホーム　認知症デイ
サービス

熊本市東区画図町大字所島
1040番地

096-370-7601
有限会社
九州松栄産業

3 H21.11.17

23 認知症デイサービスセンター　ひまわり
熊本市北区植木町山本886番地
1

096-273-3989
有限会社
ひまわり

12 H22.3.15

24 虹の家デイサービスセンター 熊本市南区奥古閑町4296番地1 096-223-0632
社会福祉法人
寿量会

3 H22.4.1

25 ケアサポート　メロン 熊本市南区日吉2丁目3番84号 096-288-3639
株式会社
シンパクト

12 H22.4.1

26 デイサービス今町ホーム 熊本市南区今町679番地1 096-227-3755
社会福祉法人
寿量会

12 H22.4.1

27 ホームデイサービスあやの里
熊本市東区山ノ内2丁目1番14
号

096-360-3511
特定非営利活動法人
あやの里

3 H22.11.1

28 認知症対応型デイサービスセンターきずな
熊本市東区新南部5丁目2番65
号

096-385-5522
社会福祉法人
敬人会

12 H23.6.7

29 デイ　木乃庭 熊本市西区中原町1280番地 096-311-4651
株式会社
庭一

12 H24.4.1

30 デイサービスひらき橋 熊本市南区川口町2118番地4 096-223-2881
社会福祉法人
寿量会

12 H24.4.1

31 ケアサポート　メロン３Ｒ 熊本市南区日吉2丁目3番81号 096-245-7548
株式会社
シンパクト

12 H24.4.20

32 グループホーム　六花苑
熊本市中央区帯山4丁目6番31
号

096-382-6198
医療法人
祐基会

3 H24.10.1

33 黒髪しょうぶ苑
熊本市中央区黒髪5丁目4番30
号

096-346-6889
有限会社
九州松栄産業

3 H24.11.1

34
共用型認知症対応型通所介護事業所　ひま
わり園

熊本市東区長嶺東3丁目3番70
号

096-388-8228
社会福祉法人
白富会

3 H25.9.1

35
長寿の里認知症対応型通所介護事業所　ゆ
るり

熊本市西区城山薬師2丁目10番10
号　長寿の里デイサービスセンター

096-329-1112
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

12 H26.5.1
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

36
グッドスマイル　いずみの里　デイサービスセ
ンター

熊本市中央区出水5丁目11番38
号　出水ガーデンハイツ2棟1階

096-364-1322
株式会社
グッドスマイル

12 H27.4.1

37 デイサービスセンター　昭和
熊本市東区尾ノ上3丁目3番107
号

096-213-1088
社会福祉法人
仁風会

3 H27.7.1

38 グループホーム　ヒューマンケア富合
熊本市南区富合町廻江829番地
1

096-247-6795
有限会社
ヒューマン・ケア

6 H27.7.1

39 デイサービスかたらい 熊本市北区四方寄町426番地1 096-273-6460
医療法人
松実会

12 H27.8.17

40 認知症デイサービス　あいのて 熊本市南区田迎1丁目7番20号 096-377-5022
株式会社
ヴィーヴル

3 H28.2.5

41 デイサービスセンター　望星
熊本市中央区大江1丁目10番25
号

096-372-0008
株式会社
望星

12 H28.4.1

42 共用型デイサービス　カムさぁ
熊本市北区龍田陳内3丁目37番
7号

096-337-2941
社会福祉法人
リデルライトホーム

3 H28.5.20

43 認知症対応型デイサービス　くるみの村 熊本市東区渡鹿8丁目1番70号 096-288-0310
くるみ福祉会株式会
社

12 H29.1.1

44 デイサービスえがお 宇土市栄町26-3 0964-26-1820
医療法人社団
金森会

14 H18.3.17

45 デイサービス　はる 玉名郡玉東町西安寺302-1 0968-85-3585
有限会社
はる

3 H20.9.1

46 温もりデイサービス 荒尾市万田387番地122 0968-64-2170
有限会社
ナースケア健美

10 H16.8.1

47
伊藤医院指定認知症対応型通所介護サービ
スセンター「すずらん」

荒尾市四ツ山町3丁目4番28号 0968-62-2050
医療法人
藤杏会

12 H12.4.1

48 白寿園デイサービスセンター 荒尾市一部2122番地 0968-68-0176
社会福祉法人
杏風会

12 H12.4.1

49 グループホーム　ゆうきの家 玉名市上小田1180 0968-72-2010
医療法人
悠紀会

6 H21.5.1

50 グループホーム　ありあけの丘 玉名市天水町部田見448－1 0968-71-5888
社会福祉法人
天恵会

9 H22.9.1

51 デイサービスセンター　結いの里 玉名市伊倉北方1542-1 0968-75-1200
社会福祉法人
玉寿会

12 H23.4.1

52 和楽荘デイサービス南関の里
熊本県玉名郡南関町大字久重
3424番地3

0968-66-6366
社会福祉法人
三加和福祉会

12 H19.3.15

53 グループホーム夢路 熊本県玉名郡和水町前原90-1 0968-71-8558
特定非営利活動法人
黎明

18 H14.12.28

54 なごみの園・菊水
熊本県玉名郡和水町長小田334
番地

0968-71-8880
有限会社
ふれあい松川

9 H17.3.11

55 ケアビレッジ　ならの郷 山鹿市鹿校通2丁目5番52号 0968-44-6222
医療法人
滄溟会

12 H19.4.9

56 グループホーム　大道 山鹿市方保田828番地2 0968-46-6553
有限会社
あい

3 H24.8.1

57 デイサービスレント 菊池市深川400 0968-24-3135
医療法人
牧念人会

10 H15.4.1

58 デイサービス　さくらんぼ須屋 合志市須屋2863-4 096-242-2505
医療法人
中山会

12 H23.3.22

59 セントラル 菊地郡大津町大字室955番地 096-293-0655
医療法人
潤心会

12 H22.4.1

60 認知症対応型通所介護ほほえみ
菊地郡大津町大字陣内1167番
地5

096-294-5400
医療法人
田中会

12 H22.4.1

61 大阿蘇病院　にこにこデイサービスセンター
阿蘇市一の宮町宮地５８５７番
地7

0967-22-2210
医療法人社団
大徳会

12 H23.3.20

62 共用型通所介護　グループホーム　といはた 阿蘇市内牧１１７番地 0967-32-5115
医療法人社団
問端会

6 H24.10.1

63 認知症対応型通所介護なでしこ
熊本県阿蘇郡産山村大字田尻
618番地2

0967-25-3511
社会福祉法人
やまなみ会

12 H20.10.1

64 デイサービスセンターたかもり荘 阿蘇郡高森町高森1972番地13 0967-63-1175
特定非営利活動法人
アシスト高森

10 H27.11.1

65 デイサービスセンター　みどり
熊本県阿蘇郡西原村大字布田
897-1

096-279-4825
社会福祉法人
成仁会

3 H18.8.1

66 ひろやす荘　認知症対応型通所介護事業所
熊本県上益城郡益城町大字安
永1080番地

096-286-4192
社会福祉法人
兒光会

12 H20.4.1

67 よろこびの里 八代市高小原町1508番地1 0965-34-1002
社会福祉法人
しらぬい会

12 H19.5.21

68 デイサービス八代のぞみ 八代市古閑出421番地16 0965-46-2650
有限会社
のぞみ

12 H20.4.1

69 すずらんの里デイサービスセンター 八代市葭牟田町435番地 0965-39-7511
社会福祉法人
天龍会

12 H20.5.1

70 認知症対応型デイサービス桃の花 八代市鏡町両出1327番地1 0965-52-0012
有限会社
八代河内石材

12 H20.6.1
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

71 デイサービスセンター陽だまりの里はなぞの
八代市花園町11番地1
ガレリア１F

0965-31-0737
株式会社
大成アフェクション

12 H21.3.16

72 ハートケアひかり（共用型） 八代市渡町1717番地 0965-62-8468
医療法人社団
明佑会

3 H25.10.1

73 認知症対応共用型通所介護あい 八代市島田町863-3 0965-30-8952
有限会社
あい

3 H27.10.12

74 共用型デイ　和鹿島
熊本県八代郡氷川町鹿野1301
番地2

0965-52-3500
株式会社
翔栄

3 H26.2.1

75 共用型デイ　和鹿島
熊本県八代郡氷川町鹿野1301
番地2

0965-52-3500
株式会社
翔栄

3 H26.2.1

76 デイサービスセンター愛生 人吉市南泉田町114番地 0966-24-6966
医療法人
愛生会

12 H18.3.30

77 デイサービスセンターふれあい 人吉市七地町495番地 0966-22-6811
医療法人社団
健成会

10 H27.5.1

78 認知症対応型通所介護施設　ぼくの家 人吉市宝来町11番地1 0966-22-8371
株式会社
リュウマネージメントサービス 10 H20.7.1

79 グループホーム　えがお 球磨郡あさぎり町免田西2195-1 0966-45-1500
有限会社
えがお

3 H21.4.1

80 グループホーム　つわぶき
葦北郡芦北町大字湯浦1505番
地1

0966-86-0999
社会福祉法人
光輪会

3 H28.12.1

81 デイサービスあかり 水俣市袋字鳥越2501番地243号 0966-63-3666
社会福祉法人
広徳会

12 H23.4.1

82 デイサービスファミリー倶楽部 上天草市松島町合津1068番地1 0969-28-3301
有限会社
真和会

3 H25.7.1

83 デイサービスセンター　あかね苑 天草市久玉町５７１６－９ 0969-73-1288
医療法人社団
孔和会

12 H12.4.1

84 デイサービスセンター中ん迫 天草市深海町１９５０番地 0969-75-1020
医療法人社団
孔和会

12 H18.4.1

85 デイサービス　くすのき 天草市楠浦町２８８番地９ 0969-27-5402
医療法人社団
福寿会

3 H19.6.1

86 デイサービス桜ん里
天草市河浦町白木河内１１６－
１

0969-76-0506
医療法人社団
孔和会

12 H20.4.1

87 デイサービス　南風ん風 天草市牛深町３２７５－１１ 0969-72-5330
特定非営利活動法人
ひと・学び支援センター熊本 12 H20.11.1

88 認知症デイサービス　菜の花 天草市本渡町本渡８４７番地８ 0969-66-9171
有限会社
いずみ

12 H22.4.1

89 デイサービスセンター明香里 天草市二浦町亀浦１０６６番地６ 0969-72-8711
ＮＰＯ法人
健寿会

12 H22.4.1

90 デイサービスセンター　優海
天草市御所浦町御所浦３９１６
－６

0969-67-2550
有限会社
さかがわ

3 H22.9.1

91 デイサービスセンター遊鳥 天草市栖本町湯船原７５９番地 0969-66-3223
有限会社
さかがわ

3 H22.10.1

92 あかつきの里　デイサービス 天草市佐伊津町６０４６番地１２ 0969-23-1313
株式会社
ファミリー

12 H23.4.1

93 デイサービス　さくら・倉岳 天草市倉岳町棚底７８１番地 0969-64-3211
有限会社
倉本建設

12 H23.4.1

94 明香里ねすと 天草市二浦町亀浦１０６６番地６ 0969-72-8711
ＮＰＯ法人
健寿会

3 H24.5.1

95 共用型デイサービス　あかね苑 天草市久玉町５７１６－９ 0969-73-1288
医療法人社団
孔和会

3 H27.3.1
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⑨小規模多機能型居宅介護事業所

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 指定日

1
小規模多機能型居宅介護事業所
八王寺の杜

熊本市中央区国府3丁目19-42 096-375-7713
社会医療法人
芳和会

H18.6.1

2
小規模多機能型居宅介護事業所
健軍くらしささえ愛工房

熊本市東区栄町2番15号 096-214-0003
特定非営利活動法人
おーさぁ

H18.6.1

3 きなっせ 熊本市北区小糸山町771-5 096-273-1384
特定非営利活動法人
コレクティブ

H18.9.1

4 在宅ケアセンター ひまわり 熊本市北区植木町山本874-2 096-273-3331
有限会社
ひまわり

H18.9.1

5 いつでんきなっせ 熊本市東区戸島西1-23-63 096-214-6600
特定非営利活動法人
コレクティブ

H18.9.11

6 城山の舎4 熊本市西区城山下代3丁目2番6号 096-329-2776
医療法人社団
城山会

H18.11.1

7
江津しょうぶ苑
小規模多機能ホーム

熊本市東区画図町所島1040番地 096-370-5850
有限会社
九州松栄産業

H18.11.17

8
朊岳園小規模多機能ホーム
菜の花

熊本市東区石原2丁目5番1号 096-388-6588
社会福祉法人
朊岳園

H19.1.8

9 コムーネ黒髪
熊本市中央区黒髪5丁目14番20
号

096-343-9999
社会福祉法人
リデルライトホーム

H19.3.1

10 笑和
熊本市中央区出水8丁目29番13
号

096-375-3160
特定非営利活動法人
江津福祉会

H19.3.20

11
小規模多機能型居宅介護事業所
大和

熊本市西区花園4丁目3番43号 096-312-5515
株式会社
ファーマダイワ

H19.3.28

12 シニアクラブ菱形 熊本市北区植木町滴水1653-3 096-273-5955
医療法人社団
郁栄会

H19.4.1

13
小規模多機能型居宅介護
はるかぜ

熊本市西区春日5丁目7-16 096-212-3332
医療法人社団
清心会

H19.10.1

14
小規模多機能型居宅介護
サンマーレの風

熊本市南区並建町549番地1 096-227-0005
有限会社
ケアランド熊本

H19.11.1

15
小規模多機能ハウス
ほがらか

熊本市南区御幸笛田6丁目6番88
号

096-377-1300
社会福祉法人
健成会

H19.11.1

16
小規模多機能型居宅介護
事業所 せせらぎ

熊本市北区高平3丁目16番50号 096-346-5558
社会福祉法人
愛誠会

H19.12.1

17 セントケア熊本おぜき 熊本市東区新南部1丁目2番12号 096-373-1001
セントケア九州
株式会社

H19.12.1

18 ひだまり 熊本市西区河内町白浜イ2242 096-276-1015
ＮＰО法人
ささえ愛ひかりの家

H20.3.31

19
小規模多機能型居宅介護事業所
ひまわり園

熊本市東区長嶺東3丁目3-70 096-380-6612
社会福祉法人
白富会

H20.4.1

20
小規模多機能型居宅介護
よかひより

熊本市南区富合町廻江599-1 096-243-1011
社会福祉法人
はるかぜ会

H20.4.1

21
はなぞのケアセンター
小規模多機能ホーム

熊本市西区花園７丁目25-23 096-359-3399
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H20.10.1

22
小規模多機能ホーム
ブロッサムわかば

熊本市東区若葉１丁目33-16 096-237-9977
株式会社
ヒューマンケアブロッサムズ

H20.12.16

23 いとし 熊本市中央区国府1丁目3-15 096-364-1231
医療法人
室原会

H21.3.23

24
小規模多機能型居宅介護事業所
「島崎山荘」

熊本市西区島崎5丁目24番50号 096-353-5015
医療法人
杉村会

H21.4.6

25
黒髪しょうぶ苑
小規模多機能ホーム

熊本市中央区黒髪5丁目4-30 096-346-6888
有限会社
九州松栄産業

H22.10.1

26 城山の舎３ 熊本市西区城山下代3-2-7 096-329-6231
医療法人社団
城山会

H23.4.1

27
小規模多機能ホーム
はけのみや

熊本市北区山室4-9-30 096-343-0003
株式会社
昭和館

H23.8.8

28
小規模多機能型居宅介護
きずな

熊本市東区新南部5-2-65 096-385-5522
社会福祉法人
敬人会

H23.8.12

29
小規模多機能型居宅介護事業所
ヒルサイドガーデン　ひなぎく

熊本市南区城南町今吉野989 0964-28-6630
株式会社
インターイメージ

H23.10.11

30 小規模多機能ホームたいじゅ 熊本市北区貢町65 096-247-6200
株式会社
おがた

H24.4.1

31
小規模多機能ホーム
田原ふれあいの家

熊本市北区植木町鞍掛1791 096-274-0101
有限会社
田原坂 愛の会

H24.4.11

32
小規模多機能ホーム
錦ヶ丘

熊本市東区錦ケ丘26-11 096-367-0565
有限会社
ゆうしん

H24.5.1

33 小規模多機能ホーム　池田ヒルズ 熊本市西区池田2-3-22 096-351-6565
医療法人
聖孝会

H24.7.1

34
小規模多機能ホーム　ほのぼの・長
嶺

熊本市東区長嶺東5-24-13 096-388-1151
社会福祉法人
グリーンコープ

H24.7.23

35
小規模多機能居宅介護事業所　ま
きの里

熊本市東区小山1-686-1 096-201-3655
一般社団法人
五木会

H24.8.1

36
小規模多機能ホーム
おひさま

熊本市中央区世安町397-2 096-352-8555
株式会社
ヤマムラ

H24.8.11

37
小規模多機能型居宅介護
ハイマートの郷

熊本市東区佐土原1-20-10 096-285-1888
有限会社
ケアランド熊本

H24.8.13
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38
小規模多機能型居宅介護事業所
上熊本苑

熊本市西区上熊本3-12-23 096-288-1687
社会福祉法人
愛誠会

H24.9.1

39
小規模多機能型居宅介護事業所
水前寺きらら

熊本市中央区水前寺1-11-22 096-384-5550
社会福祉法人
敬人会

H25.1.15

40 つどい処　愛和 熊本市北区龍田8丁目20番95号 096-277-1934
特定非営利活動法人
ライフサポート龍田

H25.3.10

41
小規模多機能型居宅介護事業所
ヴィラ・九品寺

熊本市中央区九品寺3丁目9番5号 096-375-3080
社会福祉法人
明芳会

H25.5.11

42 小規模多機能型居宅介護　和の郷 熊本市西区中原町504番地 096-329-9138
有限会社
モトム総合企画

H26.2.1

43
小規模多機能型居宅介護施設
もねろ

熊本市南区富合町菰江245番地 096-288-0730
特定非営利法人
後藤会

H26.3.1

44 銀座通りハウス 熊本市中央区中央街5番3 096-273-6087
社会福祉法人
寿量会

H26.3.24

45 はっぴぃはうす参番館 熊本市中央区三郎1丁目1番80号 096-381-0275
株式会社
ケアベース

H26.11.1

46 はっぴぃはうす六番館 熊本市東区健軍3丁目48番15 096-368-2717
株式会社
ケアベース

H26.11.1

47 小規模多機能ホーム　むーみん
熊本市南区城南町塚原1260番地
8

0964-28-8883
有限会社
かぐや姫

H27.3.15

48
小規模多機能ホーム
アクア

熊本市南区八分字町19番地 096-273-7500
株式会社
桜会

H27.3.29

49
小規模多機能型居宅介護事業所
つるのはら

熊本市北区梶尾町1779番7 096-346-5700
社会福祉法人
愛誠会

H27.4.1

50
小規模多機能型居宅介護事業所
楽しい家飽田南

熊本市南区護藤町1599 096-288-4933
社会福祉法人
上ノ郷福祉会

H27.4.1

51
小規模多機能型居宅介護事業所
まきの里長嶺

熊本市東区長嶺東8丁目3-40 096-288-9463
一般社団法人
五木会

H28.4.1

52
小規模多機能型居宅介護事業所
かがやき

熊本市西区戸坂町177-63 096-322-0111
社会福祉法人
立志福祉会

H28.8.1

53
小規模多機能ホーム
ふきのとう

熊本市東区下南部2丁目15-11 096-388-2721
有限会社
リビング・ウイル・サポート

Ｈ28.5.1

54
小規模多機能ホーム
赤とんぼ長嶺

熊本市東区長嶺南6丁目25-97 096-368-8885
医療法人社団
仁誠会

Ｈ28.4.25

55
小規模多機能型居宅介護　くまの
しょう

熊本市南区城南町下宮地722-6 0964-46-6000
社会福祉法人
恵春会

H28.11.7

56
小規模多機能型居宅介護事業所
ゆう

熊本市中央区黒髪6丁目7-7 096-345-2283
医療法人
杏友会

H29.2.1

57 小規模多機能事業所 ぬくもり 宇土市松山町1908-1 0964-22-7277
医療法人
再生会

H20.9.1

58 小規模多機能ホーム うと本町 宇土市新小路町2 0964-24-5885
医療法人社団
金森会

H20.9.1

59
小規模多機能型居宅介護事業所
あじさい

宇土市住吉町2236-1 0964-25-0101
医療法人社団
小田会

H23.8.1

60 小規模多機能ホームよんなっせ 宇土市神馬町308番1 0964-24-6300
有限会社
ハートフルハウス

H26.7.1

61
小規模多機能型居宅介護
事業所 愛庵

宇城市小川町西北小川32 0964-43-5231
有限会社
ヤマノ

H18.12.1

62 小規模多機能ハウス 青海苑 宇城市三角町郡浦739-1 0964-54-0055
社会福祉法人
熊本厚生会

H19.2.1

63
小規模多機能型居宅介護
笑顔の楽園

宇城市不知火町松合121-1 0964-42-2155
特定非営利法人
正心会

H19.2.1

64
フォーシーズン
在宅ケアセンター

宇城市松橋町両仲間781-1 0964-33-3141
株式会社
ラディカ

H19.3.1

65 プラスフォーシーズン 宇城市松橋町久具2059-1 0964-34-3488
株式会社
ラディカ

H23.5.9

66 小規模多機能ハウス　きらら 宇城市松橋町きらら１丁目9-8 0964-27-5352
社会福祉法人
熊本厚生会

H24.3.16

67 フォーシーズン浦川内 宇城市松橋町浦川内１３４２－６ 0964-34-3120
株式会社
ラディカ

H24.7.17

68
コミュニティハウス
「みんなの家」

下益城郡美里町土喰4 0964-47-1118
社会福祉法人
千寿会

H20.4.1

69
小規模多機能型居宅介護　サテラ
イト　みんなの家

下益城郡美里町堅志田30番地1 0964-46-2300
社会福祉法人
千寿会

H27.11.1

70
小規模多機能ホーム
せいわあらおの里

荒尾市本井手1480-12 0968-66-1100
医療法人社団
聖和会

H26.3.31

71 きらめき 玉名市天水町小天6634-2 0968-71-5032
社会福祉法人
天水福祉事業会

H23.4.1

72 ライフサポート　いわさき 玉名市岩崎762番2 0968-71-1855
医療法人
悠紀会

H26.4.1

73
小規模多機能ホーム　せいわなが
すの里

玉名郡長洲町長洲2990-2 0968-78-8022
医療法人社団
聖和会

H23.3.1

74
小規模多機能型居宅介護事業所
花しのぶ

玉名郡長洲町清源寺１０６０ 0968-78-0636
社会福祉法人
池修会

H24.3.1

75 小規模多機能ホーム　慈幸苑 玉名郡南関町関町２８－１ 0968-53-5008
社会福祉法人
創友会

H24.4.1
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76
小規模多機能型居宅介護事業所
いつでんどこでん

山鹿市古閑1312-3 0968-44-8305
特定非営利活動法人
よんなっせ山鹿

H21.10.1

77
彦岳ビュー愛隣の家 小規模
多機能型居宅介護事業所

山鹿市津留2060-2 0968-43-2796
社会福祉法人
愛隣園

H19.10.1

78 小規模多機能型居宅介護 音色 山鹿市菊鹿町下内田77-1 0968-42-6117
有限会社
誠心会

H20.6.1

79
小規模多機能ホーム
しいの木の里

山鹿市鹿本町来民1135-1 0968-34-0102
医療法人
悠紀会

H20.8.1

80
小規模多機能型居宅介護事業所 く
らつか

山鹿市熊入町313番地 0968-28-2082
医療法人社団
征栄会

H22.6.24

81 小規模多機能ホーム　かほく 山鹿市鹿北町四丁1568 0968-34-8288
特定非営利活動法人
ビハーラ鹿北

H23.4.1

82
小規模多機能型居宅介護事業所
岩原の郷

山鹿市鹿央町岩原4224 0968-36-2535
株式会社
大智会

H23.4.1

83
小規模多機能ホーム  いつでんくる
ばい

山鹿市熊入町1093 0968-41-5080
特定非営利活動法人
コレクティブ

H24.1.1

84 小規模多機能ホーム　湯乃端 山鹿市山鹿1631-1 0968-43-2110
株式会社
ニュー油屋

H24.4.1

85 小規模多機能ホーム  うすづか 山鹿市石626 0968-43-5588
社会福祉法人
山鹿むつみ福祉会

H26.4.1

86 小規模多機能ホーム　たけま 山鹿市鹿北町多久1052番地 0968-32-4601
特定非営利活動法人
ビハーラ鹿北

H26.4.1

87
小規模多機能ホーム　ケアビレッジ
ならの郷

山鹿市鹿校通2丁目5番52号 0968-44-6222
医療法人
滄溟会

H19.4.9

88 たきのうホーム菊池 菊池市亘264-16 0968-25-5320
有限会社
草佳苑

H22.8.1

89
小規模多機能ホーム
ひごっ家

菊池市泗水町福本７８０ 0968-38-0035
医療法人社団
孔子会

H24.3.5

90 たきのうホーム大平 菊池市大平５９７ 0968-41-5345
有限会社
草佳苑

H24.4.1

91 ののしまハウス 合志市野々島2595-1 096-242-8101
社会福祉法人
山紫会

H18.6.20

92
小規模多機能ホーム
さくらんぼ豊岡

合志市豊岡2000番2187 096-249-2012
医療法人
中山会

H23.1.15

93
小規模多機能ホーム
さくらんぼ須屋

合志市須屋2863-4 096-242-2501
医療法人
中山会

H23.2.25

94 おおづセンターホーム 菊池郡大津町大津字前田1187-1 096-294-0002
社会福祉法人
双友会

H20.12.1

95
小規模多機能ホーム
ブロッサムつくれ

菊池郡菊陽町花立1-14-1 096-339-7150
株式会社
ヒューマンケアブロッサムズ

H22.7.1

96
小規模多機能ホーム
ひだまりの里

阿蘇市一の宮町宮地5857-7 0967-22-3005
医療法人社団
大徳会

H18.12.1

97
小規模多機能型居宅介護
つどい

阿蘇市小池9 0967-32-2322
有限会社
ふきの企興

H23.3.10

98 ふれあい館 柿の木の家 阿蘇郡小国町黒渕2959 0967-46-6501
特定非営利活動法人
福祉の町づくりをすすめる会

H18.7.1

99
小規模多機能ホーム
縁がわ小国

阿蘇郡小国町宮原1493-1 0967-46-5020
特定非営利活動法人
コレクティブ

H25.2.1

100
小規模多機能ホーム
「みどりの丘」

上益城郡御船町上野1519-2 096-281-6666
社会福祉法人
恵寿会

H22.3.1

101
小規模多機能型居宅介護事業所
かしまスマイル

上益城郡嘉島町上六嘉2268 096-234-8885
社会福祉法人
嘉悠会

H20.8.1

102
桜の丘綾の家 小規模多機能型居
宅介護事業所

上益城郡甲佐町岩下194-1 096-234-0029
社会福祉法人
綾友会

H19.4.23

103 小規模多機能ホーム ほたる 上益城郡甲佐町上早川22-1 096-235-3755
有限会社
せせらぎ

H21.3.20

104 さくら荘 上益城郡山都町野尻1026-1 0967-72-0146 上益城農業協同組合 H19.4.1

105 地域密着介護「こころ」 上益城郡山都町北中島1717 0967-73-3337
ＮＰＯ法人
ボランティアネット夢工房

H19.4.9

106
小規模多機能型居宅介護事業所
いいの

上益城郡益城町赤井1968 096-287-5317
株式会社
ごらく

H21.4.1

107 小規模多機能　あんず 上益城郡益城町馬水17-3 096-285-8140
有限会社
泰斗

H23.4.1

108 吉方庵 八代市千丁町新牟田2520-2 0965-46-1790
有限会社
キッポー

H18.12.1

109
小規模多機能居宅介護事業所
憩いの家楽しみ

八代市新町3-21 0965-35-1616
社会福祉法人
二見中央福祉会

H19.4.9

110 木もれびの家 八代市東陽町南1067-1 0965-65-3011
有限会社
黒田建設

H19.4.9

111 なごみの広場 八代市平山新町4474-13 0965-35-0112
社会福祉法人
天龍会

H19.4.19

112
小規模多機能ホーム
ブロッサム

八代市沖町3604 0965-33-2034
株式会社
ヒューマンケアブロッサムズ

H19.12.1

-47-



№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 指定日

113 小規模多機能ホーム こうだ 八代市高下西町1760 0965-35-1566
社会福祉法人
権現福祉会

H20.4.1

114 桃の花 八代市鏡町両出1327-1 0965-52-0012
有限会社
八代河内石材

H20.4.1

115
小規模多機能型居宅介護
いずみの里

八代市泉町下岳4350 0965-67-2888
有限会社
松本建設

H20.4.14

116 小規模多機能 桜ヶ丘別荘 八代郡氷川町宮原704-1 0965-30-2800
有限会社
ＣＡＮ

H22.11.8

117 小規模多機能ホーム　竜宮 八代郡氷川町野津4600番地 0965-52-1001
社会福祉法人
創和会

H26.1.1

118 くぎのの里 水俣市久木野字前田826-5 0966-67-8660
合同会社
みつる

H24.10.1

119 茂木ノ里 水俣市袋字鳥越2501番地243 0966-63-8868
社会福祉法人
広徳会

H24.10.1

120
小規模多機能ホームほのぼの・水
俣

水俣市汐見町1丁目4番3号-1 0966-63-9177
社会福祉法人
グリーンコープ

H25.9.1

121
小規模多機能型居宅介護
ひまわり

葦北郡津奈木町小津奈木2120番
地62

0966-78-2023
社会福祉法人
光栄会

H23.11.1

122
小規模多機能介護事業所
聖心園

人吉市南町18-4 0966-24-3008
社会福祉法人
仁和会

H19.10.1

123
小規模多機能型居宅介護ホーム
なごみの里

人吉市下林町大字大島102・103・
104

0966-22-7877
つばめタクシー
株式会社

H20.6.22

124 小規模多機能ホーム 愛生 人吉市南泉田町115 0966-32-9210
医療法人
愛生会

H22.5.1

125
小規模多機能ホーム
はっぴーらいふ

人吉市西間下町726番地3 0966-32-9842
有限会社
九州ライフサポート

H26.5.1

126
小規模多機能型居宅介護支援事業
所　菜の花

人吉市下林町2796番地1 0966-22-7017
株式会社
なのはな

H27.5.1

127 小規模多機能ホーム わかば園 球磨郡多良木町多良木1489番地 0966-42-3934
株式会社
ケアサポート

H22.5.24

128 アットホームどんぐり 球磨郡球磨村渡乙2684番地 0966-25-6630
社会福祉法人
慈愛会

H22.3.26

129
小規模多機能ホーム
ほほえみ

球磨郡あさぎり町免田西2193番地
1

0966-45-1755
有限会社
えがお

H22.3.27

130 小規模多機能ホーム　五木の友 球磨郡五木村甲字宮園5670 0966-37-2217
つばめタクシー
株式会社

H24.4.1

131 小規模多機能ホーム　黎明館 球磨郡山江村山田丁26番地 0966-32-9677
社会福祉法人
寿栄会

H24.5.1

132
多良木小規模多機能型居宅介護事
業所　優光

球磨郡多良木町多良木1735 0966-42-8727
株式会社
優光

H24.12.15

133 ニチイケアセンターにしき東方 球磨郡錦町大字一武1652番1 0966-34-5022
株式会社
ニチイ学館

H27.5.1

134 小規模多機能ホーム月明館 球磨郡あさぎり町上南1295番地 0966-47-0884
社会福祉法人
共成舎

H29.4.1

135 明照園あんじん 天草市久玉町334-1 0969-73-3500
社会福祉法人
明照園

H20.4.1

136 御領多機能やすらぎ 天草市五和町御領6453 0969-32-2801
社会福祉法人
光総会

H20.4.1

137
小規模多機能ホーム
葉山苑 天領の杜

天草市本町下河内2231 0969-33-8888
社会福祉法人
啓世会

H20.4.1

138
多機能ハウス
泉寿苑

天草市牛深町2525 0969-72-2070
医療法人社団
孔和会

H22.4.1

139
小規模多機能ホーム
大空

天草市有明町下津浦5103番地2 0969-53-2333
株式会社
ユニケア

H22.4.1

140 小規模多機能ホーム　暖暖 天草市河浦町今田1333-1 0969-76-0383
NPO法人
さわやかネット天草

H23.4.1

141 多機能ホーム　やまぐち 天草市本渡町本渡950番地1 0969-22-2522
社会福祉法人
慈雲会

H24.4.1

142
小規模多機能ホーム
帽子岳の里

天草市亀場町食場1270番地3 0969-27-5222
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H24.4.1

143
小規模多機能ホーム
ひだまり

天草市新和町小宮地763番地11 0969-26-7666
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H24.4.1

144
小規模多機能ホーム
みんなの家

天草市天草町大江7480番地6 0969-36-5355
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H24.4.1

145 多機能ハウス　あかね苑 天草市久玉町5716番9 0969-73-1288
医療法人社団
孔和会

H25.12.1

146 多機能ハウス　正寿庵 天草市牛深町1219-3 0969-72-1500
医療法人社団
孔和会

H27.3.31

147 石蕗の郷 上天草市姫戸町姫浦4749番地21 0969-58-3980
有限会社
真和会

H24.4.21

148 小規模多機能ホームゆあせるふ
上天草市大矢野町登立１８６番地
３

0964-27-5763
株式会社
Ｐ．Ｃ．Ｂ

H26.3.31

149 小規模多機能ホームはるかぜ 天草郡苓北町志岐1055番地 0969-35-0567
株式会社
優藍会

H24.4.1

-48-



⑩認知症対応型共同生活介護事業所

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 指定日

1 グループホーム悠々居 熊本市中央区萩原町9番35号 096-334-7282
医療法人
日隈会

H12.4.1

2 グループホーム  三和の邑 熊本市西区城山大塘4丁目1番15号 096-329-6500
社会福祉法人
真光会

H12.4.1

3 グループホーム  あおばの家 熊本市西区島崎2丁目29番5号 096-324-0537
医療法人
金澤会

H12.4.1

4 グループホーム六花苑 熊本市中央区帯山4丁目6番31号 096-382-6198
医療法人
祐基会

H12.5.19

5 グループホームにれのき荘 熊本市北区龍田4丁目12番22号 096-337-1277
医療法人社団
上野会

H12.7.1

6 城山の舎 熊本市西区城山下代3丁目2番6号 096-329-2776
医療法人社団
城山会

H13.9.21

7 グループホームあやの里 熊本市東区山ノ内2丁目1番14号 096-360-3511
特定非営利活動法人
あやの里

H13.9.28

8 グループホーム大和 熊本市北区植木町木留336番地2 096-275-1384
社会福祉法人
熊本菊寿会

H13.11.13

9 みずき苑 熊本市北区龍田5丁目12番4号 096-348-7175
有限会社
キョーシン福祉会

H14.12.16

10 たんぽぽ 熊本市北区植木町宮原177番地 096-275-3080
グループホーム郷
有限会社

H15.3.1

11 くまもとケアセンターそよ風 熊本市東区山ノ内3丁目9番27号 096-331-3711
株式会社
ユニマット　リタイアメ
ント・コミュニティ

H15.4.1

12 グループホーム 永の郷 熊本市南区城南町永1209番地 0964-28-7117
医療法人社団
博文会

H15.4.1

13 みんなの光 熊本市南区城南町今吉野806番地1 0964-28-7800
医療法人社団
井上会

H15.7.1

14 グループホーム萌 熊本市南区会富町1120番地 096-227-3773
医療法人
むすびの森

H15.9.11

15 グループホーム やすらぎの郷 たつだ 熊本市北区龍田町弓削1099番地27 096-339-1119
有限会社
ジャスト・サポート

H15.11.1

16
認知症高齢者グループホーム　バニ
ラハウス

熊本市東区小山6丁目10番13号 096-349-7077
社会福祉法人
日生会

H16.4.1

17 グループホーム　さくらの里 熊本市西区松尾町近津1364番地 096-311-4555
社会福祉法人
諒和会

H16.4.1

18 グループホームあゆみ 熊本市南区富合町南田尻471番地 096-320-3161
有限会社
トータルライフケア

H16.11.12

19 グループホームカムさぁ 熊本市北区龍田陳内3丁目37番7号 096-337-2941
社会福祉法人
リデルライトホーム

H17.7.1

20 グループホーム出水 熊本市中央区国府2丁目6番91号 096-375-3009
社会福祉法人
真光会

H17.7.8

21 グループホーム　ほたる家 熊本市西区河内町野出1936番地1 096-277-2289
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H18.7.20

22 グループホーム　虹の家 熊本市南区奥古閑町4296番地1 096-223-0533
社会福祉法人
寿量会

H18.9.15

23 グループホーム錦ヶ丘 熊本市東区錦ケ丘26番11号 096-367-0565
有限会社
ゆうしん

H18.10.1

24 江津しょうぶ苑グループホーム 熊本市東区画図町大字所島1040番地 096-370-7601
有限会社
九州松栄産業

H18.11.17

25 サンライズ楠野 熊本市北区楠野町1069番地1 096-275-2688
医療法人社団
郁栄会

H19.1.1

26 グループハウス　あい 熊本市南区田迎1丁目7番9号 096-377-5022
株式会社
ヴィーヴル

H19.1.10

27 グループホーム　ほほ笑み 熊本市東区戸島西5丁目5番26号 096-367-6277
社会福祉法人
山清福祉会

H19.4.1

28 愛の家　グループホーム 花立 熊本市東区花立6丁目16番140号 096-214-7770
メディカル・ケア・サー
ビス九州株式会社

H19.6.1

29 グループホーム　「ピース」 熊本市中央区弥生町3番8号 096-371-2677
医療法人
杉村会

H19.6.15

30 グループホーム　こ・こ（Ｃｏ･Ｃｏ） 熊本市中央区坪井3丁目9番27号 096-284-5100
医療法人
起生会

H19.10.1

31 グループホーム三和苑 熊本市西区城山下代3丁目6番2号 096-329-3317
社会福祉法人
真光会

H19.10.1

32
認知症対応型共同生活介護
事業所 ひまわり園

熊本市東区長嶺東3丁目3番70号 096-388-8228
社会福祉法人
白富会

H20.4.1

33 グループホームひばり 熊本市南区南高江1丁目3番46号 096-357-6605
有限会社
ひばり

H20.8.1

34
はなぞのケアセンターグループホー
ム

熊本市西区花園7丁目25番23号 096-359-3399
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H20.10.1

35 鈴の音 熊本市中央区国府1丁目3番15号 096-364-1237
医療法人
室原会

H21.3.23
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36 グループホーム響き 熊本市北区室園町10番67号 096-344-0121
医療法人
山部会

H21.8.1

37 グループホームゆうしん三丁目 熊本市西区野中3丁目7番27号 096-288-2313
有限会社
ゆうしん

H21.10.1

38 グループホームほがらか 熊本市南区御幸笛田6丁目6番88号 096-377-1300
社会福祉法人
健成会

H22.3.11

39 認知症グループホーム　ひまわり 熊本市北区植木町山本886番地1 096-273-3988
有限会社
ひまわり

H22.3.15

40 グループホーム　きらら 熊本市東区新南部3丁目7番76-1号 096-384-0500
社会福祉法人
敬人会

H22.7.10

41 黒髪しょうぶ苑グループホーム 熊本市中央区黒髪5丁目4番30号 096-346-6888
有限会社
九州松栄産業

H22.8.1

42 グループホーム　あそうだ 熊本市北区麻生田2丁目5番41号 096-288-3718
社会福祉法人
愛誠会

H22.8.1

43 グループホーム悠祐 熊本市中央区水前寺4丁目7番15号 096-384-2622
医療法人
祐基会

H22.9.1

44 グループホーム　おやまの郷 熊本市東区小山5丁目1番82号 096-389-0307
株式会社
かいごのみらい

H22.10.16

45 グループホームこせん 熊本市中央区壺川2丁目3番70号 096-354-3711
社会福祉法人
創友会

H23.4.1

46 ほのぼの 熊本市西区河内町白浜イ2238番地 096-276-3387
ＮＰО法人
ささえ愛ひかりの家

H23.8.1

47 グループホームはけのみや 熊本市北区山室4丁目9番30号 096-343-0003
株式会社
昭和館

H23.8.8

48 グループホーム昭和 熊本市東区尾ノ上3丁目3番107号 096-213-1088
社会福祉法人
仁風会

H23.12.1

49 グループホーム第二ほたる家 熊本市西区河内町船津946番地 096-276-3331
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H23.12.19

50 グループホームヒューマンケア富合 熊本市南区富合町廻江829番地 096-247-6795
有限会社
ヒューマン・ケア

H24.8.1

51 グループホーム城南スマイル 熊本市南区城南町下宮地397番地2 0964-28-6789
社会福祉法人
嘉悠会

H25.2.20

52
パナソニックエイジフリーケアセンター
上熊本・グループホーム

熊本市西区花園1丁目4番2号 096-245-7543
パナソニックエイジフリー
ライフ上熊本株式会社 H25.4.1

53
風流街もやい館グループホーム　五
福

熊本市中央区細工町4丁目34番地1 096-326-0550
医療法人社団
宮本会

H25.5.14

54 グループホームグッドライフ熊本駅前 熊本市西区春日2丁目1番24号 096-355-0020
社会福祉法人
青照会

H25.10.1

55 グループホームきくなん 熊本市北区鶴羽田3丁目11番15号 096-345-2260
医療法人
室原会

H25.12.1

56 グループホーム菊南スマイル 熊本市北区鶴羽田5丁目3番30号 096-202-7270
医療法人社団
栄康会

H26.3.20

57
認知症対応型共同生活介護事業所
サンライズ硯川

熊本市北区硯川町767番地1 096-245-5588
医療法人社団
郁栄会

H26.4.1

58 グループホーム泉ケ丘 熊本市東区南町16番8号 096-360-0055
株式会社
かいごのみらい

H27.3.16

59
認知症対応型共同生活介護ステラの
風

熊本市南区並建町758番地 096-228-3040
有限会社
ケアランド熊本

H27.4.1

60 グループホームゆうしん水前寺 熊本市中央区水前寺5丁目20番5号 096-382-5550
有限会社
ゆうしん

H27.7.1

61 グループホームおりがえ 熊本市南区合志4丁目3番60号 096-358-7722
医療法人社団
松下会

H28.3.20

62 グループホームふれあい 熊本市南区近見8丁目14番59号 096-358-2888
株式会社
勇幸社

H28.4.1

63
認知症高齢者グループホーム　アク
ア

熊本市南区八分字町22番地1 096-273-7500
株式会社
桜会

H28.4.5

64 グループホーム聖母の丘 熊本市西区島崎6丁目1番27号 096-355-3017
社会福祉法人
聖母会

H28.5.1

65 グループホームハーモニー 熊本市東区秋津町秋田171番地2 096-331-2501
社会福祉法人
はちす福祉会

H28.9.1

66 グループホーム画図こもれび 熊本市東区画図町大字所島205番地6 096-370-6300
社会福祉法人
伸生紀

H29.1.1

67 認知症対応型共同生活事業ぬくもり 宇土市松山町1907 0964-22-1118
医療法人
再生会

H13.3.15

68 グループホームとどろき 宇土市栗崎町736 0964-23-3100
有限会社
ハートフルハウス

H13.4.2

69 グループホーム うきうき 宇土市松原町120-2 0964-22-6916
株式会社
サンコーライフサポート

H14.11.1

70 グループホーム西城園 宇土市戸口町906 0964-26-4052
社会福祉法人
順風会

H26.9.1

71 グループホームマーブルおがわ 宇城市小川町河江192-1 0964-43-5538
株式会社
マーブルジャパン

H17.4.1

72 グループホーム誉ヶ丘 宇城市豊野町山崎1728-1 0964-45-3006
有限会社
ユニゾン

H17.7.1
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73 グループホーム青海苑 宇城市三角町郡浦739-5 0964-54-1315
社会福祉法人
熊本厚生会

H12.12.1

74 グループホーム白梅の里 宇城市不知火町亀松543 0964-25-2030
ＮＰＯ法人
不知火福祉会

H16.11.4

75 グループホームドリームまつばせ 宇城市松橋町松橋1619-1 0964-32-2851
株式会社
スエトミ

H14.10.1

76 グループホーム郷 宇城市松橋町西下郷236 0964-33-6070
有限会社
郷

H14.11.11

77 グループホームフォーシーズン 宇城市松橋町久具2059-1 0964-34-3455
株式会社
ラディカ

H26.4.1

78 グループホームまごころ 宇城市松橋町松橋1621-1 0964-32-2856
株式会社
スエトミ

H27.2.1

79 グループホームふれあい家族の家 宇城市小川町南部田131-1 0964-43-5505
医療法人社団
仁水会

H16.3.1

80 グループホーム野の花 宇城市小川町南部田５９７番地 0964-27-5600
社会福祉法人
日岳会

H24.12.1

81 グループホームだんらん 宇城市小川町河江192-2 0964-43-5538
株式会社
マーブルジャパン

H26.4.1

82 グループホームほのか・豊野 宇城市豊野町糸石3928-1 0964-45-3555
社会福祉法人
グリーンコープ

H26.12.25

83 グループホーム  ひだまり 下益城郡美里町二和田1235-1 0964-47-2606
社会福祉法人
千寿会

H12.4.1

84 グループホーム　こもれび 下益城郡美里町佐俣388 0964-47-6202
社会福祉法人
伸生紀

H16.3.1

85 グループホームみずほ 下益城郡美里町安部235-1 0964-47-2205
株式会社
いわしや窪田

H24.4.1

86 グループホーム青い鳥 荒尾市川登1772-8 0968-65-9177
有限会社
石原工業

H13.4.16

87 グループホームはな家族 荒尾市昭和町3-25 0968-62-8787
株式会社
、元氣

H13.5.1

88 グループホームあらお 荒尾市荒尾539-1 0968-69-0600
医療法人社団
荒尾クリニック

H13.6.1

89 グループホームむつみ苑 荒尾市荒尾317-1 0968-62-3623
医療法人社団
昭和会

H14.3.1

90
グループホームグリーンライフヴィラ
荒尾

荒尾市本井手1480-26 0968-65-5466
医療法人社団
聖和会

H14.4.1

91 グループホームふくじゅそう 荒尾市四ツ山町3-4-3 0968-69-1211
医療法人
藤杏会

H14.5.1

92 白寿園グループホーム 荒尾市一部2157-16 0968-68-7339
社会福祉法人
杏風会

H14.7.8

93 グループホーム ゆったり温泉館 荒尾市水野1580-1 0968-68-8838
医療法人
平成会

H14.10.1

94 ゆうきの家 玉名市上小田1180 0968-72-2010
医療法人
悠紀会

H13.5.28

95 グループホームおかもと 玉名市亀甲251-5 0968-71-2622
医療法人
誠真会

H15.11.25

96 グループホームひまわり２１岱明 玉名市岱明町山下1037-3 0968-66-8777
特定非営利活動法人
長寿会

H13.11.30

97 グループホーム 岱明の里 玉名市岱明町高道1090-1 0968-66-8230
有限会社
七丈原

H15.3.17

98 グループホーム たいめい苑 玉名市岱明町古閑388 0968-57-1220
社会福祉法人
熊本東翔会

H15.6.1

99 グループホーム ありあけの丘 玉名市天水町部田見448-1 0968-71-5888
社会福祉法人
天恵会

H15.6.1

100 グループホーム　へたみ家 玉名市天水町部田見1214-15 0968-82-5528
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H16.5.10

101 グループホーム　るしだ 玉名市横島町横島3399-1 0968-84-3541
医療法人
安田会

H16.1.29

102 グループホーム　慈幸苑 玉名市横島町横島2493-1 0968-84-2923
社会福祉法人
創友会

H16.4.1

103 グループホーム　はる 玉名郡玉東町西安寺302-1 0968-85-3585
有限会社
はる

H16.5.15

104 グループホーム たんぽぽ 玉名郡南関町四ツ原1338 0968-53-8881
有限会社
ホリ

H15.6.1

105 グループホーム　和楽の里 玉名郡南関町久重字坂本3424-3 0968-66-6355
社会福祉法人
三加和福祉会

H19.3.15

106 グループホームひまわり２１長洲 玉名郡長洲町折崎633-5 0968-78-8880
特定非営利活動法人
長寿会

H12.4.1

107 グループホームグリーンライフヴィラ 玉名郡長洲町宮野2772-18 0968-78-1161
医療法人社団
聖和会

H13.3.27

108 グループホームせいわながすの里
玉名郡長洲町長洲
2990-2

0968-78-8023
医療法人社団
聖和会

H23.3.1

109 グループホーム夢路 玉名郡和水町前原90-1 0968-71-8558
特定非営利活動法人
黎明

H14.12.28
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110 なごみの園・菊水 玉名郡和水町長小田334 0968-71-8880
有限会社
ふれあい 松川

H17.3.11

111 グループホーム谷崎 玉名郡南関町相谷1789 0968-53-0123
有限会社
ケアシステム･ピュア

H24.4.1

112 森の里グループホーム やちよ桜 山鹿市山鹿900-2 0968-43-2012
医療法人社団
直心会

H15.11.1

113 愛隣の家　グループホーム 山鹿市津留2025-1 0968-43-0009
社会福祉法人
愛隣園

H16.4.1

114 グループホームあやすぎの里 山鹿市鹿北町岩野5497-1 0968-32-3181
社会福祉法人
平成会

H17.4.13

115 グループホーム おとぎの国 山鹿市鹿本町津袋585 0968-46-1668
社会福祉法人
不動会

H15.12.15

116 さざんか 山鹿市鹿央町合里1018-1 0968-36-2339
社会福祉法人
千草会

H16.4.14

117
認知症対応型共同生活介護事業所
ゆとり

山鹿市菊鹿町下内田75 0968-42-6555
有限会社
誠心会

H22.5.1

118 グループホーム　明日葉 山鹿市菊鹿町長529番地 0968-48-3411
社会福祉法人
菊寿会

H22.7.1

119 グループホームほたるの里 山鹿市久原5623-1 0968-36-9486
医療法人社団
三森会

H23.4.1

120 グループホーム大道 山鹿市方保田８２８－２ 0968-46-6553
有限会社
あい

H24.4.1

121 グループホームサンテ 菊池市深川400 0968-24-5873
医療法人
牧念人会

H14.4.1

122 もりのさとグループホームきくち 菊池市藤田38-1 0968-24-2005
医療法人社団
直心会

H16.7.15

123 グループホーム清泉 菊池市七城町亀尾2484 0968-26-9810
社会福祉法人
愛敬会

H18.3.27

124 たしま友遊宛 菊池市泗水町田島616-1 0968-38-7147
社会福祉法人
久仙会

H16.7.1

125 グループホームきらく 菊池市旭志伊坂446-2 0968-37-2511
社会福祉法人
広友会

H16.11.10

126 グループホーム大平 菊池市大平597-1 0968-24-5971
有限会社
草佳苑

H21.3.14

127 グループホームまゆの里 菊池市泗水町福本780番地 0968-38-0030
医療法人社団
孔子会

H27.3.23

128 グループホーム ヒューマンケア 合志市幾久富1909-700 096-247-0087
有限会社
ヒューマン・ケア

129 有限会社サカイケアセンターもみじ園 合志市野々島5427-1 096-348-5517
有限会社
サカイケアセンター

130 グループホーム　さくらんぼ須屋 合志市須屋2863-4 096-242-2523
医療法人
中山会

131 グループホームかとれあ会 合志市栄2325-1 096-247-2820
株式会社
ＷＧＳ

132 グループホーム灰塚 菊池郡大津町灰塚123-1 096-293-3779
有限会社
肥後いこいの家

H15.5.20

133 グループホームつつじのさと 菊池郡大津町大津字前田1187-1 096-294-0006
社会福祉法人
双友会

H20.12.1

134
認知症対応型共同生活介護　グルー
プホーム陣内

菊池郡大津町陣内１１６７－５ 096-294-5401
医療法人
田中会

H24.4.16

135 グループホーム光喜園 菊池郡大津町室1713 096-294-6541
社会福祉法人
光進会

H28.7.1

136 グループホームげんきの家 菊池郡菊陽町辛川1923-1 096-232-6602
医療法人
永田会

H16.3.24

137 グループホーム菊陽スマイル 菊池郡菊陽町原水1019-1 096-233-5288
医療法人社団
栄康会

H23.3.15

138 グループホーム武蔵ヶ丘 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目8-1 096-288-3446
株式会社
かいごのみらい

H26.11.1

139 大阿蘇病院グループホームさくら苑 阿蘇市一の宮町宮地5863-1 0967-22-3567
医療法人社団
大徳会

H14.6.1

140 グループホームといはた 阿蘇市内牧117 0967-32-5115
医療法人社団
問端会

H16.3.22

141 グループホーム乙姫の家 阿蘇市乙姫字上西野2142-10 0967-23-6711
株式会社
かいごのみらい

H21.11.1

142 グループホームひのおか由紀の里 阿蘇市赤水字無田ノ上1894-1 0967-35-0565
社会福祉法人
順和会

H23.4.1

143 福寿苑グループホーム 阿蘇郡南小国町満願寺5861 0967-44-1311
社会福祉法人
昭寿会

H20.9.1

144 グループホーム森園 阿蘇郡南小国町赤馬場3366 0967-42-0323
有限会社
天風

H23.4.1

145 グループホームなごみ 阿蘇郡小国町宮原425-8 0967-46-5747
有限会社
天風

H19.9.1

146 グループホームあそ和楽 阿蘇郡高森町高森2132-1 0967-63-1165
ティーティーシー
有限会社

H15.9.10
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147 グループホームあそ喜楽 阿蘇郡高森町高森2133-8 0967-63-1165
ティーティーシー
有限会社

H23.3.1

148 グループホームみどり 阿蘇郡西原村布田845 096-279-4569
社会福祉法人
成仁会

H14.4.1

149 グループホームみなみ阿蘇 阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 0967-67-1606
株式会社
南阿蘇ケアサービス

H12.7.1

150 グループホーム 陽なたぼっこ 阿蘇郡南阿蘇村河陽4463 0967-67-2515
社会福祉法人
順和会

H15.10.23

151 グループホーム　つばめ 阿蘇郡南阿蘇村吉田2043 0967-64-8100
株式会社
白水ディエイチシー

H16.3.15

152 グループホームグリーンヒルみふね 上益城郡御船町木倉1720-6 096-281-7787
社会福祉法人
恵寿会

H14.4.1

153 グループホーム日々輝 上益城郡御船町辺田見181-1 096-282-0003
医療法人社団
藤岡会

H16.4.1

154 グループホーム　康寿苑 上益城郡嘉島町上六嘉2268 096-234-8885
社会福祉法人
嘉悠会

H16.6.24

155
益城病院高齢者グループホーム ふ
るさと

上益城郡益城町惣領1530 096-286-3779
社会医療法人
ましき会

H13.3.27

156 グループホーム津森倶楽部 上益城郡益城町寺中1-1 096-289-5515
社会福祉法人
慈光会

H23.6.1

157 グループホーム  せせらぎ 上益城郡甲佐町白旗986 096-234-5511
有限会社
せせらぎ

H12.12.28

158 グループホーム 「年輪」 上益城郡甲佐町緑町359 096-234-5151
医療法人
荒瀬会

H15.6.1

159 グループホーム桜の丘 上益城郡甲佐町西寒野1151-2 096-234-5022
社会福祉法人
綾友会

H17.2.13

160 グループホーム乙女 上益城郡甲佐町津志田1661 096-235-8022
医療法人
荒瀬会

H21.4.1

161 グループホームあいらく 上益城郡山都町滝上223-1 0967-83-1335
社会福祉法人
蘇清会

H14.3.1

162 ひまわり 上益城郡山都町下市59 0967-72-1006
医療法人
潤幸会

H13.4.2

163 グループホーム すみれ 上益城郡山都町北中島2679-3 0967-75-0555
社会福祉法人
蘇南会

H14.4.26

164 やまびこ 上益城郡山都町下馬尾288-5 0967-72-2122
上益城
農業協同組合

H16.4.1

165 グループホーム緑仙館 上益城郡山都町仏原9-11 0967-82-3200
矢部開発
株式会社

H19.6.1

166 グループホーム あい 八代市島田町863-3 0965-30-8952
有限会社
あい

H15.4.1

167 喫茶去 八代市田中西町11-2 0965-53-1581
有限会社
ティム

H12.4.1

168 グループホーム ま心 八代市敷川内町2243-2 0965-31-7600
社会福祉法人
ま心苑会

H15.12.26

169 グループホーム清陽 八代市揚町47-1 0965-35-0678
社会福祉法人
権現福祉会

H16.4.1

170 グループホーム神苑 八代市松江本町2-50 0965-32-5500
有限会社
神苑

H18.3.27

171 グループホーム氷川 八代市東陽町南762-1 0965-65-3101
社会福祉法人
東泉会

H14.4.1

172 グループホーム ざぼん 八代市鏡町両出1327-6 0965-52-8151
有限会社
八代河内石材

H15.12.3

173 グループホームまどか 八代市坂本町西部い2877-1 0965-36-1235
特定非営利活動法人
八竜会

H16.3.1

174 グループホーム八代のぞみ 八代市千丁町古閑出421-16 0965-46-1180
有限会社
のぞみ

H18.12.1

175 グループホーム　きずなの郷 八代市古閑下町2225 0965-35-9880
有限会社
ラポール新世園

H19.4.9

176 グループホーム福寿荘 八代市井揚町2552 0965-39-6100
有限会社
福寿荘

H19.10.1

177 グループホームまどかⅡ 八代市坂本町西部い2920-1 0965-45-3655
特定非営利活動法人
八竜会

H20.4.1

178 グループホーム清陽「すえひろ」 八代市末広町3-6 0965-33-5001
社会福祉法人
権現福祉会

H22.4.1

179 グループホームしあわせの里 八代市二見本町924番2 0965-38-9191
社会福祉法人
川岳福祉会

H25.4.1

180 グループホームひかり 八代市渡町1717番地 0965-62-8468
医療法人社団
明佑会

H25.4.1

181 グループホーム清流 八代市昭和日進町152番3 0965-37-1088
株式会社
大渕産業

H25.4.1

182
グループホームグループホームほの
か・八代

八代市本町4丁目2番28号 0965-30-0131
社会福祉法人
グリーンコープ

H25.9.1

183 グループホーム やすらぎの里 八代郡氷川町鹿島943 0965-53-2500
有限会社
やすらぎの里

H15.9.1
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184 グループホーム花音 八代郡氷川町宮原588-2 0965-62-2518
有限会社
沙蔵

H17.11.11

185 グループホーム和鹿島 八代郡氷川町鹿野１３０１番地２ 0965-52-3500
株式会社
翔栄

H26.2.1

186 グループホーム清風 八代市沖町3873番地1 0965-32-3200
株式会社
大渕産業

H29.4.1

187 グループホームふれあいの家 水俣市月浦出月213-1 0966-62-3878
特定非営利活動法人
ＮＰＯみなまた

H14.8.1

188 グループホーム ゆうゆう 水俣市塩浜町2-19 0966-63-7120
医療法人
すえひろ会

H15.6.10

189 グループホームキトさん家 水俣市丸島町1-11-6 0966-68-9881
特定非営利活動法人
ＮＰＯみなまた

H16.1.15

190 グループホームこうらく 水俣市浜町1-228 0966-84-9039
医療法人
すえひろ会

H23.2.1

191
ニチイケアセンター水俣　認知症対応
型共同生活介護

水俣市長野町11-114　2階 0966-68-9162
株式会社
ニチイ学館

H23.12.15

192 グループホーム「むつみ荘」 葦北郡芦北町大字佐敷371番地6 0966-82-2146
医療法人
新清会

H12.4.1

193 紫おん福祉の家 葦北郡芦北町大字鶴木山1288番地5 0966-82-3988
有限会社
紫おん福祉の家

H12.4.1

194 グループホーム「あしきた」 葦北郡芦北町大字芦北2015番地6 0966-82-2370
医療法人
新清会

H15.4.1

195
認知症高齢者グループホーム　つわ
ぶき

葦北郡芦北町大字湯浦1505番地1 0966-86-0999
社会福祉法人
光輪会

H16.4.1

196 グループホームたのうらそう 葦北郡芦北町大字田浦町822番地3 0966-67-3430
社会福祉法人
栄和福祉会

H17.4.1

197 グループホーム慈愛 葦北郡芦北町大字天月1345番地 0966-84-0115
社会福祉法人
慈友会

H22.4.1

198 グループホーム千花 葦北郡芦北町芦北2592-1 0966-82-5608
医療法人
新清会

H25.4.1

199 グループホームあけぼの 葦北郡津奈木町岩城484-1 0966-78-4030
社会福祉法人
清風会

H16.12.1

200 グループホームつなぎ 葦北郡津奈木町小津奈木2120-59 0966ｰ78-5581
株式会社
グループホームつなぎ H23.4.1

201 グループホーム 愛生 人吉市二日町22 0966-24-6965
医療法人
愛生会

H15.10.1

202 グループホーム　聖心園 人吉市南町8-1 0966-22-7807
社会福祉法人
仁和会

H16.3.25

203 ふれあいの家御薬園 人吉市七地町495 0966-22-5711
医療法人社団
健成会

H17.6.1

204 グループホームえがお人吉 人吉市西間下町1028-4 0966-22-7810
有限会社
えがお

H22.4.1

205 グループホームはっぴーらいふ 人吉市下原田町字荒毛1516-1 0966-24-1808
有限会社
九州ライフサポート

H22.4.1

206 第２グループホーム愛生 人吉市南泉田町115 0966-32-9214
医療法人
愛生会

H22.5.1

207 グループホームローズヒル 人吉市矢黒町2033-3 0966-32-9511
医療法人
回生会

H23.4.1

208 グループホームすずらん 人吉市鬼木町1423-1 0966-24-3504
有限会社
介護生活研究所

H23.4.1

209 グループホームやすらぎの里にしき 球磨郡錦町西141 0966-38-3883
株式会社
いわしや窪田

H14.12.1

210 にしき園グループホーム 球磨郡錦町西70 0966-38-5070
社会福祉法人
洋香会

H18.3.1

211 グループホーム若葉園 球磨郡多良木町多良木1537 0966-42-3918
株式会社
ケアサポート

H18.5.18

212 グループホーム花みずき 球磨郡多良木町久米1325 0966-42-1118
合同会社
悠久

H28.5.13

213 グループホーム桜の里 球磨郡水上村岩野2658-1 0966-44-0771
社会福祉法人
御薬園

H20.6.1

214 グループホームみんなの家 球磨郡相良村柳瀬973 0966-28-3500
社会福祉法人
ペートル会

H15.12.1

215 グループホームえがお 球磨郡あさぎり町免田西2195-1 0966-45-1500
有限会社
えがお

H18.3.27

216
JAくま福祉の里　グループホーム　木
綿葉

球磨郡あさぎり町須恵覚井
８２８

0966-43-1234
球磨地域農業協同
組合

H24.4.1

217 グループホームくすのき 天草市楠浦町288-9 0969-27-5402
医療法人社団
福寿会

H15.5.9

218 グループホームると 天草市下浦町2090-7 0969-22-1643
医療法人社団
開会

H12.4.1

219 グループホーム菜の花 天草市本渡町本渡845-3 0969-22-1171
有限会社
いずみ

H15.4.1

220 グループホーム和樂 天草市牛深町1641-4 0969-72-3232
医療法人社団
福本会

H16.4.1
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221 グループホーム遊鳥 天草市栖本町湯船原759 0969-66-3223
有限会社
さかがわ

H18.3.29

222 グループホームしんわ 天草市新和町小宮地763-2 0969-46-2544
社会福祉法人
緑新会

H14.12.1

223 グループホームはまかぜ 天草市倉岳町宮田270-1 0969-64-3833
ＮＰＯ法人
重宝会

H16.4.1

224 紫明寮グループホーム 天草市五和町二江567-1 0969-33-0550
社会福祉法人
清志会

H17.3.1

225 グループホーム優海 天草市御所浦町御所浦3916-6 0969-67-2550
有限会社
さかがわ

H18.12.4

226 グループホームあかね苑 天草市久玉町5716-9 0969-73-1288
医療法人社団
孔和会

H18.12.20

227 グループホーム桜ん里 天草市河浦町白木河内116-1 0969-76-0506
医療法人社団
孔和会

H20.4.1

228 グループホーム葉山苑 天領の杜 天草市本町下河内2231 0969-33-8888
社会福祉法人
啓世会

H20.4.1

229 グループホーム　明香里 天草市二浦町亀浦1066番地6 0969-72-8711
ＮＰＯ法人
健寿会

H22.4.1

230 グループホーム　さざなみ 天草市有明町赤崎1974 0969-53-2345
株式会社
鍬田電設

H22.4.1

231 ぐるーぷほーむ　やすらぎ 天草市五和町御領6447番地 0969-32-1055
社会福祉法人
光総会

H22.4.1

232 グループホーム　せんだんの実 天草市天草町下田北1254番地1 0969-42-3360
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H22.4.1

233 グループホームおおやの 上天草市大矢野町上1520-8 0964-56-1630
有限会社
大矢野会

H17.4.1

234
グループホームひかりの園 ビハーラ
館

上天草市松島町今泉1004-1 0969-56-1900
社会福祉法人
姫戸ひかり会

H16.4.10

235 グループホームひめど 上天草市姫戸町姫浦2544-6 0969-58-3610
社会福祉法人
姫戸福祉会

H17.9.1

236 グループホームさち 上天草市大矢野町上7314 0964-56-1186
特定非営利活動法人
憲友会

H17.11.2

237 グループホーム龍ヶ岳 上天草市龍ケ岳町大道158 0969-63-0131
社会福祉法人
鶴亀会

H14.4.1

238 有限会社　真和会　ファミリー倶楽部 上天草市松島町合津1068-1 0969-28-3301
有限会社
真和会

H22.3.17

239 グループホーム諏訪の森
上天草市姫戸町二間戸
276-5、276-6

0969-58-2088
有限会社
真和会

H23.3.26

240 グループホーム菜の花苓北 天草郡苓北町志岐151-1 0969-35-1881
有限会社
いずみ

H19.4.1

241 グループホーム椿 上天草市龍ヶ岳町高戸1237-15 0969-62-0705
有限会社
さかがわ

H28.7.1
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⑪地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 指定日

1 地域密着型特定施設入居者生活介護　彩 熊本市南区富合町廻江５９９－１ 096-234-1013
社会福祉法人
はるかぜ会

10 H20.6.20

2 グランドホームひまわり 熊本市北区植木町山本９０７－１ 096-273-3939
有限会社
ひまわり

10 H18.4.1

3 グランドホーム　フォーシーズン 宇城市松橋町両仲間７８１－１ 0964-33-3141
株式会社
ラディカ

18 H17.9.15

4 サービス付き高齢者向け住宅　フォーシーズン 宇城市松橋町久具2059-1 0964-34-3466
株式会社
ラディカ

29 H24.12.1

5 コミュニティハウス「みんなの家」 下益城郡美里町土喰４ 0964-47-1118
社会福祉法人
千寿会

29 H20.4.1

6 特定施設入居者生活介護　たいめい苑 玉名市岱明町古閑４０２－１ 0968-57-1220
社会福祉法人
熊本東翔会

20 H23.4.20

7 リハセンターみどりの里 阿蘇郡小国町宮原４２５番地５ 0967-46-6650
医療法人社団
大徳会

29 H21.5.1

8 グッドライフ本町 八代市本町１－１－６０ 0965-30-8181
医療法人
明明会

29 H20.11.1

9 ゆうあいの家 葦北郡芦北町大字芦北２３2４－１ 0966-68-3511
社会福祉法人
志友会

29 H23.4.1

10 尚光苑 水俣市深川大野１０２０番地３ 0966-67-1085
社会福祉法人
広徳会

29 H24.5.1

11
JAくま　福祉の里　木綿葉
別館　西棟

球磨郡あさぎり町須恵字丸尾1219-2 0966-45-7777 球磨地域農業協同組合 10 H27.12.14

12 有料老人ホーム　シルバードリーム寿里 上天草市松島町阿村８２１－１ 0969-56-2828
株式会社
いるか

24 H19.11.5

13 長寿の里　かおる 上天草市大矢野町中１１７７－１ 0964-56-3003
医療法人社団
葵遥会

24 H22.11.1
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⑫地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1
地域密着型介護老人福祉施設　風
の木苑

熊本市東区西原1-11-63 096-385-1888 （福）永幸福祉会 29 H20.6.1

2 八角堂 熊本市西区花園2-10-16 096-322-7255 （福）照敬会 29 H21.6.1

3 リデルホーム龍田 熊本市北区龍田陳内3-19-12 096-274-1895 （福）リデルライトホーム 20 H21.9.1

4 サンビレッジ高平台
熊本市北区大窪3丁目11番47
号

096-345-3777 （福）郁栄会 29 H22.7.1

5
地域密着型介護老人福祉施設　れ
いめいの家

熊本市北区植木町豊田187 096-272-5055 （福）三峰福祉会 20 H24.4.1

6 田原の郷
熊本市北区植木町鞍掛1522
番地1

096-273-3000 （福）心和会 29 H26.5.18

7
地域密着型特別養護老人ホームあ
いこう

熊本市北区清水新地3丁目5
番33号

096-348-0660 （福）愛光会 20 H26.5.24

8 向山つくし庵
熊本市中央区本山1丁目6番
17号

096-356-2941 （福）三顧会 29 H24.7.1

9 特別養護老人ホーム　上熊本苑
熊本市西区上熊本3丁目12番
24号

096-288-0256 （福）愛誠会 29 H24.8.1

10 特別養護老人ホーム　みゆき東館
熊本市南区御幸笛田6丁目6-
71

096-379-3666 （福）健成会 20 H25.4.1

11
地域密着型介護老人福祉施設　は
るの里

熊本市南区城南町舞原２５３
番地１

0964-28-5400 （福）嘉悠会 29 H25.6.24

12
地域密着型特別養護老人ホームリ
バーサイド熊本ユニットホーム

熊本市西区河内町野出
19636-1

096-277-2288 （福）熊本厚生事業福祉会 9 H26.4.1

13
特別養護老人ホーム　天寿園　青
葉

熊本市南区奥古閑町4375番1 096-223-0533 （福）寿量会 23 H26.4.1

14 ノットホーム 熊本市中央区黒髪5-23-1 096-343-0489 （福）リデルライトホーム 29 H27.5.1

15
地域密着型介護老人福祉施設　託
麻苑

熊本市東区戸島町460番1 096-388-1200 （福）託麻会 29 H27.6.20

16
地域密着型特別養護老人ホーム
天寿園　Neo

熊本市南区奥古閑町4345番 096-223-2225 （福）寿量会 29 H27.7.11

17
社会福祉法人順風会　特別養護老
人ホーム西城園

宇土市下網田町１９０５番地 0964-27-0555 （福）順風会 29 H25.10.1

18 照古苑ひまわりホーム
宇土市南段原町１６１番地の
２

0964-22-3900 （福）白日会 29 H25.10.15

19 サテライトしらぬい荘 宇城市松橋町曲野35番地1 0964-34-0510 （福）水光会 20 H24.11.11

20 サテライトおひさま 宇城市小川町河江２０９番地 0964-48-6400 （福）日岳会 29 H26.3.1

21 ユニット豊洋 宇城市三角町里浦2855番地5 0964-54-1100 （福）黎明福祉会 20 H26.4.1

22
地域密着型特別養護老人ホーム
ひだけ荘里山

宇城市小川町南海東2030番
地

0964-34-6300 （福）日岳会 20 H26.4.1

23 特別養護老人ホーム　きらら
宇城市松橋町きらら１丁目9
番地3

0964-33-8606 （福）熊本厚生会 29 H27.5.1

24
ユニット型特別養護老人ホーム白
寿園

荒尾市一部字鴻巣２１２２番
地

0968-68-0176 （福）杏風会 17 H26.4.1

25 ケアビレッジ　たがの里 玉名市天水町小天6633-1 0968-82-3335 （福）若宮福祉会 29 H23.4.1

26 特別養護老人ホーム　もやい処 玉名市築地64番1 0968-74-3110 （福）天恵会 29 H24.4.1

27 ユニット型さくら苑 玉名市伊倉北方１５３３番地 0968-75-1139 （福）玉寿会 20 H26.4.1

28
地域密着型特別養護老人ホーム
慈幸苑

玉名市横島町横島２３８１番
地１

0968-84-3711 （福）創友会 10 H26.4.1

29
特別養護老人ホーム　有明ホーム
ユニット陽だまり

玉名市天水町部田見４４０番
地

0968-82-3332 （福）天恵会 10 H26.4.1

30
地域密着型特別養護老人ホーム
あいさと

山鹿市鹿央町合里1039 0968-36-2333 （福）千草会 20 H26.6.1

31 特別養護老人ホーム　不二の里 菊池市泗水町吉富2276-1 0968-38-1755 （福）東康会 29 H23.8.1

32
地域密着型特別養護老人ホーム
清泉

菊池市七城町亀尾２４２９番
地２

0968-26-4811 （福）愛敬会 20 H26.4.1
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33
菊池市特別養護老人ホームつまご
め荘(地域密着型）

菊池市今５８番地 0968-25-1600 菊池市 18 H26.4.1

34
地域密着型特別養護老人ホーム健
やか園

菊池市七城町甲佐町85番地
１

0968-24-7716 （福）秀正会 29 H27.5.21

35
ユニット型特別養護老人ホーム泗
水苑

菊池市泗水町永1021 0968-38-6680 （福）泗水福祉会 25 H26.4.15

36
地域密着型介護老人福祉施設あさ
ひが丘荘　和楽

菊池市旭志伊坂449-1 0968-37-3636 （福）広友会 20 H26.10.1

37
特別養護老人ホーム　ヒューマン・
ケア　こうしの杜

合志市豊岡2000-190 096-273-6767 （福）慈敬会 29 H25.10.1

38
特別養護老人ホーム　大地の里
えがお

合志市須屋２６７０番地３ 096-242-0111 （福）大地 29 H26.3.24

39
特別養護老人ホーム　ヒューマン・
ケア　こたかばの杜

合志市幾久富1121-1 096-273-7608 （福）慈敬会 29 H28.12.15

40
地域密着型特別養護老人ホーム
きほう苑きらら

菊池郡菊陽町辛川１９３６番
地１

096-232-1122 （福）清陽会 29 H25.11.1

41
地域密着型特別養護老人ホーム
ケアタウン光の森

菊池郡菊陽町津久礼3022番
地1

096-273-8686 （福）ゆうき会 29 H28.12.1

42
地域密着特別養護老人ホーム　喜
寿園

菊池郡大津町室1712 096-294-6555 （福）光進会 29 H28.6.1

43
地域密着型介護老人福祉施設　な
でしこの里

阿蘇郡産山村田尻618 0967-25-3511 （福）やまなみ会 29 H20.10.15

44
特別養護老人ホーム　ひのおか順
心館

阿蘇市赤水字無田ノ上1894-
1

0967-35-0560 （福）順和会 29 H23.4.1

45
地域密着型特別養護老人ホーム
ひめゆり

阿蘇郡高森町高森993-8 0967-62-1001 （福）岳寿会 29 H23.6.1

46 特別養護老人ホーム　乙姫荘 阿蘇市乙姫1776 0967-32-5000 （福）角岳会 29 H24.4.1

47
地域密着型特別養護老人ホーム
みどりの館

阿蘇郡西原村布田８９７番１ 096-279-4825 （福）成仁会 20 H26.4.1

48 特別養護老人ホーム　悠清苑
阿蘇郡南小国町満願寺５８５
４番地の１

0967-44-1311 （福）昭寿会 20 H26.4.1

49
ユニット型　特別養護老人ホーム水
生苑

阿蘇郡南阿蘇村大字一関１２
８２番地

0967-62-9688 (福)白久寿会 20 H26.4.1

50
特別養護老人ホーム陽ノ丘荘さくら
館

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽字
水溜４４５７番地１

0967-67-3513 （福）順和会 20 H26.4.1

51
桜の丘綾の家　地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護事業所

上益城郡甲佐町岩下194-1 096-234-0064 （福）綾友会 20 H19.4.23

52 特別養護老人ホーム悠優かしま 上益城郡嘉島町上仲間151-1 096-235-2301 （福）千寿会 29 H24.4.5

53 特別養護老人ホーム風ノ木 上益城郡山都町千滝211 0967-72-3401 （福）徳生会 29 H24.4.16

54
特別養護老人ホーム　そよ風の里
“ほたる”

上益城郡山都町今322-1 0967-83-0311 （福）三和会 29 H24.6.1

55
ユニット型特別養護老人ホーム桜
の丘

熊本県上益城郡甲佐町西寒
野１１６１番地

096-234-1191 （福）綾友会 20 H26.4.1

56
地域密着型介護老人福祉施設　蘇
望苑ユニット

熊本県上益城郡山都町滝上
２２３番地の１

0967-83-0870 （福）蘇清会 20 H26.4.1

57
地域密着型介護老人福祉施設　希
望

八代市興善寺町495-1 0965-39-1120 （福）龍峯会　 29 H20.5.1

58
地域密着型特別養護老人ホーム八
代草

熊本県八代市海士江町２８３
３番１

0965-62-8550 （福）平成苑 29 H25.9.23

59
地域密着型特別養護老人ホーム
キャッスル麦島

熊本県八代市古城町１９３８
－１

0965-62-8868 （福）八代愛育会 29 H25.10.1

60
ユニット型指定地域密着型介護老
人福祉施設早尾園

熊本県八代郡氷川町早尾１０
９７番地

0965-62-3838 （福）代医会 20 H26.4.1

61
地域密着型介護老人福祉施設　和
光苑

水俣市袋字鳥越2501-252 0966-61-1177 （福）広徳会 29 H23.4.1

62
小規模特別養護老人ホーム　つな
ぎの里

葦北郡津奈木町小津奈木
2120-62

0966-78-2023 （福）光栄会 29 H24.11.1

63
特別養護老人ホーム　ビハーラまど
か

水俣市石坂川113-2 0966-67-1190 （福）照徳の里 29 H24.12.1

64 生喜の里 水俣市月浦928-1 0966-84-9686 （福）広徳会 29 H27.3.1
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

65
地域密着型特別養護老人ホーム
アゼリア

人吉市蟹作町3690番地 0966-32-9350 （福）回生会 29 H23.9.12

66
個別ユニット型特別養護老人ホー
ム聖心ホーム

熊本県人吉市寺町９番地５ 0966-23-3320 （福）仁和会 10 H26.4.1

67
地域密着型介護老人福祉施設　錦
寿豊苑

球磨郡錦町一武字原田川
1234番地

0966-38-3889 （福）豊心の里 29 H22.10.22

68
地域密着型介護老人福祉施設りゅ
うきんか

球磨郡あさぎり町免田東
3333-3

0966-45-7551 （福）東陽会 29 H23.6.1

69 鐘ヶ丘ホーム　いちふさ
熊本県球磨郡あさぎり町上西
８３５番地

0966-45-6777 （福）共成舎 20 H26.4.1

70
ユニット型特別養護老人ホームあさ
ぎりホーム

熊本県球磨郡あさぎり町岡原
南７７番地１

0966-45-5683 （福）洋香会 20 H26.4.1

71
地域密着型特別養護老人ホーム川
辺川園

熊本県球磨郡相良村川辺１７
７１番地

0966-35-0861 （福）ペートル会 10 H26.4.1

72 千寿園　別館　まごころ 球磨郡球磨村大字渡乙1750 0966-33-0011 （福）慈愛会 20 H26.6.1

73 桜なみき
球磨郡水上村大字岩野2649
番地1

0966-44-0020 （福）御薬園 29 H26.9.1

74
特別養護老人ホームひかりの園指
月館

熊本県上天草市松島町今泉
1004番地1

0969-56-1900 （福）姫戸ひかり会 20 H26.4.1

75
特別養護老人ホーム翔洋園ユニッ
ト棟

熊本県上天草市姫戸町姫浦
西成川内３０５５番地４５及び
３０５５番地１０６

0969-58-3611 （福）姫戸福祉会 20 H26.4.1

76
特別養護老人ホーム相生荘（従来
型）

熊本県上天草市龍ケ岳町大
道158番地

0969-63-0131 （福）鶴亀会 20 H26.4.1

77
地域密着型特別養護老人ホーム
悠ほーむ

熊本県天草市久玉町1411番
地4

0969-74-7001 （福）円相会 29 H25.11.1

78
地域密着型特別養護老人ホーム聖
和園

熊本県天草市下浦町2081番
地7

0969-22-0213 （福）聖和会　 29 H25.11.20

79
地域密着型特別養護老人ホーム
シャトー天草

熊本県天草市今釜町8番58号 0969-22-1888 （福）淳和会 29 H26.2.16

80
地域密着型特別養護老人ホーム新
和苑　あがんなっせ

熊本県天草市新和町小宮地
763番地2

0969-46-3838 （福）緑新会 20 H26.4.1

81
地域密着型特別養護老人ホーム慈
晃園

熊本県天草市佐伊津町928番
地

0969-23-6610 （福）慈雲会 13 H26.4.1

82
地域密着型特別養護老人ホーム梅
寿荘

熊本県天草市栖本町湯船原
661番地

0969-66-2132 （福）上天草会 15 H26.4.1

83
地域密着型特別養護老人ホーム
葉山苑天領の杜

天草市本町下河内2234番地 0969-66-9000 （福）啓世会 29 H29.4.1

84 特別養護老人ホーム　梧葉苑 天草郡苓北町上津深江94-1  0969-37-1005 （福）慈永会 20 H23.9.1
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⑬看護小規模多機能型居宅介護事業所

№ 名称 所在地 電話 運営主体
開設

年月日

1 看護小規模多機能型居宅介護　みやび苑 熊本市南区八幡8丁目4-20 096-288-0954
有限会社
トータルライフケア

H25.4.1

2 看護小規模多機能型居宅介護　はるかぜ
熊本市西区春日4丁目18-28
地域包括ケア　杏心の丘

096-352-1155
医療法人社団
清心会

H26.7.1

3 看護小規模ホーム　むさし
熊本市北区楠木7丁目15番1
号

096-339-5540
医療法人
田中会

H28.8.1

4 看護小規模多機能型居宅介護　リリーフ
熊本市北区硯川町1528番地
1

096-245-3945
医療法人社団
博文会

H29.2.10

5 看護小規模多機能型居宅介護事業所　とりい
熊本市南区薄場1丁目10番
28号

096-320-2120
医療法人社団
松下会

H29.3.27

6 複合型サービス　ともづな 菊池市西寺1588番地1 0968-23-7570
株式会社
ともづなリハサービス

H26.12.19

7 複合型サービス事業所　西王母 八代市松江本町２番５０ 0965-62-8865
有限会社
神苑

H26.4.1

8 複合型サービス　しあわせの里
八代市二見本町字門前924
番2

0965-38-9580
社会福祉法人
川岳福祉会

H26.4.1
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⑭介護予防認知症対応型通所介護事業所 

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 ユーカリ苑デイサービスセンター
熊本市中央区黒髪5丁目23番1
号

096-343-0489
社会福祉法人
リデルライトホーム

12 H18.4.1

2 デイサービスあやめの里
熊本市中央区渡鹿5丁目17番26
号

096-211-5363
医療法人社団
橋口医院

10 H18.4.1

3 熊本市山ノ内デイサービスセンター 熊本市東区山ノ内2丁目1番6号 096-360-3511
特定非営利活動法人
あやの里

12 H18.4.1

4 にれのき荘 熊本市北区龍田4丁目12番22号 096-337-1277
医療法人社団
上野会

3 H18.6.1

5 デイハウス　ほのか
熊本市中央区東京塚町5丁目42
番1号

096-384-7087
有限会社
ロード

12 H18.8.1

6 江津しょうぶ苑
熊本市東区画図町大字所島
1040番地

096-370-5852
有限会社
九州松栄産業

12 H18.11.17

7 デイハウス　カスタネット 熊本市中央区弥生町3番8号 096-371-2677
医療法人
杉村会

12 H19.1.15

8 デイセンター　アンダンテ
熊本市東区秋津町秋田171番地
8

096-331-2501
社会福祉法人
はちす福祉会

12 H19.3.26

9
黒髪介護センター　ゆう　認知症デイサービス
センター

熊本市中央区黒髪6丁目7番7号 096-345-2283
医療法人
杏友会

12 H19.4.2

10 デイサービスしんち 熊本市西区小島下町4589番地1 096-223-6627
株式会社
しんか

12 H19.5.1

11 認知症対応型通所介護　みつぐ苑 熊本市北区貢町135番地 096-323-6123
医療法人
医誠会

12 H19.5.1

12 グループホーム  あおばの家 熊本市西区島崎2丁目29番5号 096-324-0537
医療法人
金澤会

3 H19.12.1

13 通い処　愛和
熊本市北区龍田弓削1丁目14番
68号

096-339-2116
特定非営利活動法人
ライフサポート龍田

9 H20.3.10

14 デイサービスセンターなかよしパートⅡ 熊本市東区尾ノ上3丁目3番1号 096-213-1055
社会福祉法人
仁風会

12 H20.4.1

15 デイサービスセンターかてて
熊本市北区鶴羽田町2丁目12番
31号

096-215-1515
社会福祉法人
青山会

12 H20.4.1

16 青翔苑デイサービスセンター 熊本市西区島崎2丁目21番10号 096-359-5377
医療法人
金澤会

12 H20.5.1

17 認知症デイサービスセンター　青明
熊本市中央区渡鹿5丁目1番37
号

096-366-0118
一般財団法人
杏仁会

12 H20.7.1

18 認知症対応型通所介護事業所　白川の里 熊本市東区小山町2493番地 096-380-1533
社会福祉法人
白川園

12 H21.8.1

19 デイサービスホームけやき 熊本市東区錦ケ丘26番11号 096-367-0565
有限会社
ゆうしん

3 H21.11.1

20 聖母の丘　デイサービスゆり苑 熊本市西区島崎6丁目1番27号 096-355-3017
社会福祉法人
聖母会

12 H21.11.1

21 デイサービス　あん堵 熊本市西区池上町1139番地4 096-288-2828
有限会社
花もめん

12 H21.11.1

22
江津しょうぶ苑　グループホーム　認知症デイ
サービス

熊本市東区画図町大字所島
1040番地

096-370-7601
有限会社
九州松栄産業

3 H21.11.17

23 認知症デイサービスセンター　ひまわり
熊本市北区植木町山本886番地
1

096-273-3989
有限会社
ひまわり

12 H22.3.15

24 虹の家デイサービスセンター 熊本市南区奥古閑町4296番地1 096-223-0632
社会福祉法人
寿量会

3 H22.4.1

25 ケアサポート　メロン 熊本市南区日吉2丁目3番84号 096-288-3639
株式会社
シンパクト

12 H22.4.1

26 デイサービス今町ホーム 熊本市南区今町679番地1 096-227-3755
社会福祉法人
寿量会

12 H22.4.1

27 ホームデイサービスあやの里
熊本市東区山ノ内2丁目1番14
号

096-360-3511
特定非営利活動法人
あやの里

3 H22.11.1

28 認知症対応型デイサービスセンターきずな
熊本市東区新南部5丁目2番65
号

096-385-5522
社会福祉法人
敬人会

12 H23.6.7

29 デイ　木乃庭 熊本市西区中原町1280番地 096-311-4651
株式会社
庭一

12 H24.4.1

30 デイサービスひらき橋 熊本市南区川口町2118番地4 096-223-2881
社会福祉法人
寿量会

12 H24.4.1

31 ケアサポート　メロン３Ｒ 熊本市南区日吉2丁目3番81号 096-245-7548
株式会社
シンパクト

12 H24.4.20

32 グループホーム　六花苑
熊本市中央区帯山4丁目6番31
号

096-382-6198
医療法人
祐基会

3 H24.10.1

33 黒髪しょうぶ苑
熊本市中央区黒髪5丁目4番30
号

096-346-6889
有限会社
九州松栄産業

3 H24.11.1

34
共用型認知症対応型通所介護事業所ひまわ
り園

熊本市東区長嶺東3丁目3番70
号

096-388-8228
社会福祉法人
白富会

3 H25.9.1
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

35
長寿の里デ認知症対応型通所介護事業所
ゆるり

熊本市西区城山薬師2丁目10番10
号　長寿の里デイサービスセンター

096-329-1112
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

12 H26.5.1

36
グッドスマイル　いずみの里　デイサービスセ
ンター

熊本市中央区出水5丁目11番38
号　出水ガーデンハイツ2棟1階

096-364-1322
株式会社
グッドスマイル

12 H27.4.1

37 デイサービスセンター　昭和
熊本市東区尾ノ上3丁目3番107
号

096-213-1088
社会福祉法人
仁風会

3 H27.7.1

38 グループホーム　ヒューマンケア富合
熊本市南区富合町廻江829番地
1

096-247-6795
有限会社
ヒューマン・ケア

6 H27.7.1

39 デイサービスかたらい 熊本市北区四方寄町426番地1 096-273-6460
医療法人
松実会

12 H27.8.17

40 認知症デイサービス　あいのて 熊本市南区田迎1丁目7番20号 096-377-5022
株式会社
ヴィーヴル

3 H28.2.5

41 デイサービスセンター　望星
熊本市中央区大江1丁目10番25
号

096-372-0008
株式会社
望星

12 H28.4.1

42 共用型デイサービス　カムさぁ
熊本市北区龍田陳内3丁目37番
7号

096-337-2941
社会福祉法人
リデルライトホーム

3 H28.5.20

43 認知症対応型デイサービス　くるみの村 熊本市東区渡鹿8丁目1番70号 096-288-0310
くるみ福祉会
株式会社

12 H29.1.1

44 デイサービスえがお 宇土市栄町26-3 0964-26-1820
医療法人社団
金森会

14 H18.3.17

45 温もりデイサービス 荒尾市万田387番地122 0968-64-2170
有限会社
ナースケア健美

10 H18.4.1

46
伊藤医院指定認知症対応型通所介護サービ
スセンター「すずらん」

荒尾市四ツ山町3丁目4番28号 0968-62-2050
医療法人
藤杏会

12 H18.4.1

47 白寿園デイサービスセンター 荒尾市一部2122番地 0968-68-0176
社会福祉法人
杏風会

12 H18.4.1

48 デイサービス　はる 玉名郡玉東町西安寺302-1 0968-85-3585
有限会社
はる

3 H20.9.1

49 和楽荘デイサービス南関の里
熊本県玉名郡南関町大字久重
3424番地3

0968-66-6366
社会福祉法人
三加和福祉会

12 H19.3.15

50 ケアビレッジ　ならの郷 山鹿市鹿校通2丁目5番52号 0968-44-6222
医療法人
滄溟会

12 H19.4.9

51 グループホーム　大道 山鹿市方保田828番地2 0968-46-6553
有限会社
あい

3 H24.8.1

52 認知症対応型通所介護ほほえみ
菊地郡大津町大字陣内1167番
地5

096-294-5400
医療法人
田中会

12 H22.4.1

53 セントラル 菊地郡大津町大字室955番地 096-293-0655
医療法人
潤心会

12 H22.4.1

54 デイサービスレント 菊池市深川400 0968-24-3135
医療法人
牧念人会

12 H15.4.1

55 デイサービス　さくらんぼ須屋 合志市須屋2863-4 096-242-2505
医療法人
中山会

12 H23.3.22

56 大阿蘇病院　にこにこデイサービスセンター
阿蘇市一の宮町宮地５８５７番
地7

0967-22-2210
医療法人社団
大徳会

12 H23.3.20

57 共用型通所介護　グループホーム　といはた 阿蘇市内牧１１７番地 0967-32-5115
医療法人社団
問端会

6 H24.10.1

58 認知症対応型通所介護なでしこ
熊本県阿蘇郡産山村大字田尻
618番地2

0967-25-3511
社会福祉法人
やまなみ会

12 H20.10.1

59 デイサービスセンターたかもり荘 阿蘇郡高森町高森1972番地13 0967-63-1175
特定非営利活動法人
アシスト高森

10 H27.11.1

60 デイサービスセンター　みどり
熊本県阿蘇郡西原村大字布田
897-1

096-279-4825
社会福祉法人
成仁会

3 H18.8.1

61 ひろやす荘　認知症対応型通所介護事業所
熊本県上益城郡益城町大字安
永1080番地

096-286-4192
社会福祉法人
兒光会

12 H20.4.1

62 よろこびの里 八代市高小原町1508番地1 0965-34-1002
社会福祉法人
しらぬい会

12 H19.5.21

63 デイサービス八代のぞみ 八代市古閑出421番地16 0965-46-2650
有限会社
のぞみ

12 H20.4.1

64 すずらんの里デイサービスセンター 八代市葭牟田町435番地 0965-39-7511
社会福祉法人
天龍会

12 H20.5.1

65 認知症対応型デイサービス桃の花 八代市鏡町両出1327番地1 0965-52-0012
有限会社
八代河内石材

12 H20.6.1

66 デイサービスセンター陽だまりの里はなぞの
八代市花園町11番地1
ガレリア１F

0965-31-0737
株式会社
大成アフェクション

12 H21.3.16

67 ハートケアひかり（共用型） 八代市渡町1717番地 0965-62-8468
医療法人社団
明佑会

3 H25.10.1

68 認知症対応共用型通所介護あい 八代市島田町863-3 0965-30-8952
有限会社
あい

3 H27.10.12

69 グループホーム　つわぶき
葦北郡芦北町大字湯浦1505番
地1

0966-86-0999
社会福祉法人
光輪会

3 H28.12.1
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70 デイサービスあかり 水俣市袋字鳥越2501番地243号 0966-63-3666 (福)広徳会 12 H23.4.1

71 デイサービスセンターふれあい 人吉市七地町495番地 0966-22-6811
医療法人社団
健成会

10 H27.5.1

72 認知症対応型通所介護施設　ぼくの家 人吉市宝来町11番地1 0966-22-8371
株式会社
リュウマネージメントサービス 10 H20.7.1

73 グループホーム　えがお 球磨郡あさぎり町免田西2195-1 0966-45-1500
有限会社
えがお

3 H21.4.1

74 デイサービスファミリー倶楽部 上天草市松島町合津1068番地1 0969-28-3301
有限会社
真和会

3 H25.7.1

75 デイサービスセンター　あかね苑 天草市久玉町５７１６－９ 0969-73-1288
医療法人社団
孔和会

12 H12.4.1

76 デイサービスセンター中ん迫 天草市深海町１９５０番地 0969-75-1020
医療法人社団
孔和会

12 H18.4.1

77 デイサービス　くすのき 天草市楠浦町２８８番地９ 0969-27-5402
医療法人社団
福寿会

3 H19.6.1

78 デイサービス桜ん里
天草市河浦町白木河内１１６－
１

0969-76-0506
医療法人社団
孔和会

12 H20.4.1

79 デイサービス　南風ん風 天草市牛深町３２７５－１１ 0969-72-5330
特定非営利活動法人
ひと・学び支援センター熊本 12 H20.11.1

80 認知症デイサービス　菜の花 天草市本渡町本渡８４７番地８ 0969-66-9171
有限会社
いずみ

12 H22.4.1

81 デイサービスセンター明香里 天草市二浦町亀浦１０６６番地６ 0969-72-8711
ＮＰＯ法人
健寿会

12 H22.4.1

82 デイサービスセンター　優海
天草市御所浦町御所浦３９１６
－６

0969-67-2550
有限会社
さかがわ

3 H22.9.1

83 デイサービスセンター遊鳥 天草市栖本町湯船原７５９番地 0969-66-3223
有限会社
さかがわ

3 H22.10.1

84 あかつきの里　デイサービス 天草市佐伊津町６０４６番地１２ 0969-23-1313
株式会社
ファミリー

12 H23.4.1

85 デイサービス　さくら・倉岳 天草市倉岳町棚底７８１番地 0969-64-3211
有限会社
倉本建設

12 H23.4.1

86 明香里ねすと 天草市二浦町亀浦１０６６番地６ 0969-72-8711
ＮＰＯ法人
健寿会

3 H24.5.1

87 共用型デイサービス　あかね苑 天草市久玉町５７１６－９ 0969-73-1288
医療法人社団
孔和会

3 H27.3.1
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⑮介護予防小規模多機能型居宅介護事業所  

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1
小規模多機能型居宅介護事業所　八王寺の
杜

熊本市中央区国府3丁目19番42
号

096-375-7713
社会医療法人
芳和会

H18.6.1

2
小規模多機能型居宅介護事業所 健軍くらしさ
さえ愛工房

熊本市東区栄町2番15号 096-214-0003
特定非営利活動法人
おーさぁ

H18.6.1

3 きなっせ 熊本市北区小糸山町771番地5 096-273-1384
特定非営利活動法人
コレクティブ

H18.9.1

4 いつでんきなっせ
熊本市東区戸島西1丁目23番63
号

096-214-6600
特定非営利活動法人
コレクティブ

H18.9.11

5 城山の舎　4
熊本市西区城山下代3丁目2番6
号

096-329-2776
医療法人社団
城山会

H18.11.1

6 江津しょうぶ苑　小規模多機能ホーム
熊本市東区画図町大字所島
1040番地

096-370-5850
有限会社
九州松栄産業

H18.11.17

7 コムーネ黒髪
熊本市中央区黒髪5丁目14番20
号

096-343-9999
社会福祉法人
リデルライトホーム

H19.3.1

8 笑和
熊本市中央区出水8丁目29番13
号

096-375-3160
特定非営利活動法人
江津福祉会

H19.3.20

9 小規模多機能型居宅介護事業所　大和 熊本市西区花園4丁目3番43号 096-312-5515
株式会社
ファーマダイワ

H19.3.28

10 小規模多機能型居宅介護　はるかぜ 熊本市西区春日5丁目7番16号 096-212-3332
医療法人社団
清心会

H19.10.1

11 小規模多機能型居宅介護　サンマーレの風 熊本市南区並建町549番地1 096-227-0005
有限会社
ケアランド熊本

H19.11.1

12 小規模多機能ハウス　ほがらか
熊本市南区御幸笛田6丁目6番
88号

096-377-1300
社会福祉法人
健成会

H19.11.1

13 小規模多機能型居宅介護事業所　せせらぎ 熊本市北区高平3丁目16番50号 096-346-5558
社会福祉法人
愛誠会

H19.12.1

14 ひだまり
熊本市西区河内町白浜イ2242
番地

096-276-1015
ＮＰО法人
ささえ愛ひかりの家

H20.3.31

15 小規模多機能型居宅介護事業所　ひまわり園
熊本市東区長嶺東3丁目3番70
号

096-380-6612
社会福祉法人
白富会

H20.4.1

16 小規模多機能型居宅介護よかひより
熊本市南区富合町廻江599番地
1

096-243-1011
社会福祉法人
はるかぜ会

H20.4.1

17 在宅ケアセンターひまわり
熊本市北区植木町山本874番地
2

096-273-3331
有限会社
ひまわり

H20.7.1

18 はなぞのケアセンター　小規模多機能ホーム 熊本市西区花園7丁目25番23号 096-359-3399
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H20.10.1

19 小規模多機能ホームブロッサムわかば 熊本市東区若葉1丁目33番16号 096-237-9977
株式会社
ヒューマンケアブロッサムズ H20.12.16

20 いとし
熊本市中央区国府1丁目3番15
号

096-364-1231
医療法人
室原会

H21.3.23

21 小規模多機能型居宅介護事業所「島崎山荘」 熊本市西区島崎5丁目24番50号 096-353-5015
医療法人
杉村会

H21.4.6

22 黒髪しょうぶ苑小規模多機能ホーム
熊本市中央区黒髪5丁目4番30
号

096-346-6888
有限会社
九州松栄産業

H22.10.1

23 城山の舎３
熊本市西区城山下代3丁目2番7
号

096-329-6231
医療法人社団
城山会

H23.4.1

24 小規模多機能ホーム　はけのみや 熊本市北区山室4丁目9番30号 096-343-0003
株式会社
昭和館

H23.8.8

25 小規模多機能型居宅介護　きずな
熊本市東区新南部5丁目2番65
号

096-385-5522
社会福祉法人
敬人会

H23.8.12

26
小規模多機能型居宅介護事業所　ヒルサイド
ガーデン　ひなぎく

熊本市南区城南町今吉野989番
地

0964-28-6630
株式会社
インターイメージ

H23.10.11

27 小規模多機能ホームたいじゅ 熊本市北区貢町65番地 096-247-6200
株式会社
おがた

H24.4.1

28 小規模多機能ホーム　田原ふれあいの家
熊本市北区植木町鞍掛1791番
地

096-274-0101
有限会社
田原坂愛の会

H24.4.11

29 小規模多機能ホーム　錦ヶ丘 熊本市東区錦ケ丘26番11号 096-367-0565
有限会社
ゆうしん

H24.5.1

30 小規模多機能ホーム　池田ヒルズ 熊本市西区池田2丁目3番22号 096-351-6565
医療法人
聖孝会

H24.7.1

31 小規模多機能ホーム　ほのぼの・長嶺
熊本市東区長嶺東5丁目24番13
号

096-388-1151
社会福祉法人
グリーンコープ

H24.7.23

32 小規模多機能居宅介護事業所　まきの里 熊本市東区小山1丁目686番地1 096-201-3655
一般社団法人
五木会

H24.8.1

-64-



№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

33 小規模多機能ホーム　おひさま 熊本市中央区世安町397番地2 096-352-8555
株式会社
ヤマムラ

H24.8.11

34 小規模多機能型居宅介護　ハイマートの郷
熊本市東区佐土原1丁目20番10
号

096-285-1888
有限会社
ケアランド熊本

H24.8.13

35 小規模多機能型居宅介護事業所　上熊本苑
熊本市西区上熊本3丁目12番23
号

096-288-1687
社会福祉法人
愛誠会

H24.9.1

36
小規模多機能型居宅介護事業所　水前寺きら
ら

熊本市中央区水前寺1丁目11番
22号

096-384-5550
社会福祉法人
敬人会

H25.1.15

37 つどい処　愛和 熊本市北区龍田8丁目20番95号 096-277-1934
特定非営利活動法人
ライフサポート龍田

H25.3.10

38
小規模多機能型居宅介護事業所　ヴィラ・九
品寺

熊本市中央区九品寺3丁目9番5
号

096-375-3080
社会福祉法人
明芳会

H25.5.11

39 小規模多機能型居宅介護　和の郷 熊本市西区中原町504番地 096-329-9138
有限会社
モトム総合企画

H26.2.1

40 小規模多機能型居宅介護施設　もねろ 熊本市南区富合町菰江245番地 096-288-0730
特定非営利法人
後藤会

H26.3.1

41 銀座通りハウス 熊本市中央区中央街5番3号 096-273-6087
社会福祉法人
寿量会

H26.3.24

42 はっぴぃはうす参番館
熊本市中央区三郎1丁目1番80
号

096-381-0275
株式会社
ケアベース

H26.11.1

43 はっぴぃはうす六番館 熊本市東区健軍3丁目48番15号 096-368-2717
株式会社
ケアベース

H26.11.1

44 小規模多機能ホーム　むーみん
熊本市南区城南町塚原1260番
地8

0964-28-8883
有限会社
かぐや姫

H27.3.15

45 小規模多機能ホーム　アクア 熊本市南区八分字町19番地 096-273-7500
株式会社
桜会

H27.3.29

46 小規模多機能型居宅介護事業所　つるのはら 熊本市北区梶尾町1779番地7 096-346-5700
社会福祉法人
愛誠会

H27.4.1

47
小規模多機能型居宅介護事業所　まきの里長
嶺

熊本市東区長嶺東8丁目3番40
号

096-288-9463
一般社団法人
五木会

H28.4.1

48 小規模多機能ホーム赤とんぼ長嶺
熊本市東区長嶺南6丁目25番97
号

096-368-8885
医療法人社団
仁誠会

H28.4.25

49 小規模多機能ホーム　ふきのとう
熊本市東区下南部2丁目15番11
号

096-388-2721
有限会社
リビング・ウイル・サポート H28.5.1

50 小規模多機能型居宅介護　くまのしょう
熊本市南区城南町下宮地722番
地6

0964-46-6000
社会福祉法人
恵春会

H28.11.7

51 小規模多機能型居宅介護事業所ゆう 熊本市中央区黒髪6丁目7番7号 096-345-2283
医療法人
杏友会

H29.2.1

52 小規模多機能事業所 ぬくもり 宇土市松山町1908-1 0964-22-7277
医療法人
再生会

H20.9.1

53 小規模多機能ホーム うと本町 宇土市新小路町2 0964-24-5885
医療法人社団
金森会

H20.9.1

54 小規模多機能型居宅介護事業所　あじさい 宇土市住吉町2236-1 0964-25-0101
医療法人社団
小田会

H23.8.1

55 小規模多機能ホームよんなっせ 宇土市神馬町308番1 0964-24-6300
有限会社
ハートフルハウス

H26.7.1

56 小規模多機能ホームせいわあらおの里 荒尾市本井手1480-12 0968-66-1100
医療法人社団
聖和会

H26.3.31

57 小規模多機能ホーム　せいわながすの里 玉名郡長洲町長洲2990-2 0968-78-8022
医療法人社団
聖和会

H23.3.1

58 小規模多機能型居宅介護事業所　花しのぶ 玉名郡長洲町清源寺１０６０ 0968-78-0636
社会福祉法人
池修会

H24.3.1

59
小規模多機能型居宅介護事業所 いつでんど
こでん

山鹿市古閑1312-3 0968-44-8305
特定非営利活動法人
よんなっせ山鹿

H21.10.1

60
彦岳ビュー愛隣の家 小規模多機能型居宅介
護事業所

山鹿市津留2060-2 0968-43-2796
社会福祉法人
愛隣園

H19.10.1

61 小規模多機能型居宅介護 音色 山鹿市菊鹿町下内田77-1 0968-42-6117
有限会社
誠心会

H20.6.1

62 小規模多機能ホームしいの木の里 山鹿市鹿本町来民1135-1 0968-34-0102
医療法人
悠紀会

H20.8.1

63 小規模多機能型居宅介護事業所 くらつか 山鹿市熊入町313番地 0968-28-2082
医療法人社団
征栄会

H22.6.24

64 小規模多機能ホーム　かほく 山鹿市鹿北町四丁1568 0968-34-8288
特定非営利活動法人
ビハーラ鹿北

H23.4.1

65 小規模多機能型居宅介護事業所　岩原の郷 山鹿市鹿央町岩原4224 0968-36-2535
株式会社
大智会

H23.4.1
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

66 小規模多機能ホーム  いつでんくるばい 山鹿市熊入町1093 0968-41-5080
特定非営利活動法人
コレクティブ

H24.1.1

67 小規模多機能ホーム　湯乃端 山鹿市山鹿1631-1 0968-43-2110
株式会社
ニュー油屋

H24.3.25

68 小規模多機能ホーム  うすづか 山鹿市石626 0968-43-5588
社会福祉法人
山鹿むつみ福祉会

H26.4.1

69 小規模多機能ホーム　たけま 山鹿市鹿北町多久1052番地 0968-32-4601
特定非営利活動法人
ビハーラ鹿北

H26.4.1

70 小規模多機能ホーム　ケアビレッジならの郷 山鹿市鹿校通2丁目5番52号 0968-44-6222
医療法人
滄溟会

H19.4.9

71 たきのうホーム菊池 菊池市亘264-16 0968-25-5320
有限会社
草佳苑

H22.8.1

72 小規模多機能ホームひごっ家 菊池市泗水町福本７８０ 0968-38-0035
医療法人社団
孔子会

H24.3.5

73 たきのうホーム大平 菊池市大平５９７ 0968-41-5345
有限会社
草佳苑

H24.4.1

74 ののしまハウス 合志市野々島２５９５番地１ 096-242-8101
社会福祉法人
山紫会

H18.6.20

75 小規模多機能ホーム　さくらんぼ豊岡 合志市豊岡2000番2187 096-249-2012
医療法人
中山会

H23.1.15

76 小規模多機能ホーム　さくらんぼ須屋 合志市須屋2863-4 096-242-2501
医療法人
中山会

H23.3.22

77 おおづセンターホーム
菊池郡大津町大津字前田1187-
1

096-294-0002
社会福祉法人
双友会

H20.12.1

78 おおづセンターホーム
菊池郡大津町大津字前田1187-
1

096-294-0002
社会福祉法人
双友会

H20.12.1

79 小規模多機能ホームひだまりの里 阿蘇市一の宮町宮地5857-7 0967-22-3005
医療法人社団
大徳会

H18.12.1

80 小規模多機能型居宅介護つどい 阿蘇市小池9 0967-32-2322
有限会社
ふきの企興

H23.3.10

81 小規模多機能型居宅介護事業所　いいの 上益城郡益城町赤井1968 096-287-5317
株式会社
ごらく

H21.4.1

82 小規模多機能　あんず 上益城郡益城町馬水17-3 096-285-8140
有限会社
泰斗

H23.4.1

83 さくら荘 上益城郡山都町野尻1026-1 0967-72-0146
上益城農業協同組
合

H19.4.1

84 地域密着介護「こころ」 上益城郡山都町北中島1717 0967-73-3337
ＮＰＯ法人
ボランティアネット夢工房 H19.4.9

85 吉方庵 八代市千丁町新牟田2520-2 0965-46-1790
有限会社
キッポー

H18.12.1

86
小規模多機能居宅介護事業所憩いの家楽し
み

八代市新町3-21 0965-35-1616
社会福祉法人
二見中央福祉会

H19.4.9

87 木もれびの家 八代市東陽町南1067-1 0965-65-3011
有限会社
黒田建設

H19.4.9

88 なごみの広場 八代市平山新町4474-13 0965-35-0112
社会福祉法人
天龍会

39191

89 小規模多機能ホームブロッサム 八代市沖町3604 0965-33-2034
株式会社
ヒューマンケアブロッサムズ H19.12.1

90 小規模多機能ホーム こうだ 八代市高下西町1760 0965-35-1566
社会福祉法人
権現福祉会

H20.4.1

91 桃の花 八代市鏡町両出1327-1 0965-52-0012
有限会社
八代河内石材

H20.4.1

92 小規模多機能型居宅介護いずみの里 八代市泉町下岳4350 0965-67-2888
有限会社
松本建設

H20.4.14

93 小規模多機能 桜ヶ丘別荘 八代郡氷川町宮原704-1 0965-30-2800
有限会社
ＣＡＮ

H22.11.8

94 小規模多機能ホーム　竜宮 八代郡氷川町野津4600番地 0965-52-1001
社会福祉法人
創和会

H26.1.1

95 くぎのの里 水俣市久木野826-5 0966-67-8660
合同会社
みつる

H24.10.1

96 茂木ノ里 水俣市袋字鳥越2501番地252 0966-63-8868
社会福祉法人
広徳会

H24.10.1

97 小規模多機能ホームほのぼの・水俣 水俣市汐見町1-4-3-1 0966-63-9177
社会福祉法人
グリーンコープ

H25.9.1

98 小規模多機能ホームほのぼの・水俣　サテライト 水俣市浜松町3-17 0966-62-6001
社会福祉法人
グリーンコープ

H29.4.1
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99 小規模多機能介護事業所聖心園 人吉市南町18-4 0966-24-3008
社会福祉法人
仁和会

H19.10.1

100 小規模多機能型居宅介護ホーム なごみの里 人吉市下林町大字大島103 0966-22-7877
つばめタクシー
株式会社

H20.6.22

101 小規模多機能ホームはっぴーらいふ 人吉市西間下町726番地3 0966-32-9842
有限会社
九州ライフサポート

H26.5.1

102 小規模多機能型居宅介護支援事業所　菜の花 人吉市下林町2796番地1 0966-22-7017
株式会社
なのはな

H27.5.1

103 小規模多機能ホーム　ほほえみ
球磨郡あさぎり町免田西2193番
地1

0966-45-1755
有限会社
えがお

H22.3.27

104 小規模多機能ホーム　月明館 球磨郡あさぎり町上南1295番地 0966-47-0884
社会福祉法人
共成舎

H29.4.1

105 ニチイケアセンターにしき東方 球磨郡錦町大字一武1652番地1 0966-34-5022
株式会社
ニチイ学館

H27.5.1

106 小規模多機能ホーム わかば園
球磨郡多良木町多良木1489番
地

0966-42-3934
株式会社
ケアサポート

H22.5.24

107 多良木小規模多機能型居宅介護事業所　優光
球磨郡多良木町多良木1735番
地

0966-42-8727
株式会社
優光

H24.12.15

108 アットホームどんぐり 球磨郡球磨村渡乙2684番地 0966-25-6630
社会福祉法人
慈愛会

H22.3.26

109 小規模多機能ホームゆあせるふ
上天草市大矢野町登立186番地
3

0964-57-5763
株式会社
Ｐ．Ｃ．Ｂ

H26.3.31

110 明照園あんじん 天草市久玉町334-1 0969-73-3500
社会福祉法人
明照園

H20.8.1

111 御領多機能やすらぎ 天草市五和町御領6453 0969-32-2801
社会福祉法人
光総会

H20.4.1

112 小規模多機能ホーム葉山苑 天領の杜 天草市本町下河内2231 0969-33-8888
社会福祉法人
啓世会

H20.4.1

113 多機能ハウス　泉寿苑 天草市牛深町2525 0969-72-2070
医療法人社団
孔和会

H22.4.1

114 小規模多機能ホーム　大空 天草市有明町下津浦5103番地2 0969-53-2333
株式会社
ユニケア

H22.4.1

115 小規模多機能ホーム　暖暖 天草市河浦町今田1333-1 0969-76-0383
NPO法人
さわやかネット天草

H23.4.1

116 多機能ホーム　やまぐち 天草市本渡町本渡950番地1 0969-22-2522
社会福祉法人
慈雲会

H24.4.1

117 小規模多機能ホーム  帽子岳の里 天草市亀場町食場1270番地3 0969-27-5222
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H24.4.1

118 小規模多機能ホーム　ひだまり 天草市新和町小宮地763番地11 0969-26-7666
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H24.4.1

119 小規模多機能ホーム  みんなの家 天草市天草町大江7480番地6 0969-36-5355
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H24.4.1

120 多機能ハウス　あかね苑 天草市久玉町5716番9 0969-73-1288
医療法人社団
孔和会

H25.12.1

121 多機能ハウス　正寿庵 天草市牛深町1219-3 0969-72-1500
医療法人社団
孔和会

H27.3.31
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 グループホーム悠々居 熊本市中央区萩原町9番35号 096-334-7282
医療法人
日隈会

H12.4.1

2 グループホーム六花苑
熊本市中央区帯山4丁目6番31
号

096-382-6198
医療法人
祐基会

H12.5.19

3 グループホーム出水
熊本市中央区国府2丁目6番91
号

096-375-3009
社会福祉法人
真光会

H17.7.8

4 グループホーム　「ピース」 熊本市中央区弥生町3番8号 096-371-2677
医療法人
杉村会

H19.6.15

5 グループホーム　こ・こ（Ｃｏ･Ｃｏ）
熊本市中央区坪井3丁目9番27
号

096-284-5100
医療法人
起生会

H19.10.1

6 鈴の音
熊本市中央区国府1丁目3番15
号

096-364-1237
医療法人
室原会

H21.3.23

7 黒髪しょうぶ苑グループホーム
熊本市中央区黒髪5丁目4番30
号

096-346-6888
有限会社
九州松栄産業

H22.8.1

8 グループホーム悠祐
熊本市中央区水前寺4丁目7番
15号

096-384-2622
医療法人
祐基会

H22.9.1

9 グループホームこせん
熊本市中央区壺川2丁目3番70
号

096-354-3711
社会福祉法人
創友会

H23.4.1

10 風流街もやい館グループホーム　五福
熊本市中央区細工町4丁目34番
地1

096-326-0550
医療法人社団
宮本会

H25.5.14

11 グループホームゆうしん水前寺
熊本市中央区水前寺5丁目20番
5号

096-382-5550
有限会社
ゆうしん

H27.7.1

12 グループホームあやの里 熊本市東区山ノ内2丁目1番14号 096-360-3511
特定非営利活動法人
あやの里

H13.9.28

13 くまもとケアセンターそよ風 熊本市東区山ノ内3丁目9番27号 096-331-3711
株式会社ユニマットリタイ
アメント・コミュニティ

H15.4.1

14 認知症高齢者グループホーム　バニラハウス 熊本市東区小山6丁目10番13号 096-349-7077
社会福祉法人
日生会

H16.4.1

15 グループホーム錦ヶ丘 熊本市東区錦ケ丘26番１１号 096-367-0565
有限会社
ゆうしん

H18.10.1

16 江津しょうぶ苑グループホーム
熊本市東区画図町大字所島
1040番地

096-370-7601
有限会社
九州松栄産業

H18.11.17

17 グループホーム　ほほ笑み
熊本市東区戸島西5丁目5番26
号

096-367-6277
社会福祉法人
山清福祉会

H19.4.1

18 愛の家　グループホーム 花立
熊本市東区花立6丁目16番140
号

096-214-7770
メディカル・ケア・サー
ビス九州株式会社

H19.6.1

19
認知症対応型共同生活介護事業所 ひまわり
園

熊本市東区長嶺東3丁目3番70
号

096-388-8228
社会福祉法人
白富会

H20.4.1

20 グループホーム　きらら
熊本市東区新南部3丁目7番76-
1号

096-384-0500
社会福祉法人
敬人会

H22.7.10

21 グループホーム　おやまの郷 熊本市東区小山5丁目1番82号 096-389-0307
株式会社
かいごのみらい

H22.10.16

22 グループホーム昭和
熊本市東区尾ノ上3丁目3番107
号

096-213-1088
社会福祉法人
仁風会

H23.12.1

23 グループホーム泉ケ丘 熊本市東区南町16番8号 096-360-0055
株式会社
かいごのみらい

H27.3.16

24 グループホームハーモニー
熊本市東区秋津町秋田171番地
2

096-331-2501
社会福祉法人
はちす福祉会

H28.9.1

25 グループホーム画図こもれび
熊本市東区画図町大字所島205
番地6

096-370-6300
社会福祉法人
伸生紀

H29.1.1

26 グループホーム  三和の邑
熊本市西区城山大塘4丁目1番
15号

096-329-6500
社会福祉法人
真光会

H12.4.1

27 グループホーム  あおばの家 熊本市西区島崎2丁目29番5号 096-324-0537
医療法人
金澤会

H12.4.1

28 グループホーム　さくらの里
熊本市西区松尾町近津1364番
地

096-311-4555
社会福祉法人
諒和会

H16.4.1

29 グループホーム　ほたる家
熊本市西区河内町野出1936番
地1

096-277-2289
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H18.7.20

30 グループホーム三和苑
熊本市西区城山下代3丁目6番2
号

096-329-3317
社会福祉法人
真光会

H19.10.1

31 はなぞのケアセンターグループホーム 熊本市西区花園7丁目25番23号 096-359-3399
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H20.10.1

32 グループホームゆうしん三丁目 熊本市西区野中3丁目7番27号 096-288-2313
有限会社
ゆうしん

H21.10.1

33 ほのぼの
熊本市西区河内町白浜
イ2238番地

096-276-3387
ＮＰО法人
ささえ愛ひかりの家

H23.8.1

34 グループホーム第二ほたる家 熊本市西区河内町船津946番地 096-276-3331
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H23.12.19

35
パナソニックエイジフリーケアセンター上熊本・
グループホーム

熊本市西区花園1丁目4番2号 096-245-7543
パナソニックエイジフリー
ライフ上熊本株式会社 H25.4.1

36 グループホームグッドライフ熊本駅前 熊本市西区春日2丁目1番24号 096-355-0020
社会福祉法人
青照会

H25.10.1

37 グループホーム聖母の丘 熊本市西区島崎6丁目1番27号 096-355-3017
社会福祉法人
聖母会

H28.5.1
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38 グループホームにれのき荘 熊本市北区龍田4丁目12番22号 096-337-1277
医療法人社団
上野会

H12.7.1

39 グループホーム大和
熊本市北区植木町木留336番地
2

096-275-1384
社会福祉法人
熊本菊寿会

H13.11.13

40 みずき苑 熊本市北区龍田5丁目12番4号 096-348-7175
有限会社
キョーシン福祉会

H14.12.16

41 たんぽぽ 熊本市北区植木町宮原177番地 096-275-3080
グループホーム郷
有限会社

H15.3.1

42 グループホーム やすらぎの郷 たつだ
熊本市北区龍田町弓削1099番
地27

096-339-1119
有限会社
ジャスト・サポート

H15.11.1

43 グループホームカムさぁ
熊本市北区龍田陳内3丁目37番
7号

096-337-2941
社会福祉法人
リデルライトホーム

H17.7.1

44 サンライズ楠野 熊本市北区楠野町1069番地1 096-275-2688
医療法人社団
郁栄会

H19.1.1

45 グループホーム響き 熊本市北区室園町10番67号 096-344-0121
医療法人
山部会

H21.8.1

46 グループホーム　あそうだ
熊本市北区麻生田2丁目5番41
号

096-288-3718
社会福祉法人
愛誠会

H22.8.1

47 グループホームはけのみや 熊本市北区山室4丁目9番30号 096-343-0003
株式会社
昭和館

H23.8.8

48 グループホームきくなん
熊本市北区鶴羽田3丁目11番15
号

096-345-2260
医療法人
室原会

H25.12.1

49 グループホーム菊南スマイル
熊本市北区鶴羽田5丁目3番30
号

096-202-7270
医療法人社団
栄康会

H26.3.20

50
認知症対応型共同生活介護事業所　サンライ
ズ硯川

熊本市北区硯川町767番地1 096-245-5588
医療法人社団
郁栄会

H26.4.1

51 グループホーム 永の郷 熊本市南区城南町永1209番地 0964-28-7117
医療法人社団
博文会

H15.4.1

52 みんなの光
熊本市南区城南町今吉野806番
地1

0964-28-7800
医療法人社団
井上会

H15.7.1

53 グループホーム萌 熊本市南区会富町1120番地 096-227-3773
医療法人
むすびの森

H15.9.11

54 グループホームあゆみ
熊本市南区富合町南田尻471番
地

096-320-3161
有限会社
トータルライフケア

H16.11.12

55 グループホーム　虹の家 熊本市南区奥古閑町4296番地1 096-223-0533
社会福祉法人
寿量会

H18.9.15

56 グループハウス　あい 熊本市南区田迎1丁目7番9号 096-377-5022
株式会社
ヴィーヴル

H19.1.10

57 グループホームひばり
熊本市南区南高江1丁目3番46
号

096-357-6605
有限会社
ひばり

H20.8.1

58 グループホームほがらか
熊本市南区御幸笛田6丁目6番
88号

096-377-1300
社会福祉法人
健成会

H22.3.11

59 グループホーム城南スマイル
熊本市南区城南町下宮地397番
地2

0964-28-6789
社会福祉法人
嘉悠会

H25.2.20

60 認知症対応型共同生活介護ステラの風 熊本市南区並建町758番地 096-228-3040
有限会社
ケアランド熊本

H27.4.1

61 グループホームおりがえ 熊本市南区合志4丁目3番60号 096-358-7722
医療法人社団
松下会

H28.3.20

62 グループホームふれあい 熊本市南区近見8丁目14番59号 096-358-2888
株式会社
勇幸社

H28.4.1

63 認知症高齢者グループホーム　アクア 熊本市南区八分字町22番地1 096-273-7500
株式会社
桜会

H28.4.5

64 認知症対応型共同生活事業ぬくもり 宇土市松山町1907 0964-22-1118
医療法人
再生会

H13.3.15

65 グループホームとどろき 宇土市栗崎町736 0964-23-3100
有限会社
ハートフルハウス

H13.4.2

66 グループホーム うきうき 宇土市松原町120-2 0964-22-6916
株式会社
サンコーライフサポート H14.11.1

67 グループホーム西城園 宇土市戸口町906 0964-26-4052
社会福祉法人
順風会

H26.9.1

68 グループホーム青い鳥 荒尾市川登1772-8 0968-65-9177
有限会社
石原工業

H18.4.1

69 グループホームはな家族 荒尾市昭和町3-25 0968-62-8787
株式会社
、元氣

H18.4.1

70 グループホーム　あらお 荒尾市荒尾539-1 0968-69-0600
医療法人社団
荒尾クリニック

H18.4.1

71 グループホームむつみ苑 荒尾市荒尾317-1 0968-62-3623
医療法人社団
昭和会

H18.4.1

72 グループホームグリーンライフヴィラ荒尾 荒尾市本井手1480-26 0968-65-5466
医療法人社団
聖和会

H18.4.1

73 グループホームふくじゅそう 荒尾市四ツ山町3-4-3 0968-69-1211
医療法人
藤杏会

H18.4.1

74 白寿園グループホーム 荒尾市一部2157-16 0968-68-7339
社会福祉法人
杏風会

H18.4.1
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75 グループホーム ゆったり温泉館 荒尾市水野1580-1 0968-68-8838
医療法人
平成会

H18.4.1

76 グループホーム　はる 玉名郡玉東町西安寺302-1 0968-85-3585
有限会社
はる

H16.5.15

77 グループホームひまわり２１長洲 玉名郡長洲町折崎633-5 0968-78-8880
特定非営利活動法人
長寿会

H12.4.1

78 グループホームグリーンライフヴィラ 玉名郡長洲町宮野2772-18 0968-78-1161
医療法人社団
聖和会

H13.3.27

79 グループホームせいわながすの里
玉名郡長洲町長洲
2990-2

0968-78-8023
医療法人社団
聖和会

H23.3.1

80
森の里グループホーム
やちよ桜

山鹿市山鹿900-2 0968-43-2012
医療法人社団
直心会

H15.11.1

81
愛隣の家
グループホーム

山鹿市津留2025-1 0968-43-0009
社会福祉法人
愛隣園

H16.4.1

82
グループホーム
あやすぎの里

山鹿市鹿北町岩野5497-1 0968-32-3181
社会福祉法人
平成会

H17.4.13

83
グループホーム
おとぎの国

山鹿市鹿本町津袋585 0968-46-1668
社会福祉法人
不動会

H15.12.15

84 さざんか 山鹿市鹿央町合里1018-1 0968-36-2339
社会福祉法人
千草会

H16.4.14

85
認知症対応型共同生活介護
事業所 ゆとり

山鹿市菊鹿町下内田75 0968-42-6555
有限会社
誠心会

H22.5.1

86
グループホーム
明日葉

山鹿市菊鹿町長529番地 0968-48-3411
社会福祉法人
菊寿会

H22.7.1

87
グループホーム
ほたるの里

山鹿市久原5623-1 0968-36-9486
医療法人社団
三森会

H23.4.1

88
グループホーム
大道

山鹿市方保田８２８－２ 0968-46-6553
有限会社
あい

H24.4.1

89 グループホームサンテ 菊池市深川400 0968-24-5873
医療法人
牧念人会

H14.4.1

90 もりのさとグループホームきくち 菊池市藤田38-1 0968-24-2005
医療法人社団
直心会

H16.7.15

91 グループホーム清泉 菊池市七城町亀尾2484 0968-26-9810
社会福祉法人
愛敬会

H18.3.27

92 たしま友遊宛 菊池市泗水町田島616-1 0968-38-7147
社会福祉法人
久仙会

H16.7.1

93 グループホームきらく 菊池市旭志伊坂446-2 0968-37-2511
社会福祉法人
広友会

H16.11.10

94 グループホーム大平 菊池市大平597-1 0968-24-5971
有限会社
草佳苑

H21.3.14

95 グループホームまゆの里 菊池市泗水町福本780番地 0968-38-0030
医療法人社団
孔子会

H27.3.23

96 グループホーム ヒューマンケア 合志市幾久富1909-700 096-247-0087
有限会社
ヒューマン・ケア

H15.9.16

97
有限会社サカイケアセンター
もみじ園

合志市野々島5427-1 096-348-5517
有限会社
サカイケアセンター

38078

98
グループホーム
さくらんぼ須屋

合志市須屋2863-4 096-242-2523
医療法人
中山会

H23.3.22

99
グループホーム
かとれあ会

合志市栄2325-1 096-247-2820
株式会社
ＷＧＳ

H23.9.1

100
グループホーム
灰塚

菊池郡大津町灰塚123-1 096-293-3779
有限会社
肥後いこいの家

H15.5.20

101
グループホーム
つつじのさと

菊池郡大津町大津字前田1187-
1

096-294-0006
社会福祉法人
双友会

H20.12.1

102 認知症対応型共同生活介護　グループホーム陣内 菊池郡大津町陣内１１６７－５ 096-294-5401
医療法人
田中会

H24.4.16

103
グループホーム
光喜園

菊池郡大津町室1713 096-294-6541
社会福祉法人
光進会

H28.7.1

104
大阿蘇病院グループホーム
さくら苑

阿蘇市一の宮町宮地5863-1 0967-22-3567
医療法人社団
大徳会

H14.6.1

105
グループホーム
といはた

阿蘇市内牧117 0967-32-5115
医療法人社団
問端会

H16.3.22

106
グループホーム
乙姫の家

阿蘇市乙姫字上西野2142-10 0967-23-6711
株式会社
かいごのみらい

H21.11.1

107
グループホーム
ひのおか由紀の里

阿蘇市赤水字無田ノ上1894-1 0967-35-0565
社会福祉法人
順和会

H23.4.1

108 グループホームあそ和楽 阿蘇郡高森町高森2132-1 0967-63-1165
ティーティーシー有
限会社

H18.7.6

109 グループホームあそ喜楽 阿蘇郡高森町高森2133-12 0967-63-1165
ティーティーシー有
限会社

H24.4.1

110
グループホーム
みなみ阿蘇

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 0967-67-1606
株式会社
南阿蘇ケアサービス

H12.7.1

111
グループホーム
陽なたぼっこ

阿蘇郡南阿蘇村河陽4463 0967-67-2515
社会福祉法人
順和会

H15.10.23
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112
グループホーム
つばめ

阿蘇郡南阿蘇村吉田2043 0967-64-8100
株式会社
白水ディエイチシー

H16.3.15

113
益城病院高齢者
グループホーム ふるさと

上益城郡益城町惣領1530 096-286-3779
社会医療法人
ましき会

H13.3.27

114
グループホーム
津森倶楽部

上益城郡益城町寺中1-1 096-289-5515
社会福祉法人
慈光会

H23.6.1

115
グループホーム
あい

八代市島田町863-3 0965-30-8952
有限会社
あい

H15.4.1

116 喫茶去 八代市田中西町11-2 0965-53-1581
有限会社
ティム

H12.4.1

117
グループホーム
ま心

八代市敷川内町2243-2 0965-31-7600
社会福祉法人
ま心苑会

H15.12.26

118
グループホーム
清陽

八代市揚町47-1 0965-35-0678
社会福祉法人
権現福祉会

H16.4.1

119
グループホーム
神苑

八代市松江本町2-50 0965-32-5500
有限会社
神苑

H18.3.27

120
グループホーム
氷川

八代市東陽町南762-1 0965-65-3101
社会福祉法人
東泉会

H14.4.1

121
グループホーム
ざぼん

八代市鏡町両出1327-6 0965-52-8151
有限会社
八代河内石材

H15.12.1

122
グループホーム
まどか

八代市坂本町西部い2877-1 0965-36-1235
特定非営利活動法人
八竜会

H16.3.1

123
グループホーム
八代のぞみ

八代市千丁町古閑出421-16 0965-46-1180
有限会社
のぞみ

H18.12.1

124
グループホーム
きずなの郷

八代市古閑下町2225 0965-35-9880
有限会社
ラポール新世園

H19.4.9

125
グループホーム
福寿荘

八代市井揚町2552 0965-39-6100
有限会社
福寿荘

H19.10.1

126
グループホーム
まどかⅡ

八代市坂本町西部い2920-1 0965-45-3655
特定非営利活動法人
八竜会

H20.4.1

127
グループホーム
清陽「すえひろ」

八代市末広町3-6 0965-33-5001
社会福祉法人
権現福祉会

H22.4.1

128
グループホーム
しあわせの里

八代市二見本町924番2 0965-38-9191
社会福祉法人
川岳福祉会

H25.4.1

129
グループホーム
ひかり

八代市渡町1717番地 0965-62-8468
医療法人社団
明佑会

H25.4.1

130
グループホーム
清流

八代市昭和日進町152番3 0965-37-1088
株式会社
大渕産業

H25.4.1

131 グループホームグループホームほのか・八代 八代市本町4丁目2番28号 0965-30-0131
社会福祉法人
グリーンコープ

H25.9.1

132
グループホーム
清風

八代市沖町3873番地1 0965-32-3200
株式会社
大渕産業

H29.4.1

133
グループホーム
やすらぎの里

八代郡氷川町鹿島943 0965-53-2500
有限会社
やすらぎの里

H15.9.1

134
グループホーム
花音

八代郡氷川町宮原588-2 0965-62-2518
有限会社
沙蔵

H17.11.11

135
グループホーム
和鹿島

八代郡氷川町鹿野１３０１番地２ 0965-52-3500
株式会社
翔栄

H26.2.1

136
グループホーム
「むつみ荘」

葦北郡芦北町大字佐敷371番地
6

0966-82-2146
医療法人
新清会

H12.4.1

137 紫おん福祉の家
葦北郡芦北町大字鶴木山1288
番地5

0966-82-3988
有限会社
紫おん福祉の家

H12.4.1

138
グループホーム
「あしきた」

葦北郡芦北町大字芦北2015番
地6

0966-82-2370
医療法人
新清会

H15.4.1

139 認知症高齢者グループホーム　つわぶき
葦北郡芦北町大字湯浦1505番
地1

0966-86-0999
社会福祉法人
光輪会

H16.4.1

140
グループホーム
たのうらそう

葦北郡芦北町大字田浦町822番
地3

0966-67-3430
社会福祉法人
栄和福祉会

H17.4.1

141
グループホーム
慈愛

葦北郡芦北町大字天月1345番
地

0966-84-0115
社会福祉法人
慈友会

H22.4.1

142
グループホーム
千花

葦北郡芦北町芦北2592-1 0966-82-5608
医療法人
新清会

H25.4.1

143
グループホーム
ふれあいの家

水俣市月浦出月213-1 0966-62-3878
特定非営利活動法人
ＮＰＯみなまた

H18.4.1

144
グループホーム
ゆうゆう

水俣市塩浜町2-19 0966-63-7120
医療法人
すえひろ会

H18.4.1

145
グループホーム
キトさん家

水俣市丸島町1-11-6 0966-68-9881
特定非営利活動法人
ＮＰＯみなまた

H18.4.1

146
グループホーム
こうらく

水俣市浜町1-228 0966-84-9039
医療法人
すえひろ会

H23.2.1

147 ニチイケアセンター水俣　認知症対応型共同生活介護 水俣市長野町11-114　2階 0966-68-9162
株式会社
ニチイ学館

H23.12.15

148
グループホーム
聖心園

人吉市南町8-1 0966-22-7807
社会福祉法人
仁和会

H16.3.25
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149
ふれあいの家
御薬園

人吉市七地町495 0966-22-5711
医療法人社団
健成会

H17.6.1

150
グループホーム
えがお人吉

人吉市西間下町1028-4 0966-22-7810
有限会社
えがお

H22.4.1

151
グループホーム
はっぴーらいふ

人吉市下原田町字荒毛1516-1 0966-24-1808
有限会社
九州ライフサポート

H22.4.1

152
グループホーム
ローズヒル

人吉市矢黒町2033-3 0966-32-9511
医療法人
回生会

H23.4.1

153
グループホーム
すずらん

人吉市鬼木町1423-1 0966-24-3504
有限会社
介護生活研究所

H23.4.1

154 グループホーム　えがお 球磨郡あさぎり町免田西2195-1 0966-45-1500
有限会社
えがお

H18.3.27

155 JAくま福祉の里　グループホーム　木綿葉 球磨郡あさぎり町須恵覚井828 0966-431234
球磨地域農業協同
組合

H24.4.1

156 グループホームやすらぎの里にしき 球磨郡錦町西141 0966-38-3883
株式会社
いわしや窪田

H14.12.1

157 にしき園グループホーム 球磨郡錦町西70 0966-38-5070
社会福祉法人
洋香会

H18.3.1

158
グループホーム
若葉園

球磨郡多良木町多良木1537 0966-42-3918
株式会社
ケアサポート

H18.5.18

159
グループホーム
桜の里

球磨郡水上村岩野2658-1 0966-44-0771
社会福祉法人
御薬園

H20.6.1

160
グループホーム
おおやの

上天草市大矢野町上1520-8 0964-56-1630
有限会社
大矢野会

H17.4.1

161
グループホーム
ひかりの園 ビハーラ館

上天草市松島町今泉1004-1 0969-56-1900
社会福祉法人
姫戸ひかり会

H16.4.10

162
グループホーム
ひめど

上天草市姫戸町姫浦2544-6 0969-58-3610
社会福祉法人
姫戸福祉会

H17.9.1

163
グループホーム
さち

上天草市大矢野町上7314 0964-56-1186
特定非営利活動法人
憲友会

H17.11.2

164 グループホーム
龍ヶ岳 上天草市龍ケ岳町大道158 0969-63-0131
社会福祉法人
鶴亀会

H14.4.1

165
有限会社　真和会
ファミリー倶楽部

上天草市松島町合津1068-1 0969-28-3301
有限会社
真和会

H22.3.17

166
グループホーム
諏訪の森

上天草市姫戸町二間戸
276-5、276-6

0969-58-2088
有限会社
真和会

H23.3.26

167
グループホーム
椿

上天草市龍ヶ岳町高戸1237-15 0969-62-0705
有限会社
さかがわ

H28.7.1

168
グループホーム
くすのき

天草市楠浦町288-9 0969-27-5402
医療法人社団
福寿会

H15.5.9

169
グループホーム
ると

天草市下浦町2090-7 0969-22-1643
医療法人社団
開会

H12.4.1

170
グループホーム
菜の花

天草市本渡町本渡845-3 0969-22-1171
有限会社
いずみ

H15.4.1

171
グループホーム
和樂

天草市牛深町1641-4 0969-72-3232
医療法人社団
福本会

H16.4.1

172
グループホーム
遊鳥

天草市栖本町湯船原759 0969-66-3223
有限会社
さかがわ

H18.3.29

173
グループホーム
しんわ

天草市新和町小宮地763-2 0969-46-2544
社会福祉法人
緑新会

H14.12.1

174
グループホーム
はまかぜ

天草市倉岳町宮田270-1 0969-64-3833
ＮＰＯ法人
重宝会

H16.4.1

175
紫明寮
グループホーム

天草市五和町二江567-1 0969-33-0550
社会福祉法人
清志会

H17.3.1

176
グループホーム
優海

天草市御所浦町御所浦3916-6 0969-67-2550
有限会社
さかがわ

H18.12.4

177
グループホーム
あかね苑

天草市久玉町5716-9 0969-73-1288
医療法人社団
孔和会

H18.12.20

178
グループホーム
桜ん里

天草市河浦町白木河内116-1 0969-76-0506
医療法人社団
孔和会

H20.4.1

179
グループホーム
葉山苑 天領の杜

天草市本町下河内2231 0969-33-8888
社会福祉法人
啓世会

H20.4.1

180
グループホーム
明香里

天草市二浦町亀浦1066番地6 0969-72-8711
ＮＰＯ法人
健寿会

H22.4.1

181
グループホーム
さざなみ

天草市有明町赤崎1974 0969-53-2345
株式会社
鍬田電設

H22.4.1

182
ぐるーぷほーむ
やすらぎ

天草市五和町御領6447番地 0969-32-1055
社会福祉法人
光総会

H22.4.1

183
グループホーム
せんだんの実

天草市天草町下田北1254番地1 0969-42-3360
社会福祉法人
天草市社会福祉協

H22.4.1
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⑰地域包括支援センター(介護予防支援事業所）

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等

1
熊本市中央１地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
熊本中央

〒860-0004
熊本市中央区新町４丁目1-26

096-319-0222
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

H18.4.1

2
熊本市中央２地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
本荘

〒860-0811
熊本市中央区本荘4丁目1-3

096-221-3242
一般社団法人
熊本市医師会

H18.4.1

3
熊本市中央３地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
浄行寺

〒860-0852
熊本市中央区薬園町2-1

096-243-2233
社会福祉法人
リデルライトホーム

H18.4.1

4
熊本市中央４地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
白川

〒862-0976
熊本市中央区九品寺1丁目2-
23MCビル1階

096-211-6011
医療法人
起生会

H18.4.1

5
熊本市中央５地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
水前寺

〒861-0941
熊本市中央区出水１丁目4-7

096-362-0065 医療法人社団
藤榮会

H18.4.1

6
熊本市中央６地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
帯山

〒862-0926
熊本市中央区保田窪1丁目1-
33第2大田ビル1階

096-241-0230
一般財団法人
杏仁会

H18.4.1

7
熊本市東1地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
尾ノ上

〒862-0913
熊本市東区尾ノ上1丁目12-8ﾗ
ﾌｫｰﾚ19番館101

096-331-6355
医療法人
堀尾会

H18.4.1

8
熊本市東2地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
保田窪

〒862-0925
熊本市東区保田窪本町10-114
ｸﾞﾗﾝﾌｨｰﾈ保田窪IF

096-387-8201
医療法人社団
鶴友会

H18.4.1

9
熊本市東3地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
託麻

〒861-8041
熊本市東区戸島2丁目3-15

096-380-7078
医療法人
成仁会

H18.4.1

10
熊本市東4地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
江津湖

〒862-0908
熊本市東区新生2丁目2-10

096-214-6888
医療法人
清和会

H18.4.1

11
熊本市東5地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
桜木・秋津

〒861-2118
熊本市東区花立2丁目4-5花立
ヒルズ1F

096-360-5550
医療法人
桜十字

H24.4.1

12
熊本市西1地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
三和

〒860-0066
熊本市西区城山下代4丁目10-
16B号室

096-329-6743
社会福祉法人
真光会

H18.4.1

13
熊本市西2地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
井芹

〒860-8515
熊本市西区島崎２丁目11-13

096-311-5311
医療法人
金澤会

H18.4.1

14
熊本市西3地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
花陵

〒860-0047
熊本市西区春日6丁目19-2
マーブル春日IF

096-247-6030
特定非営利活動法人
保健福祉サポート

H18.4.1

15
熊本市西4地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
金峰

〒861-5343
熊本市西区河内町野出1948-1

096-277-2588
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

H18.4.1

16
熊本市西5地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
熊本西

〒861-5287
熊本市西区小島8丁目9-13城
南ハイツ102

096-329-2016
社会福祉法人
諒和会

H18.4.1

17
熊本市南１地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
富合

〒861-4147
熊本市南区富合町廻江599-4

096-358-5556
社会福祉法人
はるかぜ会

H19.4.1

18
熊本市南２地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
平成

〒860-0834
熊本市南区江越1丁目17-12号
ﾌﾛｰﾗﾙ江越

096-353-7277
社会福祉法人
健成会

H18.4.1

19
熊本市南３地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
熊本南

〒861-4106
熊本市南区南高江6丁目8-26

096-358-7222
医療法人
社団松下会

H18.4.1

20
熊本市南４地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
飽田

〒861-4121
熊本市南区会富町1120

096-227-1695
医療法人
むすびの森

H18.4.1

21
熊本市南５地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
天明

〒861-4126
熊本市南区銭塘町396-1

096-223-2660
社会福祉法人
愛誠会

H18.4.1

22
熊本市南６地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
火の君

〒861-4202
熊本市南区城南町宮地1050熊
本市城南福祉ｾﾝﾀｰ内1F

0964-28-1131
社会福祉法人
熊本市社会福祉協議会

H21.4.1
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№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等

23
熊本市北１地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
植木

〒861-0134
熊本市北区植木町舞尾620
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｳｴｯｷｰ1F

096-272-6914
医療法人
滄溟会

H22.2.1

24
熊本市北２地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
北部

〒861-5516
熊本市北区西梶尾町450-4　IF

096-275-6355
医療法人
室原会

H18.4.1

25
熊本市北３地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
清水・高平

〒860-0084
熊本市北区山室6丁目7-15

096-343-0170
医療法人社団
寿量会

H18.4.1

26
熊本市北４地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
新地

〒861-8075
熊本市北区清水新地2丁目19-
24

096-288-4800
社会福祉法人
愛光会

H18.4.1

27
熊本市北５地域包括支援センター
熊本市高齢者支援センターささえりあ
武蔵塚

〒861-8001
熊本市北区武蔵ヶ丘1丁目-9-
1 1F

096-339-8130
医療法人
田中会

H18.4.1

28 宇土市地域包括支援センター
〒869-0421
宇土市南段原町161-2

0964-24-1555
社会福祉法人
白日会

H18.7.1

29 宇城市地域包括支援センター
〒869-0552
宇城市不知火町高良2273-1

0964-25-2015
社会福祉法人
宇城市社会福祉協議会

H18.4.1

30 美里町地域包括支援センター
〒861-4722
下益城郡美里町永富1510
（美里町老人福祉センター内）

0964-47-7005
社会福祉法人
美里町社会福祉協議会

H18.4.1

31 荒尾市地域包括支援センター
〒864-8686
荒尾市宮内出目390（荒尾市役
所内）

0968-63-1177 荒尾市 H18.4.1

32 玉名市包括支援センター
〒865-0016
玉名市岩崎88-4
（玉名市福祉センター内）

0968-71-0285
社会福祉法人
玉名市社会福祉協議会

H18.4.1

33 玉東町地域包括支援センター
〒869-0303
玉名郡玉東町大字木葉372

0968-85-6242 玉東町 H18.4.1

34 和水町地域包括支援センター
〒865-0192
玉名郡和水町江田3886

0968-86-5724 和水町 H18.4.1

35 南関町地域包括支援センター
〒861-0811
玉名郡南関町大字小原1857
（南関町保健センター内）

0968-69-9760 南関町 H18.4.1

36 長洲町地域包括支援センター
〒869-0123
玉名郡長洲町大字長洲2766
（長洲町役場内）

0968-78-3114
社会福祉法人
長洲町社会福祉協議会

H18.4.1

37 山鹿市地域包括支援センター
〒861-0531
山鹿市中578
（山鹿健康福祉センター内）

0968-43-1077 山鹿市 H18.4.1

38 菊池市地域包括支援センター
〒861-1392
菊池市隈府888

0968-25-7216 菊池市 H18.4.1

39 合志市地域包括支援センター
〒861-1193
合志市御代志1661-1（合志市
役所内）

096-242-1124 合志市 H18.4.1

40 大津町地域包括支援センター
〒869-1292
菊池郡大津町大字大津1233

096-292-0770 大津町 H18.4.1

41 菊陽町地域包括支援センター
〒869-1192
菊池郡菊陽町大字久保田2800

096-232-2366 菊陽町 H18.4.1

42 阿蘇市地域包括支援センター
〒869-2301
阿蘇市内牧976-2

0967-32-5122
社会福祉法人
阿蘇市社会福祉協議会

H25.4.1

43 南小国町地域包括支援センター
〒869-2401
阿蘇郡南小国町大字赤馬場
144-1

0967-25-6877
社会福祉法人
南小国町社会福祉協議会

H18.4.1

44 小国町地域包括支援センター
〒869-2501
阿蘇郡小国町大字宮原1567-1

0967-46-2116 小国町 H18.4.1

45 産山村地域包括支援センター
〒869-2703
阿蘇郡産山村大字山鹿488-3
（健康福祉課内）

0967-25-2212 産山村 H18.4.1

-74-



№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等

46 高森町地域包括支援センター
〒869-1602
阿蘇郡高森町大字高森2168
（高森町役場内）

0967-62-1111 高森町 H18.4.1

47 南阿蘇村白水包括支援センター
〒869-1504
阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282

0967-62-9688
社会福祉法人
白久寿会

H29.3.28

48 南阿蘇村久木野包括支援センター
〒869-1412
阿蘇郡南阿蘇村大字久石2705

0967-67-0294
社会福祉法人
南阿蘇村社会福祉協議会

H29.3.28

49 南阿蘇村長陽包括支援センター
〒869-1404
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463

0967-67-2500
社会福祉法人
順和会

H29.3.28

50 にしはら地域包括支援センター
〒861-2402
阿蘇郡西原村大字小森3259

096-279-4111
社会福祉法人
西原村社会福祉協議会

H27.4.1

51 御船町地域包括支援センター
〒861-3296
上益城郡御船町大字御船995-
1

096-282-2911 御船町 H18.4.1

52 嘉島町地域包括支援センター
〒861-3106
上益城郡嘉島町上島551
（嘉島町福祉センター1F）

096-237-2981
社会福祉法人
嘉島町社会福祉協議会

H18.4.1

53
益城町東部圏域地域包括支援セン
ター（こころねっと　東部）

〒861-2241
上益城郡益城町宮園708-1

096-214-5566
社会福祉法人
益城町社会福祉協議会

H18.4.1

54
益城町西部圏域地域包括支援セン
ター（こころねっと　西部）

〒861-2233
上益城郡益城町惣領1440-10
ルミナスマンション1F

096-285-4822
社会福祉法人
慈光会

H28.4.1

55 甲佐町地域包括支援センター
〒861-4607
上益城郡甲佐町大字豊内619（甲
佐町総合保健福祉センター）

096-235-8711 甲佐町 H18.4.1

56 山都町地域包括支援センター
〒861-3592
上益城郡山都町浜町6

0967-72-1677 山都町 H18.4.1

57
八代市第1地域包括支援センターふ
るさと

〒869-4222
八代市鏡町両出880-1

0965-53-2601
社会福祉法人
至誠会

H19.4.1

58
八代市第2地域包括支援センターや
まびこ

〒866-0824
八代市上日置町2345

0965-30-8071
社会福祉法人
郷寿会

H19.4.1

59
八代市第3地域包括支援センターみ
らい

〒866-0891
八代市古閑浜町3401

0965-33-9880
医療法人
優林会

H19.4.1

60
八代市第4地域包括支援センターしお
かぜ

〒866-0022
八代市郡築一番町180-1

0965-37-3337
医療法人
カジオ会

H19.4.1

61
八代市第5地域包括支援センターくま
がわ

〒866-0081
八代市植柳上町683-1

0965-35-1111
社会福祉法人
権現福祉会

H19.4.1

62
八代市第6地域包括支援センターお
れんじ

〒869-5141
八代市日奈久塩南町146-7

0965-38-3373
社会福祉法人
敬愛会

H19.4.1

63 氷川町地域包括支援センター
〒869-4602
八代郡氷川町宮原702番地5
（宮原福祉センター）

0965-62-3456
社会福祉法人
氷川町社会福祉協議会

H18.4.1

64 水俣市地域包括支援センター
〒867-0005
水俣市牧ノ内3-1（水俣市総合もや
い直しセンターもやい館1F）

0966-62-3030
社会福祉法人
水俣市社会福祉協議会

H18.4.1

65 芦北町地域包括支援センター
〒869-5563
葦北郡芦北町大字湯浦1439-1(芦北町
もやい直しセンターきずなの里)

0966-86-2270
社会福祉法人
芦北町社会福祉協議会

H18.4.1

66 津奈木町地域包括支援センター
〒869-5604
葦北郡津奈木町大字小津奈木
2123

0966-78-5333
社会福祉法人
津奈木町社会福祉協議会

H27.4.1

67 人吉市地域包括支援センター
〒868-0072
人吉市西間下町118-1(人吉市
役所第1別館)

0966-22-2111 人吉市 H18.4.1

68 錦町地域包括支援センター
〒868-03020392
球磨郡錦町一武1587

0966-38-1111 錦町 H18.4.1
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№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等

69 あさぎり町地域包括支援センター
〒868-0408
球磨郡あさぎり町免田東1199

0966-45-7231 あさぎり町 H18.4.1

70 上球磨地域包括支援センター
〒868-0501
球磨郡多良木町大字多良木
4210

0966-42-6006
球磨郡公立
多良木病院企業団

H18.4.1

71 相良村地域包括支援センター
〒868-0094
球磨郡相良村大字深水2500-1

0966-35-1144
社会福祉法人
相良村社会福祉協議会

H21.4.1

72 五木村地域包括支援センター
〒868-0201
球磨郡五木村甲2672-7

0966-37-2214 五木村 H18.4.1

73 山江村地域包括支援センター
〒868-8502
球磨郡山江村大字山田甲
1356-1

0966-23-2232 山江村 H18.4.1

74 球磨村地域包括支援センター
〒869-6401
球磨郡球磨村大字渡丙1730
（球磨村役場）

0966-32-1112 球磨村 H18.4.1

75
天草東地域包括支援センターあじさ
い

〒861-6303
天草市栖本町馬場3682-1

0969-66-2266
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H21.4.1

76
天草牛深地域包括支援センターすい
せん

〒863-1901
天草市牛深町2286-103

0969-72-1133
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H21.4.1

77
天草西地域包括支援センターさざん
か

〒863-1215
天草市河浦町白木河内223-12

0969-76-1611
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H21.4.1

78
天草南地域包括支援センターうぐい
す

〒863-0046
天草市亀場町食場854-1

0969-24-4115
一般社団法人
天草郡市医師会

H21.4.1

79 天草北地域包括支援センターきずな
〒863-2201
天草市五和町御領9133

0969-32-2115
医療法人
一陽会

H21.4.1

80
天草中央地域包括支援センターなで
しこ

〒863-0013
天草市今釜新町3661

0969-66-9300
医療法人社団
永寿会

H21.4.1

81 上天草市地域包括支援センター
〒861-6192
上天草市松島町合津7915-1

0969-28-3378 上天草市 H18.4.1

82 苓北町地域包括支援センター
〒863-2503
天草郡苓北町志岐660

0969-35-1289 苓北町 H18.4.1
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⑱養護老人ホーム

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 明生園 熊本市西区花園７－１９－１ 096-325-1350 熊本市社会福祉事業団 120 S21.2.1

2 慈愛園老人ホーム
熊本市中央区神水１－１４－
１

096-383-2648
社会福祉法人
慈愛園

70 S21.11.10

3 聖母の丘 熊本市西区島崎６－１－２７ 096-355-3017
社会福祉法人
聖母会

50 S21.11.10

4 ライトホーム
熊本市中央区黒髪５－２３－
１

096-343-0489
社会福祉法人
リデルライトホーム

50 S26.5.30

5 雁回敬老園
熊本市南区富合町木原２３１
６

096-357-4100 熊本市社会福祉事業団 50 S34.12.1

6 明飽苑
熊本市西区城山薬師２－１０
－１０

096-319-4777 熊本市社会福祉事業団 50 S45.4.1

7 熊本めぐみの園 熊本市東区小山町１７８１ 096-380-2321
社会福祉法人
日生会

50 S47.2.10

8 愉和荘
熊本市北区植木町大字米塚
１０１

096-274-6049 熊本市社会福祉協議会 50 S32.7.1

9 芝光苑 宇土市南段原町１６１－１ 0964-22-2111 宇土市社会福祉事業団 50 S48.6.9

10 松寿園 宇城市不知火町永尾７１７ 0964-42-2016
社会福祉法人
黎明福祉会

50 S28.3.1

11 緑風園 荒尾市増永２４５２－１８ 0968-62-0643 荒尾市社会福祉事業団 50 S27.2.1

12 静光園 玉名市伊倉北方２２５０ 0968-72-2395 玉名市 50 S31.5.1

13 延寿荘
玉名郡南関町上長田６１６－
１

0968-53-0409 南関町 50 S34.6.1

14 清楽園 山鹿市菊鹿町松尾５０４－１ 0968-48-2124
社会福祉法人
山鹿むつみ福祉会

50 S35.11.30

15 寿楽荘 山鹿市鹿本町来民９７８－１ 0968-46-2046
社会福祉法人
山鹿むつみ福祉会

50 S27.11.1

16 ふじのわ荘 菊池市亘９１ 0968-25-2500
社会福祉法人
菊愛会

50 S23.4.1

17 こすもす荘
菊池市泗水町大字吉富２９０
０

0968-38-2902
社会福祉法人
菊愛会

50 S40.5.15

18 光進園 菊池郡大津町室１７０７ 096-293-2311
社会福祉法人
光進会

50 S35.4.1

19 上寿園 阿蘇市小池５－１ 0967-32-0146 阿蘇市 50 S31.3.5

20 悠和の里 阿蘇郡小国町宮原２７５８ 0967-46-3015
社会福祉法人
小国町社会福祉協議会

50 S29.12.24

21 湯の里荘 阿蘇郡南阿蘇村河陽６１７ 0967-67-0181 阿蘇広域行政事務組合 50 S48.7.1

22 オアシス 上益城郡御船町木倉４７８０ 096-282-0459
社会福祉法人
伸生紀

50 H24.10.1

23 花へんろ 上益城郡益城町赤井１８００ 096-286-2075
社会福祉法人
ましき苑

50 S33.5.1

24 緑川荘 上益城郡甲佐町緑町５０ 096-234-0109
社会福祉法人
五色会

50 S37.2.1

25 浜美荘
上益城郡山都町上寺２１７８
－５

0967-72-1553 山都町 50 S28.2.1

26 保寿寮 八代市日奈久平成町１－１ 0965-38-0732 八代市社会福祉事業団 50 S23.6.1

27 すずらんの杜 八代市葭弁田町４２８ 0965-39-7611
社会福祉法人
天龍会

50 S29.8.1

28 恵愛園 水俣市月浦２６９－４ 0966-63-2532 水俣市社会福祉事業団 50 S24.10.29
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№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

29 有隣
芦北郡芦北町芦北２８５５－
１

0966-82-2249
社会福祉法人
慈友会

50 S36.4.1

30 延寿荘
人吉市蟹作町西中通２１１－
１

0966-22-3417 人吉市社会福祉事業団 50 S24.1.17

31 聖心老人ホーム 人吉市寺町９－５ 0966-23-3320
社会福祉法人
仁和会

50 S28.6.1

32 翠光園老人ホーム
球磨郡あさぎり町深田東４１
０

0966-45-0274
社会福祉法人
翠光園

50 S35.12.24

33 和光園 上天草市松島町教良木３１００ 0969-26-1111
社会福祉法人
一陽会

50 S34.5.1

34 松風園 天草市本渡町広瀬１６３８ 0969-22-2593
社会福祉法人
北斗会

70 S26.6.1

35 明照園 天草市久玉町１２７３－１ 0969-73-3245
社会福祉法人
明照園

50 S35.6.29

36 梅寿荘 天草市栖本町湯船原６６１ 0969-66-2132
社会福祉法人
上天草会

50 S50.4.15

37 寿康園 天草郡苓北町上津深江１６０ 0969-35-0018
社会福祉法人
慈永会

50 S33.4.28

⑲軽費老人ホーム

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 暁荘
熊本市東区戸島西２－４－５
０

096-369-5788
社会福祉法人
白川園

50 S48.9.1

2 富貴苑
熊本市南区御幸笛田６－６
－７０

096-378-1666
社会福祉法人
健成会

50 S60.6.20

3 芝光苑 宇土市南段原町１６１－１ 0964-22-2111 宇土市社会福祉事業団 20 S48.6.9

4 小岱荘 荒尾市増永２４５２－２０ 0968-64-2038 荒尾市社会福祉事業団 50 S58.4.1

5 愛隣荘 山鹿市津留２００６ 0968-43-2772
社会福祉法人
愛隣園

50 S59.4.1

6 すずらん苑 八代市本野町２０７６ 0965-33-3813
社会福祉法人
天龍会

50 H1.4.1
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⑳ケアハウス

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 慈愛園ケアハウス
熊本市中央区神水１－１４－
１

096-387-2941 社会福祉法人 慈愛園 40 H3.6.1

2 三和荘
熊本市西区城山大塘４－１
－１５

096-329-6766 社会福祉法人 真光会 30 H6.4.1

3 サンライフ長嶺
熊本市東区長嶺東３－３－６
６

096-380-6166 社会福祉法人 白富会 50 H6.4.1

4 アメニティ富合
熊本市南区富合町古閑９９４
－１

096-358-4117 社会福祉法人 はるかぜ会 30 H7.4.1

5 ピオニーガーデン
熊本市南区御幸笛田６－８
－２

096-370-3737 社会福祉法人 健成会 50 H8.6.20

6 こぼり苑 熊本市南区護藤町１５８６ 096-358-5688 社会福祉法人 上ノ郷福祉会 15 H10.2.9

7
ケアハウス
花水木

熊本市中央区出水７－９０－
１

096-370-6500 社会福祉法人 ゆりえ会 30 H10.10.26

8 ハーモニー
熊本市東区秋津町秋田１７１
－３

096-360-5084 社会福祉法人 はちす福祉会 30 H10.12.18

9 朊岳園ケアハウス 熊本市東区石原２－４－１０ 096-213-3725 社会福祉法人 朊岳園 50 H11.10.1

10
ケアハウス
まほろば

熊本市東区尾ノ上３－３－１ 096-213-1055 社会福祉法人 仁風会 50 H11.10.1

11 秀照庵
熊本市北区龍田陳内１－３
－６５

096-337-0365 社会福祉法人 慈雄会 50 H12.6.1

12 ケアハウスゆいの家
熊本市東区尾ノ上４－１１－
７０

096-368-7722 社会福祉法人 照敬会 50 H12.10.1

13
ケアハウス
あいこう

熊本市北区清水新地３－５
－３３

096-348-0662 社会福祉法人 愛光会 30 H12.11.1

14 宝光庵
熊本市南区奥古閑町４３７５
－９

096-223-2266 社会福祉法人 寿量会 22 H13.10.1

15
ケアハウス
下通り

熊本市中央区下通２－１－４ 096-319-3030 社会福祉法人 水光会 20 H14.11.1

16 わらべ苑
熊本市東区新南部２－１－３
５

096-384-0017 社会福祉法人 敬人会 50 H15.11.20

17 シービュー豊洋
宇城市三角町里浦２８５５－
１

0964-54-1500 社会福祉法人 黎明福祉会 30 H7.12.20

18 蕉夢苑ケアハウス 宇城市不知火町長崎７４０ 0964-32-5528 社会福祉法人 宇医会 30 H7.2.1

19 ユーユー 荒尾市下井手１１９９－１２ 0968-66-1855 社会福祉法人 博愛福祉会 50 H12.8.1

20
ケアハウス
菊香園

合志市御代志７１８－１ 096-242-5151 社会福祉法人 山紫会 30 H6.12.1

21 茶寿苑 阿蘇市内牧１０７９－１２ 0967-32-3955 社会福祉法人 蘇峯会 50 H15.4.6

22
ケアハウス
桜の丘

上益城郡甲佐町大字西寒野
１１６０－１

096-235-3500 社会福祉法人 綾友会 30 H12.12.16

23 光露館
上益城郡山都町北中島２７１
０－３

0967-75-0444 社会福祉法人 蘇南会 30 H9.4.1

24 偕老苑 八代市大福寺町２３９３－１ 0965-35-4477 社会福祉法人 権現福祉会 100 H10.8.1

25 りんご園 八代市高島町４１８０ 0965-32-0118 社会福祉法人 松高福祉会 40 H15.7.1

26 キャッスル八代 八代市本町３－３－４１ 0965-32-1188 社会福祉法人 八代愛育会 40 H15.10.1

27 リブ・ラン扇 水俣市栄町２－１－１ 0966-62-3636 社会福祉法人 年輪福祉会 50 H8.4.1

28
ケアハウス
あいせい

人吉市下城本町１５１９－２ 0966-22-1112 社会福祉法人 寿栄会 50 H8.4.1

29 聖和園 天草市下浦町２０９０－２ 0969-24-4141 社会福祉法人 聖和会 50 H4.4.15

30 かんな 天草市五和町御領８９８１ 0969-32-2114 社会福祉法人 一陽会 50 H10.11.1

-79-



㉑老人福祉センター

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 開設年月日

1 熊本市東（Ｂ）老人福祉センター
熊本市東区健軍本町３１－２
０

096-367-9331
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

S46.4.1

2 熊本市西（Ｂ）老人福祉センター
熊本市西区小島３丁目３－２
６

096-329-2347
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

S49.7.10

3 熊本市南（Ｂ）老人福祉センター
熊本市南区川尻４丁目８－１
３

096-358-1668
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

S49.6.27

4 熊本市北（Ｂ）老人福祉センター
熊本市北区八景水谷１丁目
２－６

096-343-8074
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

S48.10.22

5 熊本市川上（Ｂ）老人福祉センター
熊本市北区梶尾町１２７９－
１

096-245-0150
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

H3.2.1

6 熊本市天明（Ｂ）老人福祉センター 熊本市南区銭塘町２１７２ 096-223-2498
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

H3.9.8

7
熊本市河内町（Ａ）老人福祉セン
ター

熊本市西区河内町船津２７０
８

096-276-1428
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

S51.1.21

8 熊本市西里（Ａ）老人福祉センター 熊本市北区徳王町８７０ 096-352-2131
社会福祉法人
熊本市社会福祉事業団

H7.10.1

9 ウェルネススクエアー和楽（Ａ）
熊本市南区御幸笛田町西宮
前１２０２

096-370-2244
社会福祉法人
健成会

H15.7.5

10 熊本市ふれあい文化センター（Ａ）
熊本市中央区本荘４丁目６
－６

096-366-7310 熊本市 S63.4.1

11 熊本市城南老人福祉センター（A） 熊本市南区城南町宮地９７６ 0964-28-3820
株式会社
オカムラ

H22.3.23

12 熊本市富合老人福祉センター（Ｂ）
熊本市南区富合町木原２３１
９

096-358-1592
富合老人福祉セン
ター管理運営共同企
業体

H25.10.6

13 宇土市（Ａ）老人福祉センター 宇土市新小路町１３８－２ 0964-22-1008
九州綜合サービス株
式会社

S42.4.1

14 宇土市西部（Ａ）老人福祉センター 宇土市下網田町１９３１ 0964-27-1688
九州綜合サービス株
式会社

S56.4.1

15 宇城市三角（Ａ）老人福祉センター 宇城市三角町中村３８１－２ 0964-53-0234
社会福祉法人
宇城市社会福祉協議会

S51.7.15

16
宇城市不知火(特Ａ)老人福祉セン
ター

宇城市不知火町高良２２７３
－１

0964-32-1316
社会福祉法人
宇城市社会福祉協議会

S57.5.1

17
宇城市松橋（特Ａ）老人福祉セン
ター

宇城市松橋町豊福１７８６ 0964-32-1055
社会福祉法人
宇城市社会福祉協議会

S63.4.1

18 宇城市小川（Ａ）総合福祉センター 宇城市小川町江頭３３ 0964-43-4797
社会福祉法人
宇城市社会福祉協議会

H3.3.25

19 美里町（特Ａ）老人福祉センター 下益城郡美里町永富１５１０ 0964-47-0065
社会福祉法人
美里町社会福祉協議会

H4.3.23

20 玉名市（Ａ）福祉センター 玉名市岩崎８８－４
0968-73-5802
0968-73-9050

社会福祉法人
玉名市社会福祉協議会

H11.9.25

21 和水町（Ｂ）老人福祉センター 玉名郡和水町藤田３５２ 0968-86-4506 和水町 S59.8.20

22 山鹿市（特Ａ）老人福祉センター 山鹿市山鹿１３２８－１ 0968-43-1104 山鹿市 S59.3.1
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23 山鹿市鹿北（B）老人福祉センター
山鹿市鹿北町岩野５４９０－
１

0968-32-2696 山鹿市 H元.4.1

24
山鹿市鹿本(Ｂ)高齢者コミュニティ
センター親和荘

山鹿市鹿本町来民９６２－２ 0968-46-2206 山鹿市 S56.3.10

25 菊池市菊池（Ａ）老人福祉センター 菊池市隈府４３２－１ 0968-25-2204
社会福祉法人
菊池市社会福祉協議会

S47.6.1

26
菊池市七城（特Ａ）老人福祉セン
ター

菊池市七城町流川３９４－１ 0968-25-5010
社会福祉法人
菊池市社会福祉協議会

H5.3.15

27 合志市（Ａ）福祉ｾﾝﾀｰみどり館 合志市栄２３７１ 096-248-0400
社会福祉法人
合志市社会福祉協議会

H14.4.1

28 大津町（特Ａ）老人福祉センター 菊池郡大津町室１５１－１ 096-293-2027
社会福祉法人
大津町社会福祉協議会

H3.3.9

29 菊陽町（特Ａ）老人福祉センター 菊池郡菊陽町久保田２６２３ 096-232-3593
社会福祉法人
菊陽町社会福祉協議会

S62.4.1

30 山都町柏（Ａ）老人福祉センター 上益城郡山都町柏９６７ 0967-85-0001 山都町 S60.4.1

31 山都町菅尾（Ｂ）老人福祉センター
上益城郡山都町菅尾１４７－
１

0967-83-1023 山都町 S61.4.1

32 八代市鏡（Ａ）地域福祉センター 八代市鏡町鏡村７２０ 0965-52-0677
社会福祉法人
八代市社会福祉協議会

H4.3.27

33 水俣市（Ａ）高齢者福祉センター 水俣市白浜町１－７ 0966-63-0112
水俣市老人クラブ連
合会

S49.4.16

34 人吉市（Ａ）老人福祉センター 人吉市温泉町２４５６－１ 0966-24-4967
人吉市老人クラブ連
合会

S45.4.1

35
上天草市大矢野（特Ａ）老人福祉
センター

上天草市大矢野町中１１５８
２－１

0964-56-3439
社会福祉法人
上天草市社会福祉協議会

S59.4.1

36
上天草市姫戸（Ａ）老人福祉セン
ター

上天草市姫戸町姫浦３０５５
－１５

0969-58-2556
社会福祉法人
上天草市社会福祉協議会

S61.4.1

37
上天草市大道（Ａ）老人福祉セン
ター

上天草市龍ヶ岳町大道３６６
９－１

0969-63-0938
社会福祉法人
上天草市社会福祉協議会

S57.4.1

38
上天草市樋島（Ａ）老人福祉セン
ター

上天草市龍ヶ岳町樋島２－１
１

0969-62-1702
社会福祉法人
上天草市社会福祉協議会

S63.4.1

39 天草市本渡（Ａ）老人福祉センター 天草市船之尾町１１－５ 0969-23-2782
社団法人
天草市シルバー人材センター S47.4.1

40 天草市牛深（Ａ）老人福祉センター 天草市牛深町１５２２－４ 0969-72-5776
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

S50.4.1

41
天草市有明（特Ａ）老人福祉セン
ター

天草市有明町赤崎２０１０－
９

0969-53-0110
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H6.4.1

42
天草市倉岳（特Ａ）老人福祉セン
ター

天草市倉岳町棚底１９９７－
１

0969-64-3895
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H2.4.1

43
天草市河浦（特Ａ）老人福祉セン
ター

天草市河浦町白木河内２２３
－１２

0969-76-1401
社会福祉法人
天草市社会福祉協議会

H5.3.1

44 苓北町（特Ａ）老人福祉センター
天草郡苓北町富岡２２２８－
１

0969-35-1280 苓北町農業協同組合 H5.1.18
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㉒生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター）

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 美里町中央生活支援ハウス 下益城郡美里町佐俣３３８ 0964-46-4005 美里町社会福祉協議会 7 H12.4.1

2 美里町砥用生活支援ハウス
下益城郡美里町二和田１２５
１番地１

0964-47-2101 社会福祉法人千寿会 12 H13.3.9

3 玉名市天水生活支援ハウス 玉名市天水町部田見４４２ 0968-82-3332 社会福祉法人天恵会 10 H15.4.1

4 生活支援ハウス　清楽苑 上益城郡山都町大平９１ 0967-82-3345 山都町社会福祉協議会 18 H8.4.1

5
八代市泉地域福祉センター
さわやか荘

八代市泉町下岳２９７４ 0965-67-3304 八代市社会福祉協議会 11 H6.3.22

6
芦北町高齢者生活福祉センター
八幡荘

葦北郡芦北町田浦６６４ 0966-87-0294 芦北町社会福祉協議会 7 H6.3.22

7
高齢者生活支援ハウス　みどりの
里

葦北郡芦北町芦北２３２４－
１

0966-61-3178 社会福祉法人志友会 12 H15.4.1

8
湯前町高齢者生活福祉センター
湯愛

球磨郡湯前町１６９３－３７ 0966-43-4116 湯前町社会福祉協議会 10 H6.3.22

9
水上村高齢者生活福祉センター
桜寿苑

球磨郡水上村湯山１４８８ 0966-46-0901 水上村社会福祉協議会 7 H3.6.28

10 五木村保健福祉総合センター 球磨郡五木村甲２６７２－４１ 0966-37-2044 五木村社会福祉協議会 7 H14.4.1

11
球磨村高齢者生活福祉センター
せせらぎ

球磨郡球磨村一勝地乙１－
５

0966-32-0022 球磨村社会福祉協議会 10 H11.6.1

12 あさぎり町生活支援ハウス
球磨郡あさぎり町岡原北９２
９

0966-49-9151 あさぎり町社会福祉協議会 10 H15.4.1

13 新和町高齢者生活福祉センター
天草市新和町小宮地７６３－
１３

0969-46-3796 天草市社会福祉協議会 7 H4.5.11

14 天草市河浦生活支援ハウス
天草市河浦町白木河内２４２
－３

0969-76-1401 天草市社会福祉協議会 9 H15.4.1
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㉓有料老人ホーム

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 開設
年月日

1 有料老人ホームケアライフ春日
熊本市西区春日７丁目１６番
１２号

096-325-1165
有限会社
ベストライフ

49 H22.7.1

2 ホームホスピスあん堵
熊本市西区池上町１１３９番
地４

096-288-2828
有限会社
花もめん

7 H21.9.26

3 有料老人ホーム　ひかり 熊本市西区池上町７７４番地 096-322-8686
株式会社
ＳＥＥＤ

42 H27.7.1

4
住宅型有料老人ホーム　ケアホー
ム暖家～花梨館

熊本市西区二本木2丁目6-6 096-321-6965
株式会社
祐心

15 H28.10.1

5 ケアホーム蓮台寺
熊本市西区蓮台寺３丁目４
番５号

096-324-2600
株式会社
スローライフ芳寿会

66 H27.3.25

6 幸ハウス野中
熊本市西区野中３丁目３番２
０号

096-322-2850
株式会社
山下

16 H29.2.1

7
生活リハビリ村
有料老人ホーム

熊本市西区上代１丁目１９番
１０号

096-319-8030
有限会社
リハビリ介護研究所

24 H25.6.1

8 有料老人ホーム　そよ風
熊本市西区池亀町１７番１０
号

096-354-9666
株式会社
そよ風

3 H23.11.11

9
有料老人ホーム高齢者住宅ひか
り花園館

熊本市西区花園５丁目１１番
１６号中川アパート１階

096-311-2260
株式会社
ひかり企画

14 H23.10.31

10 偕らく苑※休止中
熊本市西区池田１丁目１番４
４号

096-355-3951
特定非営利活動法人
国際福祉支援協会

10 H21.3.27

11 住宅型有料老人ホーム　海盛
熊本市西区中原町１１３５番
地１

096-212-2888
株式会社
ＣＡＮ

12 H26.7.1

12
インターケア・シニアレジデンス上
松尾

熊本市西区松尾1丁目7-32 096-212-2515
株式会社
インターケア

22 H22.6.15

13 木彩（きいろ）
熊本市西区松尾２丁目２２番
３４号

096-311-4444
株式会社
庭一

17 H26.3.16

14 縁　小島
熊本市西区小島９丁目１番４
０号

096-247-6014
合同会社
living　space

20 H24.3.28

15 エイジングヴィレッジモダンガール
熊本市西区河内町野出４４
番地１

096-277-2117
有限会社
ふくし村

20 H25.9.1

16 しらはま
熊本市西区河内町白浜イ２２
４２番地

096-276-1015
NPO法人
ささえ愛ひかりの家

3 H21.10.23

17 たんぽぽ
熊本市西区河内町白浜イ２２
３８番地

096-276-3387
NPO法人
ささえ愛ひかりの家

6 H24.10.29

18 有料老人ホーム　城山の舎　５
熊本市西区城山大藤塘1丁
目22-11

096-329-2882
医療法人社団
城山会

8 H29.3.1

19
住宅型有料老人ホームマノリアル
本荘

熊本市中央区本荘５丁目１０
番２３号

096-288-3331
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉

60 H23.11.26

20 ケアホーム　そら
熊本市中央区弥生町１番５３
号

096-288-3113
株式会社
九州介護サービス

36 H22.12.1

21 有料老人ホームつばき園
熊本市中央区本山３丁目５
番１５号

096-288-5122
株式会社
住心

68 H22.9.1

22 有料老人ホーム　江南の杜
熊本市中央区本山１丁目５
番２０号

096-319-2888
医療法人
村田会

30 H23.8.26

23 清祥庵
熊本市中央区萩原町９番５２
号

096-334-8333
医療法人
日隈会

71 H20.3.19

24 シルバーハウス爽苑２番館
熊本市中央区萩原町９番１０
号

096-370-6022
有限会社
ヘルメス企画

22 H23.1.11

25 グランガーデン熊本
熊本市中央区城東町４番７
号

096-359-1893
株式会社
キューデン・グッドライフ熊本 226 H16.12.10

26 エミタスガーデン薬園町
熊本市中央区薬園町３番３３
号

096-343-3226
医療法人社団
きはら

19 H26.4.20

27 くろかみの家
熊本市中央区黒髪５丁目３３
番１８号

096-343-0489
社会福祉法人
リデルライトホーム

8 H22.4.1

28 赤とんぼ　黒髪
熊本市中央区黒髪６丁目２９
番３７号

096-346-3939
医療法人社団
仁誠会

20 H22.12.1

29
黒髪しょうぶ苑介護付有料老人
ホーム

熊本市中央区黒髪５丁目４
番３０号

096-346-6888
有限会社
九州松栄産業

50 H22.10.1

30 幸の家
熊本市中央区帯山７丁目９
番６９号

096-385-1002
合同会社
ウォームケア帯山

18 H25.4.1

31 ケアホーム　おびやま
熊本市中央区帯山４丁目６
番３１号

096-382-6120
医療法人
祐基会

11 H25.4.1

32 ケアビレッジ　帯山
熊本市中央区帯山５丁目１０
番２９号

096-282-8666
株式会社
九州介護サービス

29 H25.7.1

33
住宅型有料老人ホームウォーム
ケアおびやま

熊本市中央区帯山７丁目７７
６―５

096-385-1006
合同会社
ウォームケア帯山

20 H27.8.1
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34 水前寺有料老人ホーム
熊本市中央区国府１丁目３
番１５号（３階部分）

096-364-1238
医療法人
室原会

12 H21.3.23

35 笑顔ホーム　水前寺
熊本市中央区水前寺６丁目
３１番２７号

096-385-6211
株式会社
ウェルケア九州

20 H24.2.1

36 住宅型有料老人ホーム　おはな
熊本市中央区白山２丁目１１
番１６号

096-363-1087
医療法人
前田会

20 H23.5.6

37
小規模住宅型有料老人ホーム
京

熊本市中央区大江2丁目14
番15号

096-234-6432
株式会社
愛仁福祉会

8 H27.9.25

38 ケアホーム創幸
熊本市中央区九品寺３丁目１７
番２４号九品寺Ｍ・Ⅱビル２階

096-375-5008
特定非営利活動法人
創幸

9 H20.11.1

39
介護付有料老人ホーム
ヴィラ・九品寺

熊本市中央区九品寺３丁目
９番３号

096-375-3080
社会福祉法人
明芳会

30 H25.5.11

40 有料老人ホーム　椿の里
熊本市東区桜木４丁目９番２
０号

096-234-6010
株式会社
住心

42 H25.2.18

41
シニアマンション
ユートピア熊本

熊本市東区秋津１丁目１番８
号

096-368-5447
有限会社
ふきの企興

40 S63.8.25

42 ルームス・上南部
熊本市東区上南部２丁目１２
番６７号

096-292-7533
株式会社
ｄｏｏｒｓ

14 H24.4.1

43
介護付有料老人ホーム
きずな

熊本市東区新南部５丁目２
番１号

096-384-0030
社会福祉法人
敬人会

41 H20.1.15

44 特定施設　きらら
熊本市東区新南部３丁目７
番７６－２号

096-384-0500
社会福祉法人
敬人会

14 H24.4.1

45 有料老人ホーム　ラウレアハレ
熊本市東区八反田3丁目23
番13号

096-285-4811
シルバーユニックス株
式会社

40 H27.8.1

46 住宅型有料老人ホーム御領庵
熊本市東区御領１丁目３番４
６号

096-380-1166
有限会社
シルバーライフサー

16 H24.4.1

47 ケアホーム花梨
熊本市東区長嶺西２丁目９
番２１号

096-388-5014
医療法人社団
永誠会

28 H24.1.15

48 ケアホーム花梨　東館
熊本市東区長嶺西２丁目１５
番１２４号

096-285-5559
医療法人社団
永誠会

29 H26.8.1

49
住宅型有料老人ホーム　ひまわり
園

熊本市東区長嶺東3丁目3-
66番地

096-389-7506
社会福祉法人
白富会

15 H28.6.16

50 有料老人ホーム赤とんぼ長嶺
熊本市東区長嶺南6丁目25-
97

096-368-8800
医療法人社団
仁誠会

31 H28.4.25

51 有料老人ホーム白樺
熊本市東区戸島６丁目１８番
５０－１号

096-388-2222
有限会社
熊本高齢者ケアサービス協会 10 H26.5.1

52 ケアホーム沙羅
熊本市東区戸島６丁目１６番
４８号

096-388-2020
合同会社
沙羅

28 H24.11.1

53 エンゼルの家
熊本市東区戸島本町５番１０
８号

096-380-8172
有限会社
エンゼル介護センター

13 H20.4.1

54 笑顔ホーム健軍
熊本市東区健軍３丁目２４番
８号

096-365-6211
株式会社
ウェルケア九州

31 H27.4.10

55 つきのと
熊本市東区錦ヶ丘１０番１５
号

096-214-2943
合同会社
みるか

18 H23.11.1

56 有料老人ホーム　東宮
熊本市東区尾ノ上３丁目１番
３４号

096-381-5151
医療法人社団
仁風会

34 H25.8.12

57
有料老人ホーム
「竹南」

熊本市東区山ノ内２丁目１番
１３号

096-360-3511
特定非営利活動法人
あやの里

17 H16.4.1

58 ふくし大夢
熊本市東区山ノ神１丁目４番
１３号

096-360-6234
株式会社
ふくし大夢

10 H16.7.15

59 はっぴぃはうす
熊本市東区三郎１丁目１１番
１１号

096-213-7787
株式会社
ケアベース

18 H26.11.1

60
住宅型有料老人ホーム
ケアホーム三郎一丁目

熊本市東区三郎１丁目１０番
１８号

096-383-3610
株式会社
真和福祉会

69 H28.3.25

61
有料老人ホーム　ひなたの家保田
窪事業所

熊本市東区保田窪本町２１
番３２号

096-340-8766
株式会社
ひなた

29 H21.1.28

62 ケアホーム保田窪
熊本市東区保田窪３丁目２３
番１５号

096-285-1061
株式会社
真和福祉会

24 H25.3.25

63 湧水の郷
熊本市東区江津３丁目７番２
９号

096-377-5561
株式会社
こころ

28 H24.12.1

64
江津しょうぶ苑介護付有料老人
ホーム

熊本市東区画図町所島１０３
９番地

096-370-3939
有限会社
九州松栄産業

62 H23.9.1

65
住宅型有料老人ホーム
シルバーハウス爽苑

熊本市東区画図町重富２０４
番地

096-370-0922
有限会社
ヘルメス企画

14 H18.8.1

66 特定施設入居者生活介護 すずめ
熊本市東区画図東１丁目８
番４８号

096-334-5322
有限会社
テイクケア・エフ

23 H15.11.13

67 住宅型有料老人ホーム　大瑠璃
熊本市東区画図東１丁目１１
番１５号

096-288-6308
有限会社
千広

35 H28.3.22

-84-



№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 開設
年月日

68
住宅型有料老人ホーム　くるみの
家

熊本市東区渡鹿８丁目１番６
９号

096-363-3391
くるみ福祉会株式会
社

52 H26.3.17

69
有料老人ホーム　ヒルズトップ城
南

熊本市南区城南町さんさん1
丁目6-2

0964-27-6336
合同会社
SACULLA

22 H28.11.1

70 むつみ・近見
熊本市南区近見８丁目１３番
８８号

096-312-3010
株式会社
ｄｏｏｒｓ

28 H24.4.1

71
介護付き有料老人ホーム　川尻ヒ
ルズ

熊本市南区南高江７丁目３
番

096-288-2806
社会福祉法人
竹崎記念福祉会

60 H25.8.1

72 ケアサポートメロン３R
熊本市南区日吉２丁目３番８
１号

096-245-7548
株式会社
シンパクト

14 H24.6.1

73 住宅型有料老人ホームみやび苑
熊本市南区八幡８丁目４番２
０号

096-288-0954
有限会社
トータルライフケア

22 H23.6.8

74 ローズヴィラマツモト
熊本市南区野田２丁目３１番
６号

096-358-2222
有限会社
シニアマツモト

31 H2.5.1

75 介護付き有料老人ホーム　小春
熊本市南区島町2丁目18番
36号

096-357-4636
合同会社
ハートキャリア

26 H28.7.1

76 住宅型有料老人ホーム　ななみ
熊本市南区富合町杉島１１２
７番地

096-358-0377
株式会社
ひまわり

23 H27.2.1

77 介護付有料老人ホーム　のどか園
熊本市南区富合町榎津４９２
番地１

096-358-8989
株式会社
レバレンス

60 H23.3.28

78 彩（地域密着特定）
熊本市南区富合町廻江５９９
番地１

096-243-1013
社会福祉法人
はるかぜ会

10 H20.6.20

79 ルームス・富合
熊本市南区富合町新４２７番
地２

096-358-5333
株式会社
ｄｏｏｒｓ

30 H24.4.1

80 山みずき
熊本市南区富合町木原１４６
０番地１

096-320-5255
有限会社
ケアサポート雁回

12 H18.8.1

81 ケアホームあゆみ
熊本市南区富合町南田尻４
７１番地

096-320-3163
有限会社
トータルライフケア

9 H17.12.1

82 おとぎの国
熊本市南区富合町小岩瀬２
１６番地１

096-358-2808
有限会社
かぐや姫

9 H24.2.1

83 青い鳥・ミチルの家
熊本市南区御幸笛田１丁目
２番１７号

096-285-5082
有限会社
居宅支援事業所・青い鳥 16 H22.2.5

84 ホスピタルメント桜十字
熊本市南区御幸笛田７丁目
１３番２１号

096-378-1112
株式会社
桜十字

110 H24.3.16

85 ホスピタルメントさくら東館
熊本市南区御幸笛田７丁目
１５番３号

096-378-1115
医療法人
桜十字

118 H25.5.1

86 フォーマルケア　夢
熊本市南区御幸笛田２丁目
２０番５６号

096-334-8070
株式会社
フォーマルクリエイト

20 H24.6.1

87 ホスピタルメントさくら西館
熊本市南区御幸木部１丁目
１番１号

096-378-1111
医療法人
桜十字

102 H21.10.1

88 陽向のおうち
熊本市南区城南町下宮地９
１８番地１

0964-28-5335
株式会社
ひなた

69 H25.3.10

89
住宅型有料老人ホーム　さんさん
煌城

熊本市南区城南町さんさん１
丁目４番３号

0964-27-4338
株式会社
煌城

20 H27.5.1

90
介護付有料老人ホーム　ヒルサイ
ドガーデン　山吹

熊本市南区城南町今吉野９
８９番地

0964－28－6670
株式会社
インターイメージ

30 H23.4.17

91 高齢者ホーム「光」※休止中
熊本市南区城南町今吉野７
５９番地１

0964-28-8888
医療法人社団
井上会

30 H26.3.22

92
住宅型有料老人ホーム「まいのは
ら」

熊本市南区城南町舞原無番
地

0964-28-2673
医療法人
杏和会

43 H24.4.12

93 コミュニティーハウスさくら苑
熊本市南区城南町舞原１４６
６番地１

0964-58-2688
株式会社
リニエルサプライ

19 H25.4.1

94
有料老人ホーム
あすなろ熊本

熊本市南区城南町舞原３４４
番地２

0964-28-0099
株式会社
ゆとり

45 H26.4.1

95 ゆとりの家　まきの木
熊本市南区城南町鰐瀬８６５
番地１

0964-28-2082
株式会社
ソフィアライン

15 H26.8.1

96 愛の郷　城南
熊本市南区城南町東阿高１
６４４番地

0964-27-7677 愛郷株式会社 11 H20.11.11

97 住宅型有料老人ホーム群鶴
熊本市南区城南町東阿高１
１２８番地４

0964-28-5711
有限会社
マザー

6 H22.8.20

98 有料老人ホームみのりの家
熊本市南区城南町永１２００
番地

0964-28-7117
医療法人社団
博文会

11 H19.4.1

99 介護付有料老人ホーム　稔の里
熊本市南区城南町六田５３５
番地

0964-28-7701
株式会社
心豊

30 H22.10.19

100
住宅型有料老人ホーム　ハーベス
トライフ

熊本市南区城南町六田５３９
番地１

0964-28-7774
株式会社
心豊

30 H25.2.20

101 有料老人ホーム　はふじ
熊本市南区八分字町２９１８
番地１

096-227-6333
株式会社
しんか

17 H23.7.4
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102 ニチイケアセンター熊本飽田東
熊本市南区八分字町４９番
地１

096-227-4070
株式会社
ニチイ学館

60 H24.3.31

103 有料老人ホームてる照２ 熊本市南区八分字町2656 096-227-2630
株式会社
和剛

18 H28.3.1

104
シルバーハウス
さくら草

熊本市南区田迎１丁目７番２
０号

096-377-5023
株式会社
ヴィーヴル

10 H19.2.1

105 レガロアコンフォート熊本
熊本市南区田迎３丁目６番２
５号

096-285-6422
有限会社
千広

29 H24.12.1

106
住宅型有料老人ホーム　特別介
護ホーム高平台

熊本市北区高平1丁目38番
43号

096-288-0300
株式会社
おがた企画

31 H28.9.1

107
グランドホーム
ひまわり（地域密着特定）

熊本市北区植木町山本９０７
番地１

096-273-3939
有限会社
ひまわり

10 H17.4.25

108 有料老人ホーム　ヴィラ・メルロ
熊本市北区植木町正清９００
番地１

096-274-7900
医療法人
滄溟会

86 H23.3.1

109
住宅型有料老人ホームケアホー
ム田原坂

熊本市北区植木町一木５８２
番地１

096-273-3710
株式会社
スローライフ芳寿会

30 H23.6.10

110 ルームス・北部
熊本市北区植木町投刀塚２
９９番地１

096-272-5688
株式会社
ｄｏｏｒｓ

26 H26.4.28

111 田原苑
熊本市北区植木町平原２１８
番地１

096-275-5123
医療法人社団
東洋会

22 H24.7.1

112
有料老人ホームひなたの家梶尾
事業所

熊本市北区梶尾町１７１０番
地７

096-341-5505
株式会社
ひなた

26 H22.7.1

113 共同住宅かてて
熊本市北区鶴羽田2丁目12-
31

096-215-1516
社会福祉法人
青山会

6 H29.3.10

114 ひなたの家　かじお事業所
熊本市北区梶尾町１７０９番
地

096-341-5505
株式会社
ひなた

78 H25.2.1

115 ルームス・鶴羽田
熊本市北区鶴羽田町１０４０
番地

096-344-7180
株式会社
ｄｏｏｒｓ

23 H24.4.1

116
有料老人ホーム　メディケアホー
ム　ヒルズ竜山

熊本市北区飛田４丁目５番２
０号

096-343-5001
医療法人
山部会

50 H25.12.15

117 ロイヤルレジデンス熊本飛田
熊本市北区飛田４丁目３番８
１号

096-346-1500
株式会社
社会福祉総合研究所

48 H26.12.1

118 よもぎ松の実苑
熊本市北区四方寄町４２６番
地４

096-273-6460
医療法人
松実会

23 H26.2.1

119 有料老人ﾎｰﾑ　たいじゅ四方寄
熊本市北区四方寄町１６７２
-２

096-351-1192
株式会社
Ａ.Ｃ.Ｅ

27 H27.5.1

120 よもぎ松の実苑新館
熊本市北区四方寄町４２６番
地１

096-273-6460
医療法人
松実会

30 H29.2.23

121
住宅型有料老人ホーム
縁ｉｎｇ

熊本市北区西梶尾町470-8 096-342-6838
有限会社
西嶋ビル

18 H28.2.12

122 シニアホーム　まごころの家
熊本市北区武蔵ヶ丘７丁目２
―６

096-215-2777
株式会社
dream　factory

34 H28.4.1

123
介護付き有料老人ホームさわらび
Ⅱ

熊本市北区龍田町弓削８６７
番地１

096-348-7103
社会福祉法人
熊本菊寿会

49 H25.4.2

124 ループたつだ
熊本市北区龍田１丁目２番１
０号

096-201-8793
株式会社
シータ

18 H23.8.30

125 龍田のふるさと
熊本市北区龍田２丁目３番２
３号

096-277-1635
有限会社
誠心会

26 H25.5.1

126
有料老人ホーム　メディケアホー
ム　ヒルズ竜山　遊水公園

熊本市北区打越40-46番地 096-346-7111
医療法人
山部会

46 H28.11.4

127 そんぽの家　清水麻生田
熊本市北区麻生田２丁目６
番１０号

096-339-4111
ＳＯＭＰＯケアメッ
セージ株式会社

47 H23.8.1

128 有料老人ホームゆめ
熊本市北区楡木２丁目１１番
１４４号

096-348-8757
有限会社
ドリーム・ケアハウス

18 H22.7.1

129 高齢者賃貸住宅ひまわり 宇土市松原町120-1 0964-22-6916
株式会社
サンコーライフサポート 10 H18.4.1

130 むすび・宇土
宇土市松山町字向野田
4168-1

0964-24-5055
株式会社
クオリティ・ケア・ジャパン 26 H19.4.1

131 爽明館
下益城郡美里町中郡985、
987-1

0964-46-3810
有限会社
弘潤社

23 H16.6.19

132 有料老人ホームぶらっと不知火 宇城市不知火町長崎561-1 0964-32-8331
特定非営利活動法人
ぶらっと

16 H19.7.7

133 ケアホーム温心館 宇土市栗崎町736-1 0964-24-6100
特定非営利活動法人
温心会

16 H14.7.1

134 温泉付有料老人ホーム　かりまた 下益城郡美里町安部743-1 0964-47-1125
株式会社
美里苑

18 H17.4.1

135 宇土・千の郷 宇土市栗崎町801-2 0964-42-8000
株式会社
創健

35 H20.1.14
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136
住宅型有料老人ホーム　笑顔の
楽園

宇城市不知火町松合121-1 0964-42-2155
特定非営利活動法人
正心会

12 H17.9.1

137 ケアコートうと本町 宇土市新小路2 0964-24-5888
医療法人社団
金森会

36 H20.8.25

138 ルミエール・ロゼ 宇城市松橋町西下郷232 0964-33-3110
有限会社
郷

11 H20.11.1

139 有料老人ホーム　陽だまり 宇城市松橋町両仲間1057-1 0964-33-3788
有限会社
弘司

15 H21.4.1

140 有料老人ホーム　ひかり 宇城市小川町南部田1556-1 0964-43-5533
株式会社
タガワブレース

31 H21.4.10

141
住宅型有料老人ホーム　だんだん
ハウス

宇土市栗崎町字打窪773 0964-24-6200
有限会社
ハートフルハウス

26 H21.5.1

142
住宅型有料老人ホーム　おかげさ
ん

宇土市定府町41 0964-22-0075
有限会社
ハートフルハウス

11 H21.4.27

143 六花苑
宇土市三拾町字堂ノ本325-
1

0964-24-1511
医療法人社団
小田会

35 H21.5.1

144
住宅型有料老人ホーム　まつばせ
芳寿苑

宇城市松橋町久具61-5 0964-33-5112
株式会社
スローライフ芳寿会

30 H21.11.1

145
有料老人ホームぶらっと不知火弐
号館

宇城市不知火町長崎563-1 0964-32-8331
株式会社
坂本建設

29 H21.10.26

146
住宅型有料老人ホーム　もちのき
苑

宇城市不知火町御領171-3 0964-34-3577
合同会社
ユタカ

11 H22.4.1

147 有料老人ホームつばさ
宇城市小川町新田字古川
1634-1

0964-43-5724
有限会社
小川清掃

24 H22.7.1

148 住宅型有料老人ホーム　海風苑 宇城市三角町波多770-1 0964-53-1006
株式会社
朝日

26 H22.12.1

149 有料老人ホーム　米之家 宇城市小川町北新田475-4 0964-43-6588
株式会社
八十八

20 H23.1.5

150 まつばせ寿光庵 宇城市松橋町久具99 0964-32-6615
株式会社
真和福祉会

34 H23.4.1

151 有料老人ホームうきうき
宇城市松橋町東松崎字中川
605

0964-33-1690
有限会社
ひまわり

15 H23.7.11

152
住宅型有料老人ホームケアホー
ム幸の樹

宇城市松橋町西下郷887 0964-27-8810
ＮＰＯ法人
創幸

27 H23.9.1

153 コミュニティハウスおんじゃく 下益城郡美里町中小路897 0964-48-7005
医療法人
愛生会

13 H23.9.1

154 有料老人ホームうらら 下益城郡美里町土喰471 0964-47-2360
株式会社
美里苑

15 H23.10.10

155
有料老人ホームケアホームおが
わ

宇城市小川町新田419 0964-43-0030
株式会社
シラサギ

36 H24.3.15

156 有料老人ホーム　きらら
宇城市松橋町きらら1丁目9-
8

0964-27-5352
社会福祉法人
熊本厚生会

12 H24.3.16

157 有料老人ホーム愛話園 宇城市松橋町南豊崎455-1 0964-32-4511
有限会社
癒しの輪

28 H24.7.1

158 住宅型有料老人ホーム山百合 宇城市不知火町御領171-1 0964-27-5238
合同会社
照日

23 H24.4.25

159 あいの里 宇城市小川町西北小川32 0964-43-5231
有限会社
ヤマノ

12 H24.10.31

160 有料老人ホーム　きらら 下益城郡美里町土喰470 0964-47-2860
株式会社
美里苑

12 H24.11.27

161 有料老人ホーム米之家花ごよみ 宇城市小川町北新田475-1 0964-47-5800
株式会社
八十八

29 H25.4.1

162 有料老人ホーム　太陽　平木橋館 宇土市走潟町4-1 0964-27-5923
合同会社
太陽の輪

15 H25.8.1

163 有料老人ホーム花美月 宇城市松橋町久具1731 0964-33-8730
株式会社
あそか

20 H25.9.1

164 宅老所　喜楽苑　扶桑 宇土市馬之瀬町727-1 0964-22-5411
有限会社
ミセスヘルパー

16 H25.10.1

165 有料老人ホーム　優光
宇城市松橋町豊福1198-2、
1198-3

0964-27-5628
株式会社
優光

29 H26.3.15

166
住宅型有料老人ホーム　海風苑さ
くら

宇城市三角町波多770番地1 0964-53-1006
株式会社
朝日

24 H26.4.1

167
住宅型有料老人ホーム　宇土・千
の郷　弐番館

宇土市栗崎町字上徳平865-
1

0964-53-9451
株式会社
創健

22 H26.3.3

168
住宅型有料老人ホーム　マハロ
ガーデン

宇土市花園台町花園台433-
125

0964-22-0861
合同会社
ＳＹＯフロレンティア

25 H26.12.1

169 有料老人ホーム円寿 宇城市松橋町豊崎2030-1 0964-53-9606
株式会社
タガワブレース

23 H27.3.1
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170 夢のかけ橋
宇城市松橋町両仲間1641－
1

0964-27-4464
株式会社
掛け橋

18 H27.4.1

171 ケアホーム七彩 宇土市神馬町701-2 0964-27-4871
有限会社
蘇峯

19 H28.9.1

172
住宅型有料老人ホーム
ケアホーム光の風

宇城市松橋町萩尾670 0964-33-7330
有限会社
寿泉

27 H29.2.16

173
住宅型有料老人ホーム
えみのわ宇城

宇城市松橋町曲野2528-1 0964-32-2122
アンビシャス株式会
社

16 H29.3.1

174 住宅型有料老人ホーム　むつみ 荒尾市荒尾317-1 0968-64-4814
有限会社
むつみ

20 H18.7.1

175
有料老人ホーム　ひまわり２１　岱
明

玉名市岱明町山下1037-3 0968-66-8777
特定非営利活動法人
長寿会

11 H14.12.1

176 介護ホーム　はぶの
玉名郡玉東町大字木葉710・
713-3

0968-85-3390
社会福祉法人
玉東町社会福祉協議会 9 H13.10.1

177 グランドホーム　湯と里館 玉名市岩崎382 0968-74-1151
有限会社
立願寺温泉企画

9 H16.6.1

178 ガーデンハウス緑の館 荒尾市下井手1199-14 0968-66-4740
有限会社
有明ケアサポート

40 H17.6.15

179 ガーデンハウス築山 玉名市岱明町下前原607 0968-72-2326
有限会社
有明ケアサポート

28 H18.3.1

180 温もりの家　花さくら
玉名市伊倉北方岩井口
1508-1

0968-72-1855
社会福祉法人
玉寿会

20 H20.3.1

181 住宅型有料老人ホーム　よかとこ 玉名市中1068-1 0968-71-0056
特定非営利活動法人
地域たすけあいの会

5 H19.10.1

182 有料老人ホーム岱明の里 玉名市岱明町高道1068 0968-66-8872
株式会社
黎明

15 H20.6.10

183
住宅型有料老人ホーム　松木ハ
ウス

玉名市松木1-12 0968-72-0168
有限会社
吉田メディカル

7 H20.12.18

184 みゆき苑
玉名市岩崎1042（「地域交流
館みゆき苑」の2・3階部分）

0968-74-2466
株式会社
一久

13 H21.2.1

185 ホーム谷崎
玉名郡南関町大字相谷
1816-1

0968-53-3011
有限会社
ケアシステム・ピュア

12 H21.4.1

186 高齢者共同住宅　アイアイ伊倉 玉名市伊倉北方2653-3 0968-74-5507
有限会社
アイアイサービス

8 H21.4.20

187 高齢者共同住宅　アイアイ松原 玉名市岱明町鍋2320-50 0968-57-3690
有限会社
アイアイサービス

8 H21.4.20

188 ケアホームほほえみ 荒尾市荒尾539-1 0968-63-1165
有限会社
不知火商会

18 H21.4.24

189 ケアホーム菜の花 荒尾市川登2135-42 0968-68-6565
有限会社
不知火商会

12 H21.4.24

190
住宅型有料老人ホーム　六田ハ
ウス

玉名市六田12-3 0968-72-0168
有限会社
吉田メディカル

11 H21.10.21

191 有料老人ホーム　花みずき
玉名郡和水町大字長小田
334

0968-71-8211
有限会社
ふれあい松川

20 H22.4.1

192
住宅型有料老人ホーム岱明の里
二番館

玉名市岱明町浜田辻129 0968-66-8878
株式会社
黎明

21 H22.4.1

193 住宅型有料老人ホームかぎろい 玉名市岩崎415-1 0968-72-7232
株式会社
Ｄ・Ｓ・Ｇ

14 H22.4.14

194 ケアポート緑ヶ丘 荒尾市荒尾4186-15 0968-65-5111
医療法人
杏林会

40 H23.1.24

195
住宅型有料老人ホーム　「ヴィラ
幸せの杜」

荒尾市四ッ山町3丁目7-29 0968-62-5510
医療法人
藤杏会

19 H23.5.26

196 ケアホーム長洲 玉名郡長洲町長洲1188 0968-78-8588
有限会社
不知火商会

19 H23.1.16

197 有料老人ホーム　梨園 荒尾市菰屋字上萩2031-8 0968-68-5222
合同会社
縁合

20 H23.4.11

198 有料老人ホーム　花みずき別館 玉名郡和水町藤田416 0968-71-8580
有限会社
ふれあい松川

22 H23.9.1

199 ことぶきハウス 玉名市亀甲228-6 0968-73-3880
医療法人
寿孝会

6 H23.10.1

200 住宅型有料老人ホーム　百の花 玉名市滑石1090 0968-71-6177 暖　株式会社 30 H24.3.8

201 ケアリゾート弥生 荒尾市本井手1470-15 0968-66-3778
医療法人
平成会

23 H24.4.1

202
住宅型有料老人ホーム　ライフケ
ア六田

玉名市中751-4 0968-73-8855
有限会社
ライフケア

20 H24.4.1

203
住宅型有料老人ホーム　岱明の
里　三番館

玉名市岱明町浜田356-1 0968-66-8830
株式会社
黎明

22 H24.11.10
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204 住宅型有料老人ホーム　関の郷 玉名郡南関町関町16-1 0968-57-9486
株式会社
南関介護サービス

21 H24.11.1

205
有料老人ホーム　シニアハウス
ばーすでぃ

荒尾市荒尾849 0968-57-8628
合同会社
武徳

20 H25.6.15

206 有料老人ホーム　花みずき３号館 玉名郡和水町藤田416 0968-71-8630
有限会社
ふれあい松川

12 H25.10.1

207 有料老人ホーム　ならの樹 荒尾市西原町2丁目1-2 0968-57-8862
医療法人
成風舎

20 H25.12.1

208 住宅型有料老人ホーム　アンジュ 玉名市岱明町野口2456-1 0968-57-2500
合同会社
杏樹会

18 H26.4.1

209 有料老人ホーム　湯の郷てんすい 玉名市天水町小天9278-1 0968-82-2119
株式会社
湯の郷

30 H26.6.15

210 住宅型有料老人ホームさとがえり 玉名郡和水町板楠198番地 0968-34-3003
有限会社
さとがえり

10 H26.2.1

211 和花 玉名市月田2107番地5 0968-73-3909
有限会社
訪問看護ステーション和 22 H26.11.1

212
住宅型有料老人ホームビハーラ
ふじの香

玉名市岩崎592番地 0968-73-1000
株式会社
ビハーラ

35 H26.12.1

213
住宅型有料老人ホーム絆の館ゆ
めこの家

荒尾市高浜321-番地2 0968-68-5152
株式会社
レーヴ

13 H27.3.10

214 有料老人ホーム　梨園Ⅱ 荒尾市菰屋2031番地10 0968-68-5222
合同会社
縁合

16 H27.6.8

215 有料老人ホーム“いっきゅう” 玉名市岩崎1129番地2 0968-57-7611
株式会社
一久

25 H27.10.10

216 住宅型有料老人ホーム　はなむれ 玉名郡和水町萩原73-2 0968-86-2608
株式会社
福心

8 H28.2.1

217 紙ふうせん 荒尾市宮内出目25-1 0968-57-8285
合同会社
やまびこ介護事業所

6 H29.2.20

218 有料老人ホーム昭和の里 荒尾市荒尾３0７－3 0968-64-5115
医療法人社団
昭和会

12 H29.3.1

219 ホームホスピス縁の家 玉名郡和水町前原90－2 0968‐86-2323
特定非営利活動法人
黎明

5 H22.10.1

220 リビングホーム　ゆうらく 山鹿市鹿本町津袋450 0968-46-2524
社会福祉法人
不動会

17 H12.5.1

221
未来型高齢者サポート住宅　そよ
風

山鹿市菊鹿町下内田78 0968-42-6118
有限会社
誠心会

16 H20.5.1

222 しいの木の里 山鹿市鹿本町来民1135-1 0968-34-0102
医療法人
悠紀会

5 H20.7.23

223 住宅型有料老人ホーム　だいち 山鹿市鹿央町岩原4224 0968-36-2022
株式会社
大智会

16 H24.4.1

224 住宅型有料老人ホーム　薫寄堂 山鹿市方保田3636-2 0968-36-9592
社会福祉法人
はるかぜ会

10 H25.4.1

225 メゾン・ソレイユたい志 山鹿市方保田3063番地8 0968-41-5151
有限会社
ごとう

13 H26.2.1

226 こもれびの郷 山鹿市山鹿100-10 0968-43-8875
合同会社
山鹿ヘルスケアセンター 30 H26.9.1

227 陽かりの郷 菊池郡菊陽町原水5800-23 096-292-3226
株式会社
陽かりの郷

70 H16.10.1

228 元気な家ひまわり 合志市須屋165-5 096-348-0039
株式会社
サンコーライフサポート

40 H16.10.25

229 加寿美苑　シルバーホーム 合志市御代志1990 096-242-2322
株式会社
加寿美苑

26 H14.9.20

230
エンゼル　光の森　有料老人ホー
ム

菊池郡菊陽町光の森3丁目
6-15

096-232-2688
有限会社
エンゼル

6 H18.4.1

231 エイジングホームげんき
菊池郡菊陽町辛川字下石ヶ
迫2455・2454

096-232-8777
医療法人
永田会

23 H21.4.1

232 ハッピービレッジ 菊池郡大津町大字岩坂435 096-294-2035
有限会社
ひだまり

10 H21.4.1

233 有料老人ホームゆう・あい 菊池郡大津町室門出148-1 096-292-0711
特定非営利活動法人
はなみずきの会

11 H20.9.1

234 有料老人ホーム　太寿園 菊池郡大津町室1710-3 096-294-4165
株式会社
光進会介護

70 H22.3.1

235 有料老人ホーム　野の花 菊池郡大津町灰塚123-1 096-283-0288
有限会社
肥後いこいの家

7 H22.7.13

236 エンゼル２番館
菊池郡菊陽町津久礼下沖野
2960-2

096-232-2688
有限会社
エンゼル

18 H22.10.1

237 有料老人ホーム　ぶどうの木の家
菊池郡菊陽町大字津久礼
2268-103

096-232-1184
特定非営利活動法人
ぶどうの木

4 H22.9.21
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238 有料老人ホーム　ぶどうの実 合志市幾久富1909-303 096-348-3550
特定非営利活動法人
ぶどうの木

16 H23.4.1

239 和の家 菊池市旭志川辺1851-1 0968-36-9915
株式会社
和

7 H23.7.22

240 つどいの杜 菊池市泗水町豊水3727-1 0968-36-9654
有限会社
泗水中央薬局

60 H24.5.1

241
有料老人ホームひなたの家菊池
事業所

菊池市野間口380 0968-23-0178
株式会社
ひなた

31 H23.7.23

242 有料老人ホーム　青空 菊池市七城町砂田248-2 0968-36-9406
優癒
合同会社

9 H23.10.24

243 ホームヘルプ安心院 菊池市出田2630-1 0968-36-9539
株式会社
アジム

22 H23.2.1

244 有料老人ホーム　まごころ 菊池市隈府1442-1 0968-24-5560
有限会社　菊池地域居宅
サービス支援センター 15 H23.7.1

245 ウイング合志 合志市野々島5662-2 096-242-3501
合同会社
きずな

25 H24.3.1

246 シルバーハウス煌ら 菊池市泗水町永3193 0968-36-9066
ヒロコーポレーション
合同会社

31 H24.3.1

247 有料老人ホームさくらの杜みさと 菊池市隈府1195-5 0968-41-7180
有限会社　菊池地域居宅
サービス支援センター 10 H24.4.1

248 住宅型有料老人ホームたのしそう 菊池市西寺1839-2 0968-36-9795
株式会社
ｒｉｖｅｒ

10 H24.4.12

249 ヴィラつくれ
菊池郡菊陽町津久礼字久保
2684-1

096-285-3272
医療法人社団
峯和会

14 H24.4.1

250
住宅型有料老人ホーム清水水源
の家

菊池市七城町清水317-2 0968-41-5340
株式会社
ｒｉｖｅｒ

15 H24.6.1

251
ＪＡ菊池福祉センターめぐみの里
住宅型有料老人ホームあゆみ

菊池市旭志川辺1875 0968-26-7765
菊池地域農業協同
組合

26 H24.10.19

252
住宅型有料老人ホーム　ケアホー
ム　ラ・フランス

菊池郡菊陽町光の森4丁目
12-3

096-233-0091
株式会社
ＨＬＣ

29 H25.4.16

253 有料老人ホーム　ほほえみのもり
菊池郡菊陽町大字津久礼
101-1

096-234-7124
株式会社
ほほえみのもり

20 H25.11.1

254
有料老人ホーム　ケアホームとも
づな

菊池市西寺1581 0968-23-7570
株式会社
ともづなリハサービス

30 H25.12.1

255 清水水源の家二番館 菊池市七城町清水317-2 0968-24-7700
株式会社
ｒｉｖｅｒ

15 H25.12.20

256 有料老人ホーム　てまり
菊池郡菊陽町津久礼字石坂
2263-1

096-232-5888
社会福祉法人
豊生会

30 H26.6.20

257 有料老人ホームぶどうの丘 合志市豊岡2000番91 096-342-6880
特定非営利活動法人
ぶどうの木

26 H26.9.1

258 ライフグランかつひさ 菊池郡大津町室261-1 096-293-8866
医療法人社団
恵生会

23 H26.12.1

259 ケアホームともづな弐番館 菊池市西寺1588番地1 0968-23-7570
株式会社
ともづなリハサービス

16 H26.12.15

260
むべの里有料老人ホーム合志
一号館

合志市豊岡字須屋久保1900
番地6

096-223-5248
社会福祉法人
むべの里

80 H27.3.1

261
住宅型有料老人ホームノアズアー
ク

菊池市泗水町吉富字高畑
210番地60

0968-38-0055
株式会社
ヒューマンシステム

45 H27.9.15

262 有料老人ホームなのはな 菊池市深川310番地1 0968-36-9087
株式会社
青空

20 H28.2.22

263 有料老人ホーム御所通り 菊池隈府114 0968-25-5505
社会福祉法人
不動会

10 H28.1.1

264 きらら弐番館 菊池市泗水町永3288 0968-23-8800
ヒロコーポレーション
合同会社

22 H28.6.29

265 ライフサポートきよまろホーム
菊池郡大津町大字杉水字小
林433

096-273-8510
有限会社　古閑鈑金塗
装工場＆訪問介護ヘ
ルパーステーション

12 H28.10.24

266
有料老人ホーム　陽かりの郷　弐
号館

菊池郡菊陽町沖野二丁目18
番3号

096-273-8838
株式会社
陽かりの郷

27 H29.3.1

267 くまもと長寿苑そよ風 阿蘇郡西原村布田1087 096-292-2251
株式会社
ユニマットそよ風

29 H17.6.3

268 有料老人ホーム　たかもり荘
阿蘇郡高森町大字高森
1972-13

0967-63-1175
特定非営利活動法人
アシスト高森

5 H18.7.6

269 有料老人ホーム　さくらの里
阿蘇郡高森町大字高森字里
木2213-8

0967-62-0266 合同会社　あそ五岳 13 H20.5.1
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270 有料老人ホーム　柿の木の家 阿蘇郡小国町黒渕2915 0967-46-6501
特定非営利活動法人
福祉の町づくりをすす
める会

18 H20.10.10

271 四季の杜 阿蘇郡産山村田尻618-2 0967-25-3511
社会福祉法人
やまなみ会

12 H20.10.1

272 サンアンドムーン
阿蘇郡南阿蘇村大字一関
1847-1

0967-62-9663
特定非営利活動法人
ケアサービスくまもとサ
ンアンドムーン

17 H24.10.24

273 有料老人ホームはなみずき
阿蘇郡南阿蘇村大字久石
2713

0967-67-4331
株式会社
南阿蘇ケアサービス

18 H25.5.20

274
有料老人ホームぽっかぽか・阿蘇
館

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 0967-22-6220
合同会社
ぽっかぽか

48 H26.6.1

275 宅老所あそ結楽
阿蘇郡高森町高森2132番地
1

0967-63-1165
ティーティーシー有限
会社

9 H26.9.2

276 ケアホームネオ
阿蘇郡小国町大字北里1906
番地1

0967-46-5556
合同会社
ネオ

19 H27.1.10

277 はーとハウス一歩 阿蘇郡小国町大字西里2940 0967-32-8105
合同会社
歩

13 H26.7.27

278 はなしのぶ
阿蘇郡南阿蘇村大字久石字
二ノ長迫2715-5

0967-67-1606
株式会社
南阿蘇ケアサービス

14 H27.11.13

279 くまもと長寿苑そよ風シニアハウス 阿蘇郡西原村大字布田1087 096-292-2251
株式会社
ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

21 H27.12.1

280
住宅型有料老人ホームみずあさ
ぎ

阿蘇市内牧1110-1 0967-32-1523
医療法人社団
坂梨会

21 H29.2.1

281 デイホーム　福老
上益城郡御船町滝川1427-4
（1階部分）

096-281-7703
有限会社
せせらぎ

6 H16.2.25

282 ふるさと
上益城郡御船町大字御船
820-1

096-282-2781
有限会社　ホンダ介
護サービスセンター

12 H19.12.1

283 有料老人ホーム　かしま湧水苑
上益城郡嘉島町大字井寺
3125-1

096-237-3788
有限会社
日本福祉整体学院

10 H20.11.16

284 桜の里
上益城郡御船町大字滝川
1745

096-282-1122
株式会社
グッドライフ

16 H21.2.20

285 有料老人ホーム桜花 上益城郡益城町安永800-2 096-285-5630 さくら　株式会社 16 H22.6.1

286 有料老人ホームふくろうの森 上益城郡益城町福富610-1 096-289-1133
合同会社
ふくろうの森

15 H23.2.10

287 有料老人ホームたんぽぽ
上益城郡山都町下馬尾299-
1

0967-72-4165
上益城農業協同組
合

14 H24.4.1

288 有料老人ホーム　スマイル 上益城郡嘉島町上島1963 096-223-8902
社会福祉法人
嘉悠会

28 H24.3.24

289 有料老人ホーム　ヴェルデきやま 上益城郡益城町宮園831 096-289-7680
一般社団法人
暖話会

21 H24.12.20

290 有料老人ホームくましき 上益城郡益城町惣領1526-2 096-285-1131
株式会社
祐将

44 H25.2.20

291 コミュニティハウス悠優かしま
上益城郡嘉島町上仲間151
番1

096-234-8101
社会福祉法人
千寿会

30 H26.5.1

292 ＪＡライフサポート虹 上益城郡甲佐町白旗2247-1 096-234-4165
上益城農業協同組
合

15 H26.12.1

293 そよ風一番館 上益城郡山都町今322-1 0967-83-1266
社会福祉法人
三和会

10 H27.4.21

294 うれしかの家ただいま 上益城郡甲佐町芝原1029 096-235-3000
株式会社
ウェリード

10 H27.6.1

295 有料老人ホームくらら 上益城郡益城町古閑12-11 096-237-7361
一般社団法人
ウェルビー

10 H28.2.1

296 優心苑 上益城郡山都町南田221-7 0967-73-1562
社会福祉法人
徳生会

14 H28.10.1

297 すみれ庵
上益城郡益城町大字馬水
17-3

096-285-8140
株式会社
福蔵

12 H29.3.1

298
介護付有料老人ホームブロッサム
やつしろ

八代市郡築四番町101-4 0965-37-3037
株式会社
ヒューマンケアブロッサムズ 20 H17.3.1

299 和庵 八代市北の丸町3-50 0965-39-8220
株式会社
シラサギ

27 H18.8.20

300 うのきの里 八代市高下西町1832-1 0965-30-7885 エンゼル　有限会社 23 H18.5.20

301 愛愛荘 八代市敷川内町2240 0965-31-1230
有限会社
コレクト

31 H15.2.1
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302 吉方庵 八代市千丁町新牟田2520-2 0965-43-5678
有限会社
キッポー

13 H18.10.1

303 月のうさぎ 八代市萩原町1丁目9-47 0965-35-4800
有限会社
月のうさぎ

14 H16.4.25

304 かがやき園 八代市通町8-27 0965-30-0125 田方福祉　株式会社 147 H18.12.18

305 有料老人ホーム　こころ 八代市鼠蔵町280-1 0965-39-5507
株式会社
ユーゼン

47 H19.5.1

306 宅老所　あい 八代市島田町863-3 0965-31-7304
有限会社
あい

9 H16.5.1

307 有料老人ホーム鈴かぜ住宅型
八代市豊原上町字遙拝
3012-1

0965-65-5588
有限会社
鈴かぜ

18 H20.4.10

308 有料老人ホーム　みかんの里 八代市豊原下町4305-1 0965-32-5268 中村木材　有限会社 21 H20.5.12

309 住宅型　有料老人ホーム　はる 八代市郡築四番町40-9 0965-53-3205
株式会社
みのり

18 H20.8.1

310 有料老人ホーム　しらさぎおざや
八代市千丁町太牟田蒲原
1220-1

0965-30-1251
株式会社
シラサギ

48 H20.9.26

311 しおさい 八代市郡築一番町64-2 0965-53-3780
株式会社
トータル・ケア・サービス 30 H21.2.1

312 ちえの和 八代市千丁町太牟田2471-6 0965-46-0044
株式会社
Ｎａｍｓ

14 H21.5.20

313 有料老人ホーム　きらく 八代市田中町573-8 0965-31-6637
有限会社
福祉サービス熊本

36 H21.4.1

314 あいあい傘 八代市郡築二番町203-5 0965-37-2788
有限会社
勝寿会

21 H21.4.10

315 住宅型有料老人ホーム太子郷 八代市東片町452-1 0965-45-9511
株式会社
アース

30 H21.11.1

316 有料老人ホーム　野の花 八代市鏡町両出1327-1 0965-52-8487
有限会社
八代河内石材

20 H22.2.20

317 有料老人ホーム　かぜの杜 八代郡氷川町鹿島1927 0965-52-8896
株式会社
西福

28 H22.3.1

318
住宅型有料老人ホーム「さざな
み」

八代市井場町2461 0965-53-3780
株式会社
トータル・ケア・サービス 15 H22.8.1

319 住宅型有料老人ホーム　さくら
八代郡氷川町鹿島字西ノ間
628-1

0965-52-8890
株式会社
さくら

26 H22.9.17

320 有料老人ホームみどり
八代市鏡町内田字龍宮722-
3

0965-22-8580 輪光　株式会社 30 H23.1.5

321 有料老人ホームおれんじ 八代市築添町1700 0965-35-6210
株式会社
壱翔

8 H22.11.1

322 住宅型有料老人ホーム　しらぬい 八代市高小原町1509-1 0965-39-3348
社会福祉法人
しらぬい福祉会

18 H23.4.1

323 住宅型有料老人ホームだんだん 八代市鏡町鏡553-8 0965-52-5192
株式会社
暖暖

20 H23.5.1

324 有料老人ホーム「穂の香」 八代市高下西町1760 0965-33-8090
社会福祉法人
権現福祉会

14 H23.5.1

325 グッドライフ夕葉町 八代市夕葉町7-3 0965-35-7111
医療法人
明朊会

63 H23.9.1

326
住宅型有料老人ホーム「もえの
郷」

八代市古閑下町1798 0965-30-8185
有限会社
ラポール新世園

56 H23.8.28

327 住宅型有料老人ホーム御倉 八代市鏡町鏡366 0965-52-3813
株式会社
ファイン

13 H23.12.1

328 住宅型有料老人ホームみずしま 八代市鼠蔵町69 0965-45-9298
株式会社
恵

26 H23.11.1

329 有料老人ホーム八代のぞみ 八代市千丁町古閑出421-16 0965-46-2546
有限会社
のぞみ

21 H24.4.28

330
住宅型有料老人ホーム森のやす
らぎ荘

八代市東陽町南1072-12 0965-65-3330
有限会社
黒田建設

11 H24.4.1

331 シルバーハウス万葉の里 八代市水島町2104-4 0965-45-9786
株式会社
万葉福祉会

21 H24.6.15

332 有料老人ホーム　楽寿 八代市川田町東1048-16 0965-39-1165
株式会社
静波

31 H25.1.7

333 ブロッサムやつしろⅡ 八代市郡築四番町47-2 0965-37-2673
株式会社
ヒューマンケアブロッサムズ 42 H24.11.1

334 住宅型有料老人ホーム　にこにこ 八代市豊原下町4170-5 0965-43-3243
株式会社
ライフサポート

25 H25.5.15

335 友遊ＨＯＭＥ 八代市千丁町古閑出2036 0965-46-0840
有限会社
ママ

11 H25.8.13
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336 ナーシングホーム椿 八代市西片町1735-1 0965-33-0390
株式会社
住心

21 H25.4.24

337 有料老人ホーム椿苑 八代市西片町1735-1 0965-39-8740
株式会社
住心

41 H25.4.26

338
住宅型有料老人ホーム　ひなた
ぼっこ

八代市古閑中町2320 0965-62-8775
株式会社
しげみ

20 H25.11.1

339 有料老人ホーム　ハッピーやちわ
八代市古閑中町字三郎渕
2260-2

0965-62-8143
株式会社
やつぎ

8 H25.8.1

340 有料老人ホーム　オリーブ 八代市古閑浜町2825-8 0965-62-8887
株式会社
オリーブ

28 H25.10.1

341
住宅型有料老人ホームいずみの
里

八代市泉町下岳字矢山
4345,4346,4347

0965-67-2888
有限会社
松本建設

15 H26.3.1

342 住宅型有料老人ホーム　絆 八代郡氷川町野津873-1 0965-62-8886
株式会社
きずな

23 H26.3.26

343 有料老人ホーム　しあわせの里
八代市二見本町字門前924-
2

0965-38-9580
社会福祉法人
川岳福祉会

8 H26.4.1

344 吉方庵　東館 八代市千丁町新牟田2520-7 0965-43-5678
有限会社
キッポー

9 H26.4.15

345 リファインデイズ　みねとま 八代市渡町1717番地 0965-62-8728
医療法人社団
明佑会

28 H26.5.1

346 有料老人ホームなごみ
八代市港町1-1　ドリーム
コーポ1階

0965-37-1133
株式会社
ふく寿

6 H26.6.16

347
住宅型有料老人ホーム　シルバー
ハウスにじ

八代市上片町1302 0965-45-9173
株式会社
もやい

18 H26.8.1

348 多目的ホームゆうりん 八代市高下西町1426 0965-45-5191
医療法人社団
優林会

18 H27.8.2

349 すずらん流荘 八代市豊原下町字堀切4115 0965-35-0116
社会福祉法人
天龍会

40 H27.12.1

350 有料老人ホームあゆみ 八代市松崎234番3 0965-45-9968
株式会社
歩実

6 H27.11.15

351 有料老人ホーム二見 八代市二見本町715-1 0965-38-9292
株式会社
さくら

9 H28.1.18

352 住宅型有料老人ホームいっしん 八代市鼠蔵町69番地 0965-62-8668
株式会社
恵

19 H28.8.2

353 シルバーハウス撫子 八代市水島町2104-5 0965-45-5516
株式会社
万葉福祉会

29 H28.9.12

354 なぎさの里 八代市新開町3-3-31 0965-31-3107
株式会社
大環

24 H24.4.12

355
住宅型有料老人ホーム　陽向の
おうち

八代市新開町3-3-35 0965-33-3277
株式会社
ひなた

100 H29.2.25

356
住宅型有料老人ホーム　えみの
わ八代

八代市出町5-10 0965-31-7228
アンビシャス株式会
社

18 H29.3.1

357 天月ホーム
葦北郡芦北町大字天月
1337-1

0966-84-0916
有限会社
美里在宅支援事業所

5 H21.10.7

358 有料老人ホーム美里
葦北郡芦北町大字白木字赤
尼田1307番地

0966-84-0500
有限会社
美里在宅支援事業所

31 H27.9.1

359 やすらぎの里 球磨郡錦町大字西141-3 0966-38-3883
株式会社
いわしや窪田

7 H21.5.1

360 JAくま　福祉の里　木綿葉
球磨郡あさぎり町須恵覚井
828

0966-43-1234
球磨地域農業協同
組合

8 H21.12.1

361 第2有料老人ホーム愛生 人吉市南泉田町115 0966-32-9212
医療法人
愛生会

9 H22.5.1

362 第1有料老人ホーム愛生 人吉市南泉田町117 0966-32-9252
医療法人
愛生会

25 H22.6.1

363 有料老人ホーム万福 人吉市瓦屋町字杉前1665 0966-32-9200
医療法人
恵泉会

24 H23.12.1

364 有料老人ホームれんげ草
球磨郡あさぎり町免田西
2190-1

0966-45-1750
有限会社
えがお

8 H23.11.28

365 有料老人ホームふきのとう
人吉市東間上町字下津留
2811-1

0966-24-5810
医療法人
清藍会

22 H25.3.30

366 カワウチ老人ホーム優光
球磨郡多良木町大字多良木
字菰無田2809-1

0966-42-6388
株式会社
優光

20 H25.9.1

367 有料老人ホーム　とわのいま人吉 人吉市西間下町字高見726-3 0966-32-9640
有限会社
九州ライフサポート

34 H26.5.1

368
ＪＡくま　福祉の里　木綿葉別館東
棟

球磨郡あさぎり町須恵字丸
尾1219-2

0966-45-7777
球磨地域農業協同
組合

10 H27.12.14

369 有料老人ホーム求麻
球磨郡相良村大字柳瀬
1343-3

0966-32-9290
社会福祉法人
ペートル会

10 H29.1.1
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№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 開設
年月日

370
住宅型有料老人ホーム　はまかぜ
茜館

天草市倉岳町宮田269-1 0969-64-2030
ＮＰＯ法人
重宝会

19 H19.6.1

371 温泉有料老人ホーム　明日香 上天草市松島町合津7909-2 0969-56-0010
株式会社
明日香

26 H15.3.1

372 桜の園 天草市下浦町2090-2 0969-23-4880
社会福祉法人
聖和会

21 H21.2.1

373 ふれあいサロン・はまなす
天草市本渡町本戸馬場
2094-7

0969-27-0201
有限会社
ふれあいサロン・はまなす 17 H14.11.1

374 有料老人ホーム　菜の花 天草市本渡町本渡847-8 0969-22-1171
有限会社
いずみ

11 H22.4.1

375 有料老人ホームウェルかめ 上天草市松島町阿村5599-3 0969-56-3220
株式会社
いるか

33 H23.3.3

376 有明ライトハウス１号館 天草市有明町大島子2627-1 0969-52-0230
医療法人社団
平成会

21 H24.3.16

377 有明ライトハウス2号館 天草市有明町大島子2706 0969-25-6115
医療法人社団
平成会

30 H24.3.16

378 ヴィラパーク　しらたけ
上天草市姫戸町姫浦4749-
21

0969-58-3980
有限会社
真和会

17 H24.4.21

379 有料老人ホーム　大光明 天草市本町下河内843-5 0969-27-0377
株式会社
大喜

26 H24.5.24

380 楽園の里　あけぼの荘 天草市今釜新町3709 0969-23-8860
株式会社
ファミリー

16 H25.6.1

381 住宅型有料老人ホーム　和 天草郡苓北町富岡2228-16 0969-35-0171
社会医療法人
稲穂会

25 H26.4.4

382 有料老人ホーム　菜の花　東館 天草市本渡町本渡847番地8 0969-23-5496
有限会社
いずみ

26 H26.5.1

383 有料老人ホーム　毛利 天草市本町下河内843番地1 0969-23-3566
医療法人社団
聖心会

12 H26.8.25

384 有料老人ホーム　なごみの家
天草市河浦町宮野河内336-
19,336-20,336-21

0969-78-0155
株式会社
なごみ

10 H27.4.13

385 有料老人ホーム祐心苑
上天草市大矢野町登立
1426-2

0964-56-5558
有限会社
明和

21 H28.8.1

386 グランドホームフォーシーズン 宇城市松橋町両仲間781-1 0964-33-3141
株式会社
ラディカ

18 H17.9.15

387 コミュニティハウス　「みんなの家」 下益城郡美里町土喰4 0964-47-1118
社会福祉法人
千寿会

29 H20.4.1

388
特定施設入居者生活介護　たい
めい苑

玉名市岱明町古閑402-1 0968-57-1220
社会福祉法人
熊本東翔会

20 H23.4.20

389 リハセンターみどりの里 阿蘇郡小国町宮原425-5 0967-46-6650
医療法人
社団大徳会

29 H21.5.1

390 グッドライフ本町 八代市本町1丁目1-60 0965-30-8181
医療法人
明朊会

29 H20.11.1

391 ゆうあいの家
葦北郡芦北町大字芦北字北
田2324-1

0966-68-3511
社会福祉法人
志友会

29 H23.4.1

392 尚光苑 水俣市深川大野1020番地3 0966-67-1085
社会福祉法人
広徳会

29 H24.10.1

393
ＪＡくま　福祉の里　木綿葉別館西
棟

球磨郡あさぎり町須恵字丸
尾1219-2

0966-45-7777
球磨地域農業協同
組合

10 H27.12.14

394
有料老人ホーム　シルバードリー
ム寿里

上天草市松島町阿村821-1 0969-56-2828
株式会社
いるか

24 H19.11.5

395
介護付き有料老人ホーム　長寿の
里かおる

上天草市大矢野町中1177-1 0964-56-3003
医療法人社団
葵遥会

24 H22.11.1
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№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 備考

1
熊本大学教育学部　生涯スポーツ
福祉課程

熊本市中央区黒髪２－４０
－１

096-342-2522 熊本大学 40 4年

2
熊本学園大学社会福祉学部　第一
部社会福祉学科

熊本市中央区大江２－５－
１

096-364-5161 熊本学園大学 80 4年

3
熊本学園大学社会福祉学部　第二
部社会福祉学科

熊本市中央区大江２－５－
１

096-364-5161 熊本学園大学 60 4年

4
熊本学園大学社会福祉学部 福祉
環境学科

熊本市中央区大江２－５－
１

096-364-5161 熊本学園大学 80 4年

5
熊本学園大学社会福祉学部　子ど
も家庭福祉学科

熊本市中央区大江２－５－
１

096-364-5161 熊本学園大学 80 4年

6
熊本学園大学社会福祉学部　ライ
フ・ウェルネス学科

熊本市中央区大江２－５－
１

096-364-5161 熊本学園大学 80 4年

7
九州看護福祉大学看護福祉学部
社会福祉学科

玉名市富尾８８８ 0968-75-1800 九州看護福祉大学 90 4年

8
熊本ＹＭＣＡ学院　社会福祉学科通
信制

熊本市中央区新町１－３－
８

096-353-6393 熊本ＹＭＣＡ学院 120 1年7か月

9
熊本社会福祉専門学校　社会福祉
科

熊本市中央区水前寺１－１
－８

096-340-0071 熊本社会福祉専門学校 40 3年

10
専門学校 湖東カレッジ唐人町校 人
間福祉学科 社会福祉コース

熊本市中央区上鍛冶屋町
８－２

096-351-1001
専門学校 湖東カレッジ唐
人町校

10 4年

㉔社会福祉士受験資格取得関連施設

-95-



№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 備考

1
熊本学園大学社会福祉学部　第一部社
会福祉学科介護福祉士ｺｰｽ

熊本市中央区大江２－５－
１

096-364-5161 熊本学園大学 20 4年

2
九州看護福祉大学看護福祉学部社会
福祉学科介護福祉士コース

玉名市富尾８８８ 0968-75-1800 九州看護福祉大学 10 4年

3 熊本ＹＭＣＡ学院　老人ケア科
熊本市中央区新町１－３－
８

096-353-6393 熊本ＹＭＣＡ学院 40 2年

4
熊本社会福祉専門学校　介護福祉
科

熊本市中央区国府２－６－
１６

096-362-7707 熊本社会福祉専門学校 40 2年

5
中九州短期大学　経営福祉学科
介護福祉士コース

八代市平山新町４４３８ 0965-34-7651 中九州短期大学 40 2年

6
九州中央リハビリテーション学院
介護福祉学科

熊本市中央区本山３－３－
８４

096-322-2200
九州中央リハビリテーショ
ン学院

40 2年

7
大原保育医療福祉専門学校熊本校
介護福祉学科

熊本市西区春日2-737-2 096-327-5500 大原学園 30 2年

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員等 備考

1 熊本ＹＭＣＡ学院（通信） 熊本市中央区帯山2-1-11 096-382-6661
学校法人
熊本ＹＭＣＡ学園

384 9月

2 熊本ＹＭＣＡ学院（昼間） 熊本市中央区帯山2-1-1１ 096-382-6661
学校法人
熊本ＹＭＣＡ学園

20 7月

3 リビング・ウイル・サポート（昼間）
熊本市東区下南部2-15-
11

096-388-2720
有限会社
リビング・ウイル・サポート

20 6月

4 リビング・ウイル・サポート（通信）
熊本市東区下南部2-15-
11

096-388-2720
有限会社
リビング・ウイル・サポート

20 6月

5 パンチャーセンター(昼間)
熊本市南区城南町舞原
280-7

0964-28-7503
有限会社
パンチャーセンター

40 7月

6 パンチャーセンター(通信)
熊本市南区城南町舞原
280-7

0964-28-7503
有限会社
パンチャーセンター

40 6月

7 しょうぶ苑（昼間） 熊本市南区田迎4-5-12 096-285-5935
有限会社
九州松栄産業

20 7月

8 しょうぶ苑（通信） 熊本市南区田迎4-5-12 096-285-5935
有限会社
九州松栄産業

20 6月

9 熊本市職業訓練センター 熊本市西区花園7-19－10 096-325-6947
職業訓練法人
熊本市職業訓練センター

20 7月

10 シラサギ（通信）
八代市大手町北の丸町3-
50

0965-39-8220
株式会社
シラサギ

20 7月

11 シラサギ（昼間）
八代市大手町北の丸町3-
50

0965-39-8220
株式会社
シラサギ

20 6月

12 すずらんの里 八代市新町5-20 0965-39-7511
社会福祉法人
天龍会

30 6月

13 総合プラント熊本校（昼間）
熊本市中央区神水1-38-
10

096-385-9888
株式会社
総合プラント

20 7月

14 総合プラント熊本校（通信）
熊本市中央区神水1-38-
10

096-385-9888
株式会社
総合プラント

20 6月

15 シャイニング熊本校（昼間） 熊本市西区島崎5-46-10 096-285-1037
合同会社
シャイニング

20 7月

16 シャイニング熊本校（通信） 熊本市西区島崎5-46-10 096-285-1037
合同会社
シャイニング

20 6月

17 総合健康推進財団　実務者研修 熊本市西区花園7-19-10 096-285-7010
公益財団法人
総合健康推進財団

20 7月

18 介護福祉の学校　キャリタスくるみの杜 熊本市東区渡鹿8-1-70 092-555-3315 アースウェル株式会社 40 6月

19 ホットラインワールド天草教室 天草市太田町21-4 099-210-5442
株式会社
ホットラインワールド

20 6月

20 ホットラインワールド熊本南教室 熊本市南区八分字町19 099-210-5442
株式会社
ホットラインワールド

20 6月

21 ホットラインワールド八代教室 八代市新町5-20 099-210-5442
株式会社
ホットラインワールド

20 6月

22 ホットラインワールド宇城教室 宇城市松橋町大野85 099-210-5442
株式会社
ホットラインワールド

20 6月

23 ホットラインワールド玉名教室 玉名市岩崎152-2 099-210-5442
株式会社
ホットラインワールド

20 6月

㉕介護福祉士指定養成施設

㉖介護福祉士実務者養成施設
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24 ホットラインワールド菊池教室 菊池市亘32 099-210-5442
株式会社
ホットラインワールド

20 6月

25 ホットラインワールド合志教室 合志市栄2295-2 099-210-5442
株式会社
ホットラインワールド

20 6月

26 キャリア教育プラザ株式会社
熊本市東区健軍3-39-14-
701

096-342-8181
キャリア教育プラザ株式
会社

28 6月

27 キャリア教育プラザ荒尾研修センター
熊本市東区健軍3-39-14-
701

096-342-8181
キャリア教育プラザ株式
会社

20 6月

28 三幸福祉カレッジ　熊本教室（昼間）
熊本市中央区水道町7-16
富士水道町ビル７F

092-737-6371
株式会社
日本教育クリエイト

30 6月

29 ゆうしん介護福祉士実務者研修（昼間） 熊本市東区錦ヶ丘26-11 096-367-0565
有限会社
ゆうしん

20 7月

30 ゆうしん介護福祉士実務者研修（通信） 熊本市東区錦ヶ丘26-11 096-367-0565
有限会社
ゆうしん

20
50

6月

31 地域福祉シンクタンクさくら（通信） 人吉市九日町109-1 0966-32-9515
株式会社
プエルタ

20 6月

32
九州中央リハビリテーション学院　教育・社会
福祉専門課程　介護福祉学科（通信）

熊本市中央区本山3-3-94 096-322-7007
学校法人
立志学園

32 6月

33
リバーサイド熊本　介護福祉士実務者研
修通信スクール（通信）

熊本市中央区本荘5-10-
23

096-277-2588
社会福祉法人
熊本厚生事業福祉会

20 6月

34 ケアサポート・スクール（通信） 熊本市新大江1-19-27 096-362-6210 熊本福祉合同会社 20 6月

35 ケアサポート・スクール（昼間） 熊本市新大江1-19-27 096-362-6210 熊本福祉合同会社 20 7月

36 桜十字介護福祉士実務者研修（通信） 熊本市南区御幸木部1-1-1 096-378-1111
株式会社
桜十字

40 6月
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日 備考

1 友愛会銀杏寮
熊本市西区春日５丁目１７
－３６

096-352-6602 (福)同胞友愛会 60 S35. 12. 1 熊本市所管

2 菊池園 菊池市泗水町吉富１７－１ 0968-38-2956 (福)紫翠会 50 S47.10. 6

3 千草寮
八代市千丁町太牟田２６１
８

0965-46-0032 (福)東泉会 50 H21.4.1
H20年度末
に八代市か
ら民間移譲

4 野坂の浦荘
葦北郡芦北町大字田浦町
３５８－２

0966-87-2277 (福)蘇生会 50 S55. 4.30

5 しらがね寮
球磨郡あさぎり町上西８３
５－２

0966-45-6668 あさぎり町 50 S43. 4. 1

6 天草園
天草市河浦町宮野河内３
６６２－２

0969-78-0053 (福)博愛会 70 S43.11.22

7 真和館
阿蘇郡西原村大字鳥子３
０７２

096-279-1121 (福)致知会 50 H18. 4.28

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日 備考

1 イエズスの聖心病院
熊本市西区上熊本２－１１
－２４

096-352-7181 (福)聖櫻会 87 S27. 4.30 熊本市所管

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日 備考

1 熊本授産場
熊本市中央区本荘２－３
－８

096-366-6251
(福)熊本市社会福
祉協会

30 S27. 5.24 熊本市所管

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日 備考

1 済生会熊本病院 熊本市南区近見５－３－１ 096-351-8000 (福)恩賜財団済生会 400 S31. 1 熊本市所管

2 イエズスの聖心病院
熊本市西区上熊本２－１１
－２４

096-352-7181 (福)聖櫻会 87 S27.4. 1 熊本市所管

3 くわみず病院
熊本市中央区神水１丁目
１４－４１

096-381-2248
社会医療法人
芳和会

100 H21.6.1 熊本市所管

4
くわみず病院附属平和クリ
ニック

熊本市中央区本荘２丁目
１５－１８

096-371-4751
社会医療法人
芳和会

通院のみ H21.8.1 熊本市所管

5 済生会みすみ病院
宇城市三角町波多７７５－
１

0964-53-1611 (福)恩賜財団済生会 140 H15. 3. 1

6 菊陽病院 菊池郡菊陽町原水５５８７ 096-232-3171
社会医療法人
芳和会

315 H21.6.1

7
くわみず病院附属くすのき
クリニック

熊本市北区龍田５丁目１
－４１

096-339-0187
社会医療法人
芳和会

通院のみ H22.8.1 熊本市所管

8 天草ふれあいクリニック 天草市丸尾町１６番３４号 0969-24-1400
社会医療法人
芳和会

通院のみ H27.9.1

9 八代中央クリニック 八代市永碇町１３６１ 0965-32-8008
社会医療法人
芳和会

通院のみ H29.4.1

10 さかき診療所
玉名郡南関町上長田６３８
－１

0968-53-1125
医療法人
親仁会

通院のみ H29.5.1

④無料又は低額診療事業所

（２）社会福祉課

①救護施設

②医療保護施設

③授産施設（社会福祉事業）
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４　子ども・障がい福祉局

（１）　子ども未来課

①保育所

№ 名称 住所 電話 運営为体
利用
定員

備考

1 愛光幼児園 熊本市中央区新大江２－１０－２５ 096-364-0134 （福）慈愛園 90

2 飽田東保育園 熊本市南区砂原町２５ 096-227-0111 （福）飽田東保育園 90

3 旭保育園 熊本市南区近見６丁目１１－１１ 096-352-3940 （福）旭保育園 180

4 麻生田保育園 熊本市北区麻生田４丁目１０－２３ 096-339-4197 熊本市 100

5 あゆみ保育園 熊本市北区武蔵ケ丘１－４－３２ 096-339-5673 （福）歩真会 90

6 有明保育園 熊本市西区小島下町４２２３ 096-329-7889 （福）有明会 50

7 池上保育園 熊本市西区池上町１２２６－１ 096-329-0344 熊本市 90

8 出水南保育園 熊本市中央区出水６－１５－２１ 096-378-8097 （福）柳翔会 90

9 出仲間保育園 熊本市南区出仲間３丁目１－１１ 096-379-0746 （福）仲間会 170

10 海路口保育園 熊本市南区海路口町６１７ 096-223-1300 （福）天明福祉会 60

11 瑩光保育園 熊本市西区花園６－８－３４ 096-353-5815 （福）螢光福祉会 60

12 画図保育園 熊本市東区下江津２丁目２－１ 096-378-4756 （福）はちす福祉会 90

13 小木保育園 熊本市南区城南町塚原９９４－１９ 0964-28-2147 （福）小木会 120

14 奥古閑保育園 熊本市南区奥古閑町１５６２－２ 096-223-2613 （福）天明福祉会 45

15 小島保育園 熊本市西区小島７丁目６－７ 096-329-7250 熊本市 60

16 おぜき保育園 熊本市東区下南部２丁目２－１２３ 096-388-1148 （福）くすの実福祉会 90

17 帯山保育園 熊本市東区月出２－４－２７ 096-384-0922 （福）三和福祉会 120

18 小山保育園 熊本市東区小山２丁目２４－２０ 096-380-2116 （福）託麻小山保育園 150

19 春日保育園 熊本市西区春日３丁目１１－１ 096-352-6953 熊本市 90

20 カトレア保育園 熊本市東区若葉６－１３－５２ 096-367-3741 （福）すみれ福祉会 90

21 上ノ郷保育園 熊本市南区上ノ郷１－１０－５ 096-325-5688 （福）上の郷福祉会 90

22 川口保育園 熊本市南区川口町１０９９－２ 096-223-2893 （福）天明福祉会 60

23 川尻保育園 熊本市南区川尻５丁目４－２４ 096-357-4560 （福）立正福祉会 90

24 河内からたち保育園 熊本市西区河内町河内２９４６ 096-276-1186 （福）恵満生福祉会 40

25 雁回まこと保育園 熊本市南区富合町木原１４１０－１ 096-357-3678 （福）光福会 130

26 木の実保育園 熊本市東区西原２－２０－１４ 096-382-2551 （福）木の実福祉会 90

27 京塚保育園 熊本市東区尾ノ上３－１３－２６ 096-381-5784 熊本市 110

28 京町台保育園 熊本市西区池田１－２－１ 096-352-6280 熊本市 100

29 きらら保育園 熊本市北区清水新地２－８－１ 096-344-8329 （福）清水会 150

30 ぎんなん保育園 熊本市東区京塚本町６５－３１ 096-381-5579 （福）ぎんなん保育園 90

31 くすのき保育園 熊本市南区城南町六田４７５－２ 0964-28-6163 （福）楠福祉会 120

32 くすの実保育園 熊本市北区楠４－３－１５ 096-338-0371 （福）くすの実福祉会 120

33 熊本すみれ保育園 熊本市西区池亀町２０－４１ 096-325-6520 （福）栄和会 90

34 熊本日の出保育園 熊本市東区桜木３－１５－５ 096-367-0089 （福）小楠福祉会 120

35 熊本藤富保育園 熊本市南区護藤町９７３ 096-357-5622 （福）南苑会 90

36 熊本夜間保育園 熊本市中央区新市街１３－１９ 096-355-6558 （福）はちす福祉会 45

37 黒髪乳児保育園 熊本市中央区黒髪２－３６－３３ 096-343-5017 (学)九州ルーテル学院 60

38 黒髪幼愛園 熊本市中央区黒髪２－９－２０ 096-344-0055 （福）紫水会 200

39 健軍保育園 熊本市東区健軍２－１２－１７ 096-368-3053 熊本市 110

40 幸田保育園 熊本市南区良町２－５－１ 096-378-7674 熊本市 90

41 広福保育園 熊本市東区長嶺東５－２３－２５ 096-380-2024 （福）広福福祉会 120

42 光輪保育園 熊本市東区沼山津４－８－２９ 096-369-4900 （福）沼山津福祉会 90

43 こまどり保育園 熊本市東区八反田２－２１－１７ 096-380-5586 （福）託麻福祉会 120

44 桜ケ丘保育園 熊本市北区植木町滴水２４５－１ 096-272-0284 （福）桜ケ丘福祉会 110
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№ 名称 住所 電話 運営为体
利用
定員

備考

45 さくらぎ保育園 熊本市東区花立３－３０－１ 096-369-5586 （福）秋津福祉会 90

46 さくらんぼ保育園 熊本市東区広木町２９－３５ 096-365-4150 （福）湧水会 130

47 さつきケ丘保育園 熊本市北区龍田１－４－３０ 096-339-2666 （福）さつき会 100

48 清水保育園 熊本市北区清水本町１３－７ 096-343-6983 熊本市 90

49 清水ケ丘保育園 熊本市北区兎谷１丁目３－８２ 096-345-0850 （福）清水ケ丘福祉会 90

50 城高保育園 熊本市西区城山大塘2丁目1-24 096-329-8107 （福）光輪福祉会 90

51 城東保育園 熊本市中央区九品寺１丁目１３－２０ 096-363-4644 熊本市 130

52 城南こばと保育園 熊本市南区城南町鰐瀬２２３ 0964-28-3047 （福）鰐瀬福祉会 60

53 城南慈光保育園 熊本市南区城南町坂野２０９０－１ 0964-28-5612 （福）城南慈光会 60

54 城南ふたば保育園 熊本市南区城南町丹生宮６６７ 0964-28-6856 （福）清育会 70

55 浄法たから保育園 熊本市南区富合町小岩瀬６８６ 096-357-6021 （福）長宝会 140

56 済生会しらふじ保育園 熊本市南区白藤３－２－７０ 096-357-2551 （福）済生会 160

57 じんあい乳児園 熊本市西区春日４－３０－１１ 096-354-6515 （福）城北会 50

58 水前寺保育園 熊本市中央区水前寺公園２０－５ 096-383-1317 （福）水前寺福祉会 80

59 すぎのこ保育園 熊本市西区二本木４－２２－２５ 096-355-6725 （福）生光福祉会 90

60 聖母幼愛園 熊本市東区南町１３－３ 096-369-7521 （福）聖マリア会 90

61 せきれい保育園 熊本市東区健軍５－１－１１ 096-367-3614 （福）湧光会 90

62 銭塘保育園 熊本市南区銭塘町９７６－２ 096-223-2247 （福）天明福祉会 80

63 大光保育園 熊本市東区画図町所島７５５－３ 096-378-6538 （福）大光保育園 110

64 第二画図保育園 熊本市中央区出水４－１３－１９ 096-371-5717 （福）はちす福祉会 60

65 第二エンゼル保育園 熊本市東区榎町３－１０ 096-365-6950 （福）佐土原福祉会 120

66 第二桜ケ丘保育園 熊本市中央区世安町５６７－３ 096-354-6679 （福）桜ケ丘福祉会 120

67 第二森下保育園 熊本市南区近見７丁目１２－３３ 096-324-2514 （福）高江福祉会 90

68 大和保育園 熊本市北区植木町大和３７－６ 096-275-1324 （福）熊本菊寿会 60

69 田底保育園 熊本市北区植木町正清５０８ 096-274-6254 熊本市 90

70 たちばな保育園 熊本市西区河内町河内２１９２ 096-276-1481 （福）橘福祉会 75

71 たつだ保育園 熊本市北区龍田弓削２－７－１００ 096-339-4946 （福）龍田福祉会 145

72 田原児童園 熊本市北区植木町富応１１６７ 096-272-5381 （福）木葉昭和児童園 80

73 千草保育園 熊本市中央区平成３－２－１２ 096-378-3958 （福）向真会 120

74 月出保育園 熊本市東区月出６丁目３－５ 096-382-5657 （福）月出福祉会 90

75 つくし保育園 熊本市西区花園５－２－１１ 096-356-6766 （福）つくし福祉会 70

76 つぼみ保育園 熊本市中央区国府本町１２－７３ 096-366-2577 （福）金城会 150

77 天使の園保育園 熊本市中央区渡鹿１－１７－５２ 096-364-0352 （福）聖嬰会 60

78 供合保育園 熊本市東区上南部３丁目１８－５２ 096-380-2036 （福）供合保育園 150

79 豊田保育園 熊本市北区植木町豊田５６５ 096-272-0201 熊本市 120

80 中島保育園 熊本市西区沖新町６７５ 096-329-7309 熊本市 45

81 中緑保育園 熊本市南区美登里町４５４ 096-223-2380 （福）天明福祉会 50

82 ながみね保育園 熊本市東区長嶺東５丁目１－１７ 096-388-2220 (学)開新学園 120

83 なかよし保育園 熊本市南区幸田２丁目１－８０ 096-288-7245 （福）二見中央福祉会 100

84 西里保育園 熊本市北区硯川町１１３３ 096-245-0062 熊本市 110

85 にれのき保育園 熊本市北区楡木５－３０－２０ 096-338-4356 （福）楡木会 70

86 のぞみ保育園　 熊本市東区若葉２－１２－１ 096-368-2654 （福）熊本市社会福祉協会 100

87 白山保育園 熊本市中央区白山２－１２－３ 096-364-4815 熊本市 90

88 白羊保育園 熊本市西区島崎３－２０－３４ 096-352-9540 （福）白羊福祉会 90

89 はけみや保育園 熊本市北区高平３－３５－２８ 096-344-7281 （福）託麻寮 90

90 畠口みのり保育園 熊本市南区畠口町２１３７－２ 096-227-2460 （福）畠口みのり福祉会 70

91 ひかり幼児園 熊本市中央区大江２－３－２ 096-364-1073 （福）慈愛園 90
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92 菱形保育園 熊本市北区植木町上古閑６２－２ 096-272-1584 熊本市 80

93 ひでみ保育園 熊本市北区鶴羽田３－１－７８ 096-276-8111 （福）靖共会 260

94 ひまわり保育園 熊本市中央区新大江１－７－３９ 096-364-7649 （福）ひまわり保育園 60

95 ひむき保育園 熊本市東区戸島７－９－４８ 096-380-4280 （福）日向福祉会 130

96 日吉保育園 熊本市南区十禅寺２－９－１ 096-324-7918 （福）日吉福祉会 120

97 藤崎台保育園 熊本市中央区古京町３－５ 096-352-5003 （福）藤崎台童園 60

98 二岡保育園 熊本市東区戸島３－１１－６２ 096-380-2252 （福）二岡福祉会 150

99 双葉保育園 熊本市中央区本荘２－３－１５ 096-364-0875 （福）熊本市社会福祉協会 90

100 報徳保育園 熊本市西区池田２－４９－１５ 096-322-8577 （福）熊本市社会福祉協会 90

101 北部中央保育園 熊本市北区西梶尾町５３５－３ 096-245-0074 （福）芳成会 120

102 本荘保育園 熊本市中央区本荘６－１６－２４ 096-364-4509 熊本市 130

103 本妙寺保育園 熊本市西区花園４－３－２３ 096-354-4222 （福）加寿美園 130

104 松尾保育園 熊本市西区西松尾町４９７１ 096-329-1250 （福）松尾福祉会 70

105 マリア幼愛園 熊本市中央区水前寺４－３１－５６ 096-382-9291 （福）聖マリア会 90

106 まんごく保育園 熊本市北区清水万石４丁目５ー５ 096-345-7423 （福）しみず福祉会 120

107 みのり保育園 熊本市中央区本荘３－６－１９ 096-364-0466 （福）みのり保育園 60

108 御幸こばと保育園 熊本市南区御幸笛田７－１５－３０ 096-378-3283 （福）御幸福祉会 120

109 むつみ保育園 熊本市北区楠１－１５－１６ 096-338-6365 （福）睦美福祉会 120

110 愛保育園 熊本市南区近見３丁目１３－３０ 096-325-3858 （福）真愛福祉会 90

111 やまびこ保育園 熊本市東区尾ノ上２－２５－１８ 096-367-0403 （福）湧泉山彦 50

112 山本保育園 熊本市北区植木町清水１０６７－３ 096-272-0281 熊本市 70

113 友愛会保育園 熊本市中央区壺川２－１－５７ 096-355-6623 （福）同胞友愛会 90

114 横手保育園 熊本市中央区横手２－１－１１ 096-352-4925 熊本市 100

115 リズム幼育園 熊本市南区御幸笛田３－１２－１ 096-379-3776 （福）御幸福祉会 150

116 リリ－保育園 熊本市南区並建町８３９－１ 096-227-0075 （福）鈴良福祉会 45

117 若葉幼愛園 熊本市西区上代１丁目１１－２ 096-352-5772 （福）若葉福祉会 70

118 和光保育園 熊本市南区城南町隈庄７３６ 0964-28-4993 （福）光徳福祉会 150

119 和幸保育園 熊本市北区植木町平野３２３－２ 096-273-1225 （福）友宝会 60

120 わらべ保育園 熊本市東区新南部２－２－５０ 096-384-0013 （福）敬人会 160

121 梶尾保育園 熊本市北区梶尾町２８８－１ 096-245-5555 （福）角岳会 100

122 Ai保育園尾ノ上 熊本市東区尾ﾉ上１丁目８番２４号 096-237-6711 （株）アイグラン 120

123 明星保育園 熊本市南区出仲間２丁目１－２０ 096-284-1910 （福）松風会 110

124 幼育学園幼光園 熊本市東区健軍３丁目３４－１７ 096-365-1410 (有)幼光園 90

125 美心幼愛園 熊本市西区中島町５６０番地 096-329-8760 （福）貴心会 70

126 愛育保育園 熊本市東区桜木６丁目２－２６ 096-369-3402 （福）やまびこ会 60

127 鳳鳴保育園 熊本市中央区世安町３９３－２ 096-352-0627 （福）鳳鳴会 90

128 よつば保育園 熊本市東区小山５－２７－４０ 096-388-5300 （福）よつば福祉会 120

129 舞原保育園 熊本市南区城南町舞原２９１－７ 096-428-2121 （福）恵水福祉会 120

130 太田郷ひびき保育園 八代市日置町３０８ 0965-32-3374 八代市 60

131 郡築しおかぜ保育園 八代市郡築六番町８１－３ 0965-37-0426 八代市 70

132 高田あけぼの保育園 八代市本野町５２２ 0965-32-3923 八代市 60

133 金剛みどり保育園 八代市高植本町１６０９－２ 0965-32-5380 八代市 60

134 白島ぎんが保育園 八代市郡築二番町１１０－３ 0965-37-0202 八代市 45

135 宮地さくら保育園 八代市宮地町３３ 0965-32-3470 八代市 45

136 あげまち保育園 八代市揚町３５－２ 0965-35-6666 （福）権現福祉会 90

137 海士江保育園 八代市海士江町３４２８ 0965-33-0343 （福）江南福祉会 140

138 いずみ保育園 八代市植柳元町５９４０ 0965-32-6067 （福）いずみ福祉会 90
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139 からたち保育園 八代市萩原町１－７－３６ 0965-33-3722 （福）からたち福祉会 40

140 キュ－ピ－保育園 八代市迎町２－１３－７ 0965-33-3395 （福）郁芳会 50

141 くおん保育園 八代市上片町１５４９ 0965-32-3051 （福）八代市東部福祉会 90

142 高田東部保育園 八代市豊原上町２９２０－２－４ 0965-32-4690 （福）八代市高田東部福祉会 130

143 光嶺保育園 八代市二見本町９８２ 0965-38-9032 （福）光嶺福祉会 50

144 昭和保育園 八代市昭和明徴町８３４－７ 0965-37-2393 （福）昭和福祉会 60

145 白鷺保育園 八代市本町２－３－４６ 0965-35-1820 （福）慈光福祉会 90

146 しらぬい保育園 八代市高小原町１５０７－１ 0965-34-1002 （福）しらぬい会 120

147 杉の実保育園 八代市井揚町２２７４ 0965-33-5503 （福）翠杉会 100

148 たから保育園 八代市清水町４－７ 0965-33-5502 （福）たから福祉会 100

149 つるまる保育園 八代市横手町１６４８ 0965-34-1003 （福）つるまる福祉会 140

150 天真保育園 八代市日奈久上西町３７２－４ 0965-38-0505 （福）敬信会 50

151 パ－ル保育園 八代市築添町１６２５－１ 0965-35-5782 （福）築添福祉会 80

152 バンビ保育園 八代市西宮町１４５２ 0965-34-3514 （福）西宮福祉会 70

153 ひかり夜間保育園 八代市新地町１号２７番地４ 0965-33-5390 （福）八代ひかり福祉会 20

154 ひので保育園 八代市三江湖町１４２７ 0965-35-9501 （福）弥次福祉会 150

155 二見中央保育園 八代市二見下大野町１３１ 0965-38-9420 （福）二見中央福祉会 50

156 みずほ保育園 八代市日奈久大坪町３６８０－1 0965-38-0462 （福）八代市日奈久北部福祉会 70

157 やすらぎ保育園 八代市古城町２２６４－３ 0965-33-3538 （福）やすらぎ福祉会 60

158 八千把保育園 八代市上野町１２６８－２ 0965-35-7725 （福）八千把福祉会 90

159 八代白梅保育園 八代市千反町１丁目３－３ 0965-34-4501 （福）八代白梅福祉会 60

160 八代つくし保育園 八代市高下西町２２８３ 0965-34-5308 （福）八代つくし福祉会 130

161 八代ひかり保育園 八代市新地町１－１８ 0965-33-5391 （福）八代ひかり福祉会 240

162 八代ひまわり保育園 八代市井上町３３０ 0965-34-7008 （福）太田郷福祉会 90

163 八代双葉保育園 八代市松崎町４５３－４ 0965-32-3279 （福）双葉福祉会 90

164 夕葉保育園 八代市若草町３－５ 0965-32-7746 （福）夕葉福祉会 70

165 ゆかり乳児保育園 八代市八幡町１－５１－２ 0965-35-3093 （福）照光福祉会 70

166 わかみや保育園 八代市古閑中町１３５６ 0965-35-3115 （福）若宮会 90

167 和晃保育園 八代市千丁町古閑出２２１１－３ 0965-46-2638 （福）和晃福祉会 60

168 わらび保育園 八代市田中西町１４－１０ 0965-35-6388 （福）八代北部福祉会 140

169 あさひ保育園 八代市坂本町鶴喰２２０７－２ 0965-45-8736 （福）同朊福祉会 50

170 川岳保育園 八代市坂本町川嶽２３７１－２ 0965-45-8305 （福）川岳福祉会 60

171 真愛保育園 八代市坂本町百済来上２７１８－１ 0965-45-8809 （福）真愛福祉会 20

172 わかあゆ保育園 八代市坂本町西部ろ２４３－１０ 0965-45-3117 （福）わかあゆ福祉会 50

173 千丁みどり保育園 八代市千丁町新牟田１３５７番地の３ 0965-46-0088 八代市 120

174 あけぼの保育園 八代市千丁町新牟田１４１－１ 0965-46-0126 （福）あけぼの保育園 100

175 鏡保育園 八代市鏡町鏡村１９０－４ 0965-52-0453 八代市 120

176 鏡第二保育園 八代市鏡町芝口１－３ 0965-52-1267 八代市 45

177 北新地海音保育園 八代市鏡町北新地７０９－３ 0965-53-9426 （福）千秋福祉会 60

178 有佐保育園 八代市鏡町中島１３４４ 0965-52-0508 （福）創和会 80

179 鏡しらぬい保育園 八代市鏡町野崎５４２ 0965-53-9304 （福）鏡寿会 55

180 文政保育園 八代市鏡町両出６５－２ 0965-52-1055 （福）文政福祉会 115

181 文政第二保育園 八代市鏡町貝洲８２６－１ 0965-53-9454 （福）文政福祉会 55

182 若葉保育園 八代市鏡町下有佐２５２ 0965-52-1398 （福）若葉保育園 70

183 河俣保育園 八代市東陽町河俣２６２０ 0965-65-2267 八代市 25

184 太陽保育園 八代市東陽町南３１００－１ 0965-65-2214 （福）太陽保育園 50

185 下岳保育園 八代市泉町下岳１６８７ 0965-67-2527 八代市 45
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186 おこば保育園 人吉市大畑町３９９９ー２ 0966-23ｰ0504 （福）明光福祉会 60

187 こばと保育園 人吉市瓦屋町１７７６－１ 0966-24-4152 （福）おさなご会 110

188 善隣保育園 人吉市瓦屋町１１０６ 0966-22-3573 （福）善隣福祉会 120

189 林保育園 人吉市下林町２７１－４ 0966-22-5891 （福）富士谷福祉会 80

190 人吉乳児保育園 人吉市田町３４－１ 0966-22-3951 （福）仏光福祉会 90

191 蓬莱保育園 人吉市土手町５ 0966-22-2458 （福）蓬莱園 110

192 ひまわり保育園（夜間併設） 人吉市瓦屋町１８４８ 0966-23-5396 （福）松美会 90

193 荒尾市中央保育園 荒尾市増永２２９９－２ 0968-64-1086 （福）荒尾市社会福祉事業団 130

194 清里保育園 荒尾市牛水１６２２ 0968-68-4123 荒尾市 55

195 カンガルー保育園 荒尾市緑ヶ丘３丁目１０－５ 0968-65-8655 （福）緑ヶ丘福祉会 150

196 桜山保育園 荒尾市桜山町２－１２－５ 0968-68-0055 （福）有明福祉会 210

197 シオン園保育所 荒尾市荒尾４１１０ 0968-62-0853 （福）慈愛園 150

198 なかよし保育園 荒尾市日の出町１１－２４ 0968-62-0749 （福）友愛福祉会 170

199 野原保育園 荒尾市川登今寺５３ 0968-68-2623 （福）野原福祉会 140

200 本井手みのり保育園 荒尾市本井手１７７１－２ 0968-66-0694 （福）みのり福祉会 120

201 なかよしの森保育園 荒尾市万田字穴田１６７－２ 0968-62-0744 （福）友愛福祉会 90

202 白梅清香保育園 水俣市天神町２－４－１６ 0966-62-4250 （福）白梅福祉会 120

203 すずかけ保育園 水俣市塩浜町２０３ 0966-63-6633 （福）年輪福祉会 120

204 ちどり保育園 水俣市桜ケ丘４－１ 0966-62-4621 （福）ちどり福祉会 80

205 水俣保育園 水俣市栄町２－１－２１ 0966-63-4725 （福）水俣福祉会 90

206 水俣さくら保育園 水俣市袋１４７７－１ 0966-63-6661 （福）太陽福祉会 60

207 わかたけ保育園 水俣市南福寺９－２１ 0966-63-5903 （福）わかたけ福祉会 80

208 伊倉保育所 玉名市伊倉北方２９１５ 0968-72-2497 玉名市 90

209 玉名第一保育所 玉名市繁根木１４７ 0968-72-3032 玉名市 70

210 玉名くすのき保育園 玉名市中１９０８－１ 0968-72-3277 （福）緑風会 120

211 ちどり保育園 玉名市大浜町４８１３ 0968-76-0583 （福）法輪会 70

212 豊水保育所 玉名市川島６２９－２ 0968-76-0201 玉名市 40

213 滑石保育園 玉名市滑石１５７６－２ 0968-76-2447 （福）天水若竹会 60

214 梅林保育園 玉名市安楽寺２４７ 0968-74-2860 （福）光徳寺福祉会 50

215 おおくらの森保育園 玉名市大倉１５０３－１ 0968-74-1531 （福）せるふねっと２１ 90

216 敬愛保育園 玉名市築地２５０９ 0968-72-3229 （福）敬愛福祉会 120

217 玉名ゆりかご保育園 玉名市岩崎８２ 0968-73-8674 （福）横島保育園 90

218 ぬかみね保育園 玉名市山田１８３６－１５７ 0968-73-4342 （福）緑風会 130

219 慈保育園 玉名市大浜町９１９－１ 0968-76-0189 （福）法輪会 90

220 大野保育所 玉名市岱明町野口２３２１ 0968-57-0133 玉名市 70

221 高道保育所 玉名市岱明町浜田５０１ 0968-57-0614 玉名市 60

222 鍋保育園 玉名市岱明町鍋８６４ 0968-57-0134 （福）岱明憲章会 60

223 睦合保育園 玉名市岱明町古閑３０７ 0968-57-0603 （福）天水福祉事業会 60

224 横島保育園 玉名市横島町横島２３４４－１ 0968-84-2138 （福）横島保育園 110

225 小天保育園 玉名市天水町小天６６３８ 0968-82-2618 （福）天水福祉事業会 80

226 玉水保育園 玉名市天水町部田見９００ 0968-82-2349 （福）天水若竹会 90

227 佐伊津保育所 天草市佐伊津町２３１８ 0969-23-6245 天草市 50

228 志柿保育園 天草市志柿町２８２４－３ 0969-23-1489 （福）育成会 40

229 やまぐち保育園 天草市本渡町本渡９５１ 0969-23-3396 （福）慈恵会 40

230 愛隣保育園 天草市亀場町亀川１７５０ 0969-22-3736 （福）神召会 120

231 延慶寺保育園 天草市浜崎町12-6 0969-22-1669 （福）延慶会 70

232 大矢崎保育園 天草市本渡町広瀬１３３－６ 0969-23-9111 （福）敬信会 90
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233 亀川保育園 天草市亀場町亀川７０４ 0969-23-9077 （福）天地会 90

234 さくら保育園 天草市本渡町本戸馬場１０２６－２ 0969-22-5344 （福）さくら保育園 120

235 椎の実保育園 天草市楠浦町２９５７ 0969-23-1979 （福）楠洋福祉会 60

236 下浦保育園 天草市下浦町１４６９－２ 0969-22-4673 （福）育成会 40

237 瀬戸保育園 天草市瀬戸町５２ 0969-23-7047 （福）育成会 60

238 東向寺保育園 天草市本町新休３７－１ 0969-23-7030 （福）三心会 70

239 箱ノ水保育園 天草市本渡町本戸馬場１４９８－１ 0969-23-8881 （福）博園会 80

240 枦宇土保育園 天草市枦宇土町１７１３－１ 0969-23-5125 （福）青空会 50

241 東町保育園 天草市東町７１ 0969-23-1925 （福）福愛会 50

242 本渡はまゆう保育園 天草市諏訪町１５－５ 0969-22-5590 （福）慈恵会 150

243 本渡ひまわり保育園 天草市志柿町５３８９-６ 0969-23-7025 （福）黎明会 60

244 本渡ふたば保育園 天草市旭町２４６－２ 0969-23-7918 （福）青豊会 70

245 本町保育園 天草市本町本７７２－１ 0969-22-3871 （福）本町保育園 60

246 南保育園 天草市南新町９－２７ 0969-22-3778 （福）南保育園 70

247 宮地岳保育園 天草市宮地岳町５４１３－５ 0969-28-0077 （福）角岳会 30

248 めぐみ保育園 天草市南町６－９ 0969-23-7334 （福）岳州会 60

249 牛深保育所 天草市牛深町１７９ 0969-72-4735 天草市 20

250 深海保育所 天草市深海町９１２－３ 0969-75-0201 天草市 20

251 天附保育園 天草市牛深町３４６９-２ 0969-72-2564 （福）天附保育園 30

252 おれんじ保育園 天草市深海町２０５４－５ 0969-75-0067 （福）浅海福祉会 20

253 観音保育園 天草市牛深町１８９０－１ 0969-73-3611 （福）和順会 40

254 久玉保育園 天草市久玉町１８６７ 0969-72-5295 （福）自水会 80

255 幸愛保育園 天草市牛深町１０４７－１３ 0969-72-2804 （福）幸愛会 60

256 しろはと保育園 天草市牛深町1128-1 0969-72-3501 （福）白浜福祉会 60

257 もぐし保育園 天草市牛深町１２１２－２ 0969-72-2772 （福）共愛会 30

258 有明東保育園 天草市有明町大浦３４０２－１ 0969-54-0365 （福）育成会 50

259 浦和保育所 天草市有明町上津浦３７２５－３ 0969-53-0507 天草市 30

260 島子保育園 天草市有明町大島子２６５５－１ 0969-52-0019 （福）育成会 30

261 御所浦保育所 天草市御所浦町２８９４-２ 0969-67-2004 天草市 40

262 御所浦北保育所 天草市御所浦町横浦82-5 0969-67-3737 天草市 20

263 倉岳保育園 天草市倉岳町棚底２６１９ 0969-64-3480 （福）苓陽 60

264 栖本保育所 天草市栖本町馬場２３５－１ 0969-66-2502 天草市 20

265 和貴保育園 天草市栖本町湯船原６３７－１ 0969-66-2117 （福）栖本福祉会 60

266 小宮地保育園 天草市新和町小宮地763番地11 0969-46-2002 （福）共愛会 60

267 手野保育園 天草市五和町手野1丁目３０１０ 0969-34-0614 （福）観音福祉会 30

268 有明幼児園 天草市五和町御領１２１３１ 0969-32-0091 （福）光総会 40

269 五和さざなみ保育園 天草市五和町二江４５６６ 0969-33-0878 （福）大心会 20

270 御領幼児園 天草市五和町御領８３３５ 0969-32-0524 （福）光総会 30

271 城河原保育園 天草市五和町城河原３丁目６５５－２ 0969-34-0011 （福）観音福祉会 50

272 清涼保育園 天草市五和町鬼池９４７-8 0969-32-0039 （福）賢真会 20

273 東雲寺保育園 天草市五和町二江１５１４ 0969-33-1423 （福）大心会 20

274 しらさぎ保育園 天草市天草町下田北１３８６－２ 0969-42-3700 （福）しらさぎ保育園 20

275 もみじ保育園 天草市天草町大江６２９７－２ 0969-42-5167 （福）誠求社 40

276 一町田保育園 天草市河浦町河浦4850番地 0969-76-0151 （福）元気会 30

277 宮野河内保育所 天草市河浦町宮野河内３１３－４ 0969-78-0037 天草市 20

278 﨑津保育園 天草市河浦町﨑津１７８２ 0969-79-0181 （福）元気会 40

279 かおう保育園 山鹿市鹿央町合里１１９－１ 0968-36-2110 山鹿市 170
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280 大道保育園 山鹿市方保田５３４ 0968-46-2328 （福）つむぎ会 80

281 稲光園 山鹿市鹿本町高橋６４６ 0968-46-5030 （福）善照福祉会 80

282 富慈園 山鹿市鹿本町中川1130-19 0968-46-2578 山鹿市 60

283 やはた保育園 山鹿市熊入町１１７ 0968-43-1157 （福）平成会 90

284 山鹿保育園 山鹿市川端町４０２ 0968-43-1153 山鹿市 110

285 幼慈園 山鹿市鹿本町御宇田２２５ 0968-46-2360 山鹿市 90

286 米田保育園 山鹿市南島１８１０－３ 0968-43-1159 山鹿市 50

287 かもと乳児保育園 山鹿市鹿本町下高橋４－１ 0968-46-3439 （福）善照福祉会 80

288 栗の実保育園 山鹿市菊鹿町長１２２２ 0968-48-2134 （福）昭登福祉会 50

289 城北アソカ保育園 山鹿市菊鹿町松尾６６６－３ 0968-48-2129 （福）明光会 40

290 つぼみ保育園 山鹿市菊鹿町上永野５１２ 0968-48-2198 （福）慈光会 60

291 平小城保育園 山鹿市平山５４６０ 0968-43-6084 （福）寿会 90

292 三岳保育園 山鹿市寺島１３５８ 0968-43-3874 （福）三岳福祉会 50

293 三玉保育園 山鹿市久原２８５１－１ 0968-43-6330 （福）三玉福祉会 120

294 八玉保育園 山鹿市久原３９８７ 0968-43-5181 （福）ゆりかご福祉会 110

295 山鹿中央保育園 山鹿市山鹿１０８０ 0968-44-3653 （福）七城園 80

296 山鹿西保育園 山鹿市志々岐１７３１－２ 0968-44-5582 （福）三岳福祉会 50

297 山鹿東保育園 山鹿市鹿校通２－５－５５ 0968-44-6253 （福）七城園 110

298 山鹿若葉保育園 山鹿市鹿校通１丁目２２－２８ 0968-43-7187 （福）大道福祉会 70

299 ゆりかご乳児保育園 山鹿市下吉田４７８－２ 0968-44-2961 （福）ゆりかご福祉会 80

300 まほろば保育園 山鹿市鹿北町四丁1597-4 0968-32-2230 （福）平成会 90

301 菊之池保育園 菊池市野間口７２１ 0968-25-3304 菊池市 110

302 菊池第２さくら幼楽園 菊池市隈府７８５ 0968-25-2918 （福）菊豊会 140

303 菊池幼楽園 菊池市隈府４４３番地２ 0968-25-3035 （福）たけの子会 150

304 砦保育園 菊池市七城町流川２１２ 0968-25-2270 （福）加茂川保育園 60

305 花房保育園 菊池市出田２５１５ 0968-25-3223 菊池市 70

306 あすなろ保育園 菊池市雪野１７３８－３ 0968-23-4006 （福）あすなろ保育園 60

307 加茂川保育園 菊池市七城町甲佐町２８０－１ 0968-25-3208 （福）加茂川保育園 90

308 川辺保育園 菊池市旭志川辺８４－１ 0968-37-2438 （福）鞍岳会 100

309 菊池さくら保育園 菊池市豊間３０１－９ 0968-24-3880 （福）菊豊会 100

310 菊池乳児保育園 菊池市野間口８２６ 0968-24-3848 （福）菊幸会 70

311 菊池ひかり保育園 菊池市亘１０９ 0968-25-3419 （福）菊池ひかり保育園 110

312 北合志保育園 菊池市旭志麓２９１５－３１ 0968-37-2809 （福）旭志福祉会 50

313 泗水東保育園 菊池市泗水町富納４６４－１ 0968-38-3350 （福）泗水東保育園 110

314 新明保育園 菊池市旭志新明２５５５-２ 0968-37-3126 （福）新明福祉会 90

315 清泉保育園 菊池市七城町林原９４８－２ 0968-26-4070 （福）清泉保育園 70

316 田島保育園 菊池市泗水町田島５８４－１ 0968-38-2802 （福）田島会 100

317 富原保育園 菊池市泗水町吉富１７５－４６ 0968-38-2252 （福）芙蓉福祉会 140

318 福本保育園 菊池市泗水町福本１７９２ 0968-38-4651 （福）福芳会 130

319 吉富保育園 菊池市泗水町吉富２６５８ 0968-38-3795 （福）喜育園 90

320 ルンビニ保育園 菊池市赤星８９２－４ 0968-25-3236 （福）ルンビニ保育園 50

321 網津保育園 宇土市網津町２０８２－３ 0964-24-3332 （福）育遊会 90

322 網田保育園 宇土市下網田町１２５２－１ 0964-27-0136 （福）健児福祉会 90

323 轟保育園 宇土市神馬町８００ 0964-22-0630 （福）すみれ福祉会 70

324 緑川保育園 宇土市野鶴町３５３ 0964-22-0321 （福）緑翠会 90

325 宇土ありあけ保育園 宇土市花園町５５３－２ 0964-27-5579 （福）健児福祉会 110

326 宇土エンゼル保育園 宇土市高柳町１００－５ 0964-23-3288 （福）速證会 60
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327 宇土東保育園 宇土市松原町２２２－３ 0964-22-0480 （福）育遊会 100

328 すみれ保育園 宇土市本町２－３２ 0964-22-0538 （福）すみれ福祉会 70

329 たんぽぽ保育園 宇土市松山町１９３９－２ 0964-22-2021 （福）白日会 110

330 走潟保育園 宇土市走潟町８０２－１ 0964-22-0404 （福）緑翠会 70

331 はなぞの保育園 宇土市松山町２６０４ 0964-22-0286 （福）裕輝会 110

332 ひかり保育園 宇土市本町５－２９－２ 0964-22-0495 （福）ひかり保育園 130

333 肥後っこ保育園（夜間） 宇土市北段原町５０－７ 0964-23-6541 （福）温心会 40

334 大道保育園 上天草市龍ヶ岳町大道１９２１－１ 0969-63-0014 上天草市 40

335 教良木保育園 上天草市松島町教良木３１７９ 0969-57-0064 上天草市 30

336 樋島保育園 上天草市龍ヶ岳町樋島１２８７－１ 0969-62-0757 上天草市 40

337 あそか保育園 上天草市大矢野町上１１８８ 0964-56-3088 （福）あそか福祉会 50

338 光保育園 上天草市大矢野町中９８７７－２ 0964-57-0556 （福）ひかり保育会 60

339 慈愛保育園 上天草市大矢野町中７６３３－１ 0964-57-0816 （福）慈愛福祉会 60

340 いずみ保育園 上天草市大矢野町登立９２４９－２ 0964-56-2778 （福）いずみ福祉会 70

341 下山保育園 上天草市大矢野町維和５５１０－２７ 0964-58-0229 （福）下山福祉会 30

342 みつる保育園 上天草市大矢野町上３１４８－１６３ 0964-56-2406 （福）松涛園みつる福祉会 60

343 大矢野たから保育園 上天草市大矢野町登立１１９２－４ 0964-56-3375 （福）大矢野たから福祉会 50

344 大矢野あゆみ保育園 上天草市大矢野町上７５５５ 0964-56-3356 （福）大矢野あゆみ福祉会 60

345 愛光園 上天草市松島町阿村４２３５－２ 0969-56-0169 （福）愛光園 70

346 今泉保育園 上天草市松島町今泉１３３８－１ 0969-56-2623 （福）今泉福祉会 90

347 松島保育園 上天草市松島町合津１４８１－１ 0969-56-1380 （福）松島保育会 60

348 姫戸ひかり保育園 上天草市姫戸町姫浦６８３－２ 0969-58-2246 （福）姫戸ひかり会 60

349 大岳保育園 宇城市三角町手場２０１４ 0964-54-0162 宇城市 30

350 河江保育園 宇城市小川町川尻１３４－１ 0964-43-0147 （福）小川福祉会 120

351 不知火保育園 宇城市不知火町高良１９５２ 0964-33-2419 宇城市 100

352 青海保育園 宇城市三角町郡浦８１ 0964-54-0001 宇城市 45

353 戸馳保育園 宇城市三角町戸馳５２０４ 0964-52-2442 宇城市 30

354 豊野保育園 宇城市豊野町糸石２９９７ 0964-45-2161 宇城市 150

355 松橋保育園 宇城市松橋町松橋５６４ 0964-32-0215 （福）養育福祉会 150

356 大空保育園 宇城市小川町南小野１１６６ 0964-43-1536 （福）小川大空会 130

357 海東保育園 宇城市小川町南海東２０４９－１ 0964-43-0177 （福）小川福祉会 75

358 かもめ保育園 宇城市不知火町長崎６１９－１ 0964-33-7370 （福）尚英会 90

359 コスモス保育園 宇城市松橋町浅川１２３９ 0964-32-2030 （福）養育福祉会 130

360 頌和保育園 宇城市三角町三角浦１１９３－２ 0964-52-2106 （福）正栄会 30

361 白百合保育園 宇城市小川町江頭３５５ 0964-43-2072 （福）熊本白百合会 170

362 当尾保育園 宇城市松橋町古保山１１８３－１ 0964-32-3711 （福）松橋福祉会 90

363 豊川保育園 宇城市松橋町南豊崎７９１－２ 0964-32-0482 （福）豊川福祉会 110

364 豊福保育園 宇城市松橋町両仲間７９８－１ 0964-33-1931 （福）豊福保育園 175

365 ふたば保育園 宇城市不知火町松合４５３ 0964-42-2041 （福）光暁福祉会 50

366 みすみ保育園 宇城市三角町波多１４４ 0964-52-2108 （福）黎明福祉会 70

367 妙音寺幼楽園 宇城市小川町小川１０ 0964-43-0155 （福）松陰会 100

368 わかき保育園 宇城市三角町波多９６７ 0964-53-0233 （福）わかき福祉会 60

369 熊本ＹＭＣＡ赤水保育園 阿蘇市赤水８４６番地５６ 0967-35-0024 （福）熊本ＹＭＣＡ福祉会 90

370 内牧保育園 阿蘇市内牧１６９ 0967-32-0354 （福）竹葉会 130

371 乙姫保育園 阿蘇市乙姫１２７－５ 0967-32-0315 阿蘇市 30

372 坂梨保育園 阿蘇市一の宮町坂梨３０２７－１ 0967-22-0435 阿蘇市 55

373 熊本ＹＭＣＡ永草保育園 阿蘇市永草２９０５ 0967-32-0810 （福）熊本ＹＭＣＡ福祉会 30
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374 波野保育園 阿蘇市波野大字赤仁田２９６－２ 0967-24-2800 阿蘇市 45

375 宮地保育園 阿蘇市一の宮町宮地２３８７－１ 0967-22-2444 （福）まどか会 100

376 山田保育園 阿蘇市小野田１４１８ 0967-32-0794 阿蘇市 45

377 熊本ＹＭＣＡ尾ケ石保育園 阿蘇市狩尾１７９８－９ 0967-32-0213 （福）熊本ＹＭＣＡ福祉会 40

378 りんどう保育園 阿蘇市一の宮町宮地３２４９ 0967-22-4539 （福）一実会 100

379 かえでの森こども園 合志市栄３７９６番地 096-245-7765 （福）佳徳会 90

380 合志中部保育園 合志市豊岡３１１－１ 096-248-0080 （福）福音福祉会 100

381 小羊保育園 合志市幾久富１８６６－８５８ 096-248-3357 （福）地の塩福祉会 110

382 栄保育園 合志市栄２３５５－４ 096-248-3379 （福）さかえ福祉会 90

383 すずかけ台保育園 合志市豊岡２０００－６９９ 096-248-4532 （福）しあわせ福祉会 110

384 竹迫みのり保育園 合志市竹迫１７９３ 096-248-1944 （福）慈照会 90

385 南部保育園 合志市豊岡２２２１－２ 096-248-1463 （福）向日葵会 100

386 愛泉保育園 合志市合生３９３７ 096-242-0789 （福）菊池愛泉会 70

387 かすみ保育園 合志市御代志２０６８－１ 096-242-0458 （福）加寿美園 100

388 白百合保育園 合志市須屋１４７－１ 096-348-0169 （福）白百合福祉会 120

389 西合志中央保育園 合志市御代志１６１９－３ 096-242-0055 （福）西合志中央保育園 150

390 西合志東保育園 合志市須屋１４８３－５ 096-242-3722 （福）東陽福祉会 150

391 西合志南保育園 合志市須屋１０８５－３ 096-344-6489 （福）南風福祉会 100

392 六華保育園 合志市野々島５０９５－２ 096-242-0896 （福）六華保育園 100

393 さくらんぼ保育園 合志市御代志７１３－１３ 096-242-5739 （福）合志福祉会 100

394 ひかりの丘保育園 合志市豊岡２０００－１０５ 096-248-4008 （福）ひまわり学園 90

395 はあもにい保育園 合志市豊岡２０００－１９４ 096-247-2230 （福）翌桧会 70

396 こうしおんがく保育園 合志市幾久富１９０６－７ 096-348-3020 （福）不二学園 90

397 このみ坂保育園 合志市須屋２２７３－２ 096-247-6630 （福）合志市社会福祉協議会 90

398 杉並台保育園 合志市幾久富１６５６番地４８５ 096-274-2727 (学)第一学園 50

399 ひかりの子保育園 合志市豊岡１３１８－１ 096-249-2100 （福）福音福祉会 90

400 百合ケ丘保育園 合志市須屋４９４－１ 096-348-0169 （福）白百合福祉会 90

401 青空保育園 下益城郡美里町小筵６８８－２ 0964-46-2849 （福）三山会 65

402 堅志田保育園 下益城郡美里町堅志田２０９－１ 0964-46-3496 （福）智育会 65

403 中央青葉保育園 下益城郡美里町萱野１００７ 0964-46-3709 （福）萱野中央福祉会 40

404 はちす保育園 下益城郡美里町土喰３５２ 0964-47-2260 （福）砥用福祉会 70

405 木葉昭和児童園 玉名郡玉東町木葉６８１－１　 0968-85-3384 （福）木葉昭和児童園 90

406 山北保育園 玉名郡玉東町上白木１９１　 0968-85-2229 （福）山北保育園 110

407 きくすい保育園 玉名郡和水町前原２８５－１ 0968-86-5655 （福）有明中央福祉会 150

408 神尾保育園 玉名郡和水町津田１４３６－１ 0968-34-2636 和水町 60

409 あおば保育園 玉名郡和水町板楠２４４２ 0968-34-2009 （福）あおば会 60

410 春富保育園 玉名郡和水町東吉地７６７ 0968-34-2074 （福）春富福祉会 50

411 南関こどもの丘保育園 玉名郡南関町大字小原字壱町田１８２１－１ 0968-53-6668 （福）有明中央福祉会 250

412 長洲保育所 玉名郡長洲町長洲６０７ 0968-78-2280 （福）せるふねっと２１ 120

413 長洲こどもの海保育園 玉名郡長洲町大字腹赤７０ 0968-78-0406 （福）有明中央福祉会 165

414 六栄保育所 玉名郡長洲町大字宮野１７１７－１ 0968-78-0954 長洲町 90

415 大津町立大津保育園 菊池郡大津町大字室１０８４－３ 096-293-2139 大津町 140

416 一宇保育園 菊池郡大津町大字平川２２０ 096-293-2560 （福）一宇会 120

417 白川保育園 菊池郡大津町大字森６４ 096-293-2194 （福）白川園 120

418 杉水保育園 菊池郡大津町大字杉水３２５１ 096-293-8156 （福）杉水福祉会 140

419 緑ケ丘保育園 菊池郡大津町美咲野３丁目２２－４ 096-293-8300 （福）白川園 120

420 大津いちご保育園 菊池郡大津町大字陣内２０３２－１ 096-294-9407 （福）愛和学院 120
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421 よろこび保育園 菊池郡大津町大字室１７０７ 096-294-0155 （福）光進会 120

422 風の子保育園 菊池郡大津町引水７１０－２ 096-293-7200 （福）白川園 120

423 第二よろこび保育園 菊池郡大津町大字室１７１５ 096-294-0055 （福）光進会 90

424 菊陽町立保育所さくら園 菊池郡菊陽町津久礼４０８ 096-232-2763 菊陽町 120

425 菊陽町立保育所白菊園 菊池郡菊陽町大字曲手４９９－１ 096-232-2770 菊陽町 90

426 菊陽町立保育所白鈴園 菊池郡菊陽町新山１丁目２－３２ 096-232-2764 菊陽町 120

427 菊陽町立保育所なかよし園 菊池郡菊陽町久保田１２３０－１ 096-232-2762 菊陽町 50

428 菊陽町立保育所みどり園 菊池郡菊陽町原水２０５０－１ 096-232-0452 菊陽町 100

429 菊陽町立武蔵ケ丘第一保育園 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘３丁目５０番２号 096-339-0456 菊陽町 90

430 菊陽町立武蔵ケ丘第二保育園 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘１丁目１３番１号 096-338-3883 菊陽町 90

431 もみじ園 菊池郡菊陽町原水５２０８－１１ 096-232-2009 菊陽会 90

432 光の森キャロット保育園 菊池郡菊陽町光の森７丁目１６－２ 096-233-0098 （福）愛和学院 90

433 こうのとり保育園 菊池郡菊陽町原水５６６６－２２ 096-285-4651 （福）福芳会 90

434 優貴保育園 菊池郡菊陽町原水１４６２ 096-232-8977 （福）愛 90

435 元気の森ラビット保育園 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北３丁目１－３１ 096-288-5808 （福）愛和学院 90

436 三里木保育園 菊池郡菊陽町津久礼２３１３－１ 096-285-1105 （福）菊陽会 90

437 げんき保育園 菊池郡菊陽町沖野２丁目１８番２号 096-282-8460 （福）福郷会 90

438 津久礼ケ丘保育園 菊池郡菊陽町津久礼２－３ 096-288-6591 （福）共生会 120

439 市原保育園 阿蘇郡南小国町大字赤馬場１９６５－２ 0967-42-0135 南小国町 90

440 黒川保育園 阿蘇郡南小国町大字満願寺６７７６－２ 0967-44-0150 南小国町 30

441 中原保育園 阿蘇郡南小国町大字中原２５２９ 0967-42-1453 南小国町 20

442 北里保育園 阿蘇郡小国町大字北里２４４１－２ 0967-46-3182 小国町 40

443 下城保育園 阿蘇郡小国町大字下城３５１７ 0967-46-3553 小国町 20

444 宮原保育園 阿蘇郡小国町大字宮原１７６－４ 0967-46-2439 小国町 150

445 うぶやま保育園 阿蘇郡産山村大字山鹿２１０１ 0967-25-2014 産山村 75

446 色見保育園 阿蘇郡高森町大字色見１１３５ 0967-62-2600 高森町 20

447 高森東保育園 阿蘇郡高森町大字野尻１８９４－１ 0967-65-0171 高森町 30

448 高森保育園 阿蘇郡高森町高森１６１０ 0967-62-0136 （福）みどり福祉会 110

449 久木野保育所 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰１３９－１ 0967-67-0229 南阿蘇村 80

450 白水保育所 阿蘇郡南阿蘇村大字吉田１００８ 0967-62-9041 南阿蘇村 120

451 ちょうよう保育園 阿蘇郡南阿蘇村河陽３７１３ 0967-67-2251 南阿蘇村 130

452 にしはら保育園 阿蘇郡西原村小森５７５－１ 096-279-2054 西原村 180

453 阿蘇こうのとり保育園 阿蘇郡西原村布田１００４－７ 096-279-4651 （福）福芳会 70

454 上野保育園 上益城郡御船町大字上野１５１９－２ 096-284-2601 御船町 60

455 高木保育園 上益城郡御船町大字高木２０４４ 096-282-2305 御船町 85

456 若葉保育園 上益城郡御船町大字木倉１４１６ 096-282-0438 御船町 150

457 ぎんなん幼愛園 上益城郡御船町大字陣１２３４ 096-282-0017 （福）銀杏福祉会 100

458 御船昭和保育園 上益城郡御船町大字御船７７９ 096-282-0174 （福）南苑会 130

459 滝尾たんぽぽ園 上益城郡御船町大字滝尾６２５７－９ 096-282-7699 (学)玉虫学園 20

460 嘉島保育園 上益城郡嘉島町大字上島９２５－１ 096-237-1016 （福）かしま福祉会 180

461 幼光保育園 上益城郡嘉島町大字鯰１１７７－４ 096-237-0601 （福）光恩福祉会 120

462 東部幼光保育園 上益城郡嘉島町大字下六嘉1757-1 096-360-6103 （福）光恩福祉会 80

463 益城町立第一保育所 上益城郡益城町大字福富６５１ 096-286-4350 益城町 100

464 益城町立第二保育所 上益城郡益城町大字砥川１２５－１ 096-286-4040 益城町 75

465 益城町立第三保育所 上益城郡益城町大字上陣３６１ 096-286-3762 益城町 75

466 益城町立第四保育所 上益城郡益城町大字木山５６７－１ 096-286-3467 益城町 100

467 益城町立第五保育所 上益城郡益城町大字福原１０４３ 096-286-2263 益城町 75
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468 ひろやす保育園 上益城郡益城町大字福富８５８ 096-286-4400 （福）ひろやす会 110

469 ひろやすにし保育園 上益城郡益城町大字福富９６９ 096-286-9000 （福）ひろやす会 100

470 広崎保育園 上益城郡益城町大字広崎８６９-１ 096-287-5500 （福）ゆたか福祉会 100

471 空港保育園 上益城郡益城町大字安永１２１３－２ 096-289-1111 （福）純心会 100

472 のぞみの丘保育園 上益城郡益城町馬水５６８－１－４ 096-234-7987 (N）のぞみ教育会 45

473 緑川保育所 上益城郡甲佐町白旗２１６ 096-234-0789 （福）銀杏福祉会 80

474 乙女保育園 上益城郡甲佐町大字津志田３１１８ 096-234-3947 （福）真隆会 80

475 甲佐保育園 上益城郡甲佐町大字岩下１５７－８ 096-234-0186 （福）甲佐保育園 80

476 竜野保育園 上益城郡甲佐町大字上早川１１２８ 096-234-0519 （福）竜野保育園 80

477 若草保育園 上益城郡甲佐町横田３０８ 096-234-0013 （福）豊徳会 80

478 大川保育園 上益城郡山都町大平１００ 0967-82-2047 山都町 45

479 金内保育園 上益城郡山都町金内１５２－２ 0967-75-0125 山都町 45

480 二瀬本保育園 上益城郡山都町柏９６２－１ 0967-85-0055 山都町 45

481 馬見原保育園 上益城郡山都町馬見原１７２ 0967-83-0153 山都町 45

482 山都みらい保育園 上益城郡山都町城原１６２－７ 0867-72-3913 山都町 45

483 菅尾保育園 上益城郡山都町菅尾１２３７－１ 0967-83-0514 （福）御陽会 25

484 さくらんぼ愛園 上益城郡山都町長田３９３ 0967-73-0023 （福）下矢部保育園 50

485 浜町乳児保育園 上益城郡山都町上寺１９９３－１ 0967-72-0546 （福）二楽会 30

486 御岳保育園 上益城郡山都町男成１４７２－１ 0967-72-0495 （福）愛郷会 20

487 明光保育園 上益城郡山都町白小野１３００ 0967-72-0522 （福）あかつき会 50

488 ダ－ナ保育園 八代郡氷川町河原６３ 0965-62-2010 （福）ダ－ナ保育園 60

489 月乃輪保育園 八代郡氷川町鹿野３２１－６ 0965-52-1568 （福）月乃輪保育園 90

490 東光保育園 八代郡氷川町野津４５００－２ 0965-52-1823 （福）東光福祉会 45

491 吉野保育園 八代郡氷川町大野１０７８－１ 0965-62-4130 （福）吉野福祉会 70

492 常葉保育所 八代郡氷川町宮原８２３ 0965-62-2232 氷川町 80

493 宮原慈光保育園 八代郡氷川町有佐４０９－３ 0965-62-4435 （福）照護会 70

494 大野保育園 葦北郡芦北町大字天月１２１５－３ 0966-84-0234 （福）将友会 30

495 田浦保育園 葦北郡芦北町大字田浦町６９８ 0966-87-0034 （福）千隆福祉会 100

496 湯浦保育園 葦北郡芦北町大字湯浦２０１ 0966-86-0202 （福）将友会 130

497 芦北保育園 葦北郡芦北町大字芦北２０３９ 0966-82-3044 （福）将友会 90

498 淳光育児園 葦北郡芦北町大字佐敷４４３－１１ 0966-82-3559 （福）同朊会 110

499 計石保育園 葦北郡芦北町大字計石２９６２－１ 0966-82-5418 （福）将友会 60

500 吉尾保育園 葦北郡芦北町大字吉尾１９７ 0966-83-0368 （福）千隆福祉会 20

501 津奈木保育園 葦北郡津奈木町大字岩城８２－１ 0966-78-2049 津奈木町 90

502 津南保育園 葦北郡津奈木町大字岩城２０８２－１ 0966-78-2145 （福）水俣福祉会 90

503 木上ひかり保育園 球磨郡錦町大字木上西１４５ 0966-38-2427 （福）見真会 60

504 西保育園 球磨郡錦町大字西２６６－１ 0966-38-0034 （福）堀の口福祉会 60

505 サン保育園 球磨郡錦町大字西１８ 0966-38-2037 （福）堀の口福祉会 70

506 福島保育園 球磨郡錦町大字一武７４５－４ 0966-38-0260 （福）福島保育園 90

507 第１保育所 球磨郡多良木町多良木９１７ 0966-42-2217 多良木町 60

508 第３保育所 球磨郡多良木町久米１２５－２ 0966-42-2531 多良木町 50

509 黒肥地保育園 球磨郡多良木町黒肥地１６７１－１ 0966-42-2448 （福）黒肥地福祉会 90

510 光台寺保育園 球磨郡多良木町多良木３３２６－１ 0966-42-3417 （福）光台寺福祉会 80

511 むつみ保育園 球磨郡多良木町多良木１５８１－２ 0966-42-5096 （福）むつみ保育園 100

512 湯前保育園 球磨郡湯前町２４６０ 0966-43-2024 （福）湯前町社会福祉協議会 80

513 水上村立岩野保育所 球磨郡水上村岩野２６７８ 0966-44-0032 水上村 60

514 水上村立湯山保育所 球磨郡水上村湯山１５５８ 0966-46-0039 水上村 45

-109-



№ 名称 住所 電話 運営为体
利用
定員

備考

515 四浦保育所あざみ園 球磨郡相良村四浦東２６９４－１ 0966-36-0588 （福）なつめ福祉会 20

516 暁保育園 球磨郡相良村柳瀬５７７ 0966-24-4859 （福）暁福祉会 60

517 なつめ保育園 球磨郡相良村川辺５３９０ 0966-35-0014 （福）なつめ福祉会 70

518 中央保育所 球磨郡五木村甲３３７４－５２ 0966-37-2361 五木村 30

519 章鹿倉保育園 球磨郡山江村山田乙２０３０ 0966-22-1515 （福）暁福祉会 70

520 万江保育園 球磨郡山江村万江甲９３２－４ 0966-24-1930 （福）松美会 30

521 神瀬保育園 球磨郡球磨村神瀬甲１１３８－１ 0966-34-0633 （福）神照福祉会 20

522 こがね保育園 球磨郡球磨村一勝地丙９０－１ 0966-32-0421 （福）智雲山福祉会 40

523 渡保育園 球磨郡球磨村渡乙７６３ 0966-33-0125 （福）渡保育園 80

524 上薬師保育園 球磨郡あさぎり町上南１３６４ 0966-47-0206 （福）早苗福祉会 45

525 上第二保育園 球磨郡あさぎり町上北２２１５ 0966-45-0666 (学)上村学園 50

526 岡原もぞか保育園 球磨郡あさぎり町岡原北７６ 0966-45-0246 （福）専立寺福祉会 30

527 須恵保育園 球磨郡あさぎり町須恵１２００－３ 0966-45-0741 （福）なつめ福祉会 50

528 清水保育園 球磨郡あさぎり町上西５９－１ 0966-45-4013 （福）清水福祉会 60

529 早苗保育園 球磨郡あさぎり町免田西２５９１ 0966-45-3566 （福）早苗福祉会 90

530 専立寺保育園 球磨郡あさぎり町岡原南８６８ 0966-45-4372 （福）専立寺福祉会 90

531 まこと保育園 球磨郡あさぎり町深田東７８８－１ 0966-45-2525 （福）まこと保育園 70

532 まどか保育園 球磨郡あさぎり町免田東７６７－２ 0966-45-0505 （福）まどか保育園 90

533 吉井保育園 球磨郡あさぎり町免田東１９４１－１ 0966-45-4537 （福）吉井保育園 50

534 るり光保育園 球磨郡あさぎり町免田東１７１２ 0966-45-0225 （福）るり光保育園 80

535 国照寺保育園 天草郡苓北町志岐１３６０ 0969-35-0164 （福）功徳林会 50

536 坂瀬川保育園 天草郡苓北町坂瀬川１０８-１ 0969-37-0092 （福）坂瀬川保育園 50

537 志岐保育園 天草郡苓北町志岐３ 0969-35-2170 （福）鎮守の森福祉会 60

538 富岡保育園 天草郡苓北町富岡２４７６－１ 0969-35-1677 （福）和光福祉会 80

539 都呂々保育園 天草郡苓北町都呂々１０１－１ 0969-36-0216 （福）都呂々保育園 30

540 宮原保育園 天草郡苓北町坂瀬川３５９１ 0969-37-0331 （福）道真会 60
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②認定こども園

（1）幼保連携型認定こども園

№ 名称 住所 電話 運営为体
利用
定員

備考

1 エンゼル保育園 熊本市東区佐土原１－２２－２０ 096-367-0118 （福）佐土原福祉会 130

2 城山保育園 熊本市西区上代６丁目９－１ 096-329-2323 （福）城山福祉会 190

3 喜育こども園 熊本市北区植木町一木４３－２ 096-272-0036 （福）喜育園 100

4 田迎こども園 熊本市南区良町１－２２－１ 096-378-3167 （福）冷水福祉会 105

5 山東こども園 熊本市北区植木町有泉８２９ 096-272-0673 （福）喜育園 100

6 蓮の実こども園 熊本市北区植木町滴水４１－１ 096-272-0305 （福）蓮の実福祉会 100

7 武蔵ケ丘こども園 熊本市北区武蔵ケ丘５－１５－８ 096-339-1581 （福）武蔵ケ丘福祉会 155

8 やまなみ 熊本市東区戸島西２－３－５０ 096-369-0375 （福）山清福祉会 250

9 芳野保育園 熊本市西区河内町岳８８０ 096-277-2036 （福）金峰会 95

10 かおるこども園 熊本市西区中島町２０５６－２ 096-329-2525 （福）西部福祉会 105

11 くほんじこども園 熊本市中央区八王寺町５１-３５ 096-370-8851 （福）九品寺保育園 175

12 こじか園 熊本市南区南高江７丁目９－３０ 096-357-2555 （福）常永福祉会 105

13 こずえ保育園 熊本市西区新土河原１－７－２０ 096-288-1972 （福）こずえ保育園 185

14 木の葉こども園 熊本市東区石原２丁目５－３１ 096-380-5225 （福）白富会 175

15 シオン 熊本市中央区新町４－７－３５ 096-356-8184 （福）神召会 130

16 仁愛幼育園 熊本市南区薄場１－１４－１０ 096-357-2535 （福）仁愛園 290

17 つばめこども園 熊本市東区長嶺南７－７－１５ 096-380-6635 （福）託麻南福祉会 195

18 寺原保育園 熊本市中央区坪井５－１３－６ 096-343-4941 （福）モロナイ会 95

19 なぎさこども園 熊本市東区江津１－７－２５ 096-366-6875 （福）江津福祉会 135

20 ひばり 熊本市東区山ノ内１丁目１－８７ 096-369-7921 （福）神召会 130

21 ふわわ 熊本市東区桜木１－１１－２１ 096-367-8001 （福）秋桜会 140

22 モロナイ保育園 熊本市南区八分字町６１８ 096-227-1910 （福）モロナイ会 135

23 やまばとこども園 熊本市東区御領２－１２－２０ 096-388-3550 （福）芳野福祉会 115

24 力合さくら子ども園 熊本市南区合志３－６－２６ 096-357-9616 （福）力合福祉会 200

25 五丁こども園 熊本市北区貢町６６－１ 096-351-5000 （福）山清福祉会 105

26 九州学院みどり幼稚園 熊本市中央区大江5丁目3-36　　 096-364-4405 （学）九州学院 106

27 ルーテル学院幼稚園 熊本市中央区黒髪3丁目12-16 　 096-343-3968 （学）九州ルーテル学院 180

28 ことう 熊本市東区湖東１丁目１２－２６ 096-368-3144 （学）湖東学園 120

29 ことうだいに 熊本市東区健軍３丁目３６－１４ 096-368-2939 （学）湖東学園 120

30 にしばる 熊本市東区新南部３丁目３－５１ 096-382-1156 （学）湖東学園 265

31 第一幼稚園 熊本市中央区坪井4丁目20-22 096-344-6465 （学）第一学園 290

32 とうぶ 熊本市東区花立５丁目４－９３ 096-368-6423 （学）湖東学園 159

33 神水幼稚園 熊本市中央区神水1丁目14-1 096-383-2727 （学）熊本ルーテル学園 200

34 めぐみ幼稚園 熊本市東区水源２丁目２－１ 096-368-2322 （学）熊本ルーテル学園 240

35 第二幼稚園 熊本市北区清水東町１０－４５ 096-344-8006 （学）第一学園 240

36 西部音楽幼稚園 熊本市西区中原町６８６ 096-329-5210 （学）愛和学苑 210

37 東海大学付属かもめ幼稚園 熊本市中央区帯山7丁目13-41 096-382-1511 （学）東海大学 360

38 くるみ幼稚園 熊本市東区渡鹿８丁目１－１８ 096-372-0633 （学）天神学園 290
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№ 名称 住所 電話 運営为体
利用
定員

備考

39 城山幼稚園 熊本市西区城山大塘１丁目２１－１ 096-329-4680 （学）しろやま学園 200

40 ほくぶ幼稚園 熊本市北区鹿子木町３５６ 096-245-1096 （学）北部学園 246

41 聖母幼稚園 熊本市東区南町13-7 096-369-7235 （学）マリア学園 240

42 恵水幼稚園 熊本市南区御幸笛田3-13-12 096-379-2698 （学）恵水学園 400

43 城北幼稚園 熊本市北区清水新地2丁目8-2 096-344-8150 （学）清水学園 350

44 大江こども園 熊本市中央区大江2丁目1-18 096-364-2090 （福）共生会 105

45 帯山のぎく保育園 熊本市中央区帯山4丁目55－17 096-381-2575 （学）中九州第二学園 98

46 かっぱこどもえん 熊本市中央区保田窪1丁目2-101 096-384-3476 （福）河童福祉会 205

47 きよめこども園 熊本市中央区国府2丁目6-24 096-362-1061 （福）熊豊会 111

48 こぐまこども園 熊本市北区四方寄町39-1 096-245-5333 （福）森のひろば 235

49 誠櫻幼愛園 熊本市西区春日6丁目22-1 096-353-2927 （福）誠友福祉会 130

50 そよかぜこども園 熊本市南区南高江1丁目11-126 096-357-8841 （福）高江福祉会 139

51 第一幼育園 熊本市南区富合町新256-１ 096-357-1245 （福）翠光会 175

52 たつだの森保育園 熊本市北区龍田陳内３丁目38-50 096-386-3310 （福）城北会 140

53 亀の子幼稚園 熊本市西区谷尾崎町415 096-322-8416 （学）愛和学苑 165

54 高平幼稚園 熊本市北区高平2丁目20−32 096-344-7603 （学）浄国学園 180

55 あいだこども園 人吉市東間上町字下津留２７８９ 0966-22-4542 （福）加登住福祉会 105

56 さざなみ保育園 人吉市下戸越町１６３２－１ 0966-22-5519 （福）西瀬福祉会 100

57 せん月保育園 人吉市矢黒町１６０２－１ 0966-24-3292 （福）西浦福祉会 65

58 人吉こども園 人吉市願成寺町９５６ 0966-22-2864 （福）エイコウ福祉会 115

59 中原保育園 人吉市下原田町字原ノ前１１６８ 0966-22-5795 （福）石水会 175

60 泉田こども園 人吉市北泉田町２２３－１ 0966-22-5846 （福）泉田福祉会 110

61 みやじま幼稚園 荒尾市万田９１８－１ 0968-62-6234 （学）開田学園 171

62 荒尾めぐみ幼稚園 荒尾市増永６４７－２ 0968-62-0417 （学）熊本キリスト教学園 75

63 中央保育園西方寺認定こども園 水俣市古城２丁目７－７ 0966-63-1828 （福）西方寺福祉会 83

64 さわらびこども園 水俣市陣内２丁目２－１ 0966-62-2613 （学）熊本ルーテル学園 69

65 みどりの森こども園 水俣市袋６７４ 0966-62-1534 （福）水俣みどり福祉会 80

66 西方寺認定こども園 水俣市葛渡２３ 0966-67-1111 （福）西方寺福祉会 25

67 はつの・あそびの森こども園 水俣市初野字宮前２３０ 0966-63-6721 （福）水東福祉会 80

68 玉名ルーテル幼稚園 玉名市繁根木２１ 0968-73-4096 （学）玉名ルーテル学園 105

69 岱明幼稚園 玉名市岱明町大野下２６６－２ 0968-57-4158 （学）岱明学園 125

70 菊池みゆきこども園 菊池市北宮308-1 0968-25-3602 （福）菊幸会 74

71 古城保育園 阿蘇市一の宮町手野１０３０ 0967-22-0380 （福）まどか会 55

72 合志こども園 合志市幾久富１６４７番地９６ 096-247-1166 （学）第一学園 70

73 ひまわりメソドこども園 上天草市大矢野町登立１２５４１－２ 0964-56-5858 （福）大矢野ひまわり福祉会 50

74 白梅幼稚園 宇城市不知火町長崎２２０９－１ 0964-33-8020 （学）岡田学園 138

75 肥後菊幼稚園 宇城市松橋町萩尾２０５６ 0964-33-1587 （学）くりの木学園 126

76 まこと幼稚園 宇城市松橋町豊福１０１７－３ 0964-33-1664 （学）松橋誠光学園 180

77 尚絅大学短期大学部附属こども園 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北２丁目８番１号 096-338-6771 （学）尚絅学園 290

78 あじさい保育幼稚園 上益城郡益城町安永４４７－６ 096-286-7011 （福）あじさい会 160
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№ 名称 住所 電話 運営为体
利用
定員

備考

79 一武こども園 球磨郡錦町大字一武２２１０－１７３ 0966-38-1598 （福）耕心会 75

80 錦こども園 球磨郡錦町大字西３６０４－７ 0966-38-1515 （福）耕心会 155

81 慈光こども園 球磨郡湯前町１９６２－１ 0966-43-2180 （福）慈光明徳会 95

82 山江保育園 球磨郡山江村山田丁１８９ 0966-224701 （福）渕田福祉会 100

（2）幼稚園型認定こども園

№ 名称 住所 電話 運営为体
利用
定員

備考

1 出水幼稚園 熊本市中央区国府２丁目１０－３９ 096-364-3578 （学）中九州学園 180

2 帯山幼稚園 熊本市中央区帯山４丁目４２－１６ 096-382-9417 （学）中九州第二学園 280

3 わかくさ幼稚園 熊本市南区南高江７丁目９－３６ 096-357-2541 （学）中九州第二学園 135

4 ゆたか幼稚園 熊本市南区今町161-1 096-227-1863 （学）ゆたか学園 90

5 聖愛幼稚園 八代市袋町５－１ 0965-32-3303 （学）八代聖愛学園 55

6 あけぼの幼稚園 荒尾市増永９６２－１ 0968-62-0636 （学）桃光学園 94

7 荒尾四ツ山幼稚園 荒尾市西原町２丁目３－３４ 0968-62-0649 （学）四山学園 117

8 小鳩幼稚園 荒尾市一部山浦２１８２－２６６ 0968-68-1104 （学）桜露学園 91

9 第二四ツ山幼稚園 荒尾市荒尾２８３５ 0968-62-0971 （学）西村学園 186

10 府本幼稚園 荒尾市樺９７０ 0968-68-4764 （学）杉森学園 120

11 おおとりの丘 玉名市岱明町上６０－２ 0968-57-0234 （学）鳳学園 105

12 霊泉幼稚園 山鹿市山鹿２２５ 0968-44-3120 （学）熊本キリスト教学園 69

13 菊池幼稚園 菊池市隈府1637-3 0968-25-4458 （学）竜昇学園 161

14 双羽幼稚園 菊池市七城町甲佐町４４３－２ 0968-24-0467 （学）双羽学園 120

15 阿蘇中央幼稚園 阿蘇市黒川７５８ 0967-32-3643 （学）大阿蘇学園 130

16 あそひかり幼稚園 阿蘇市一の宮町中通３０２－５ 0967-22-0089 （学）法輪学園 55

17 リズム幼稚園 合志市須屋2070-13 096-344-0328 （学）リズム幼稚園 195

18 砥用音楽幼稚園 下益城郡美里町土喰３５８－５ 0964-47-2552 （学）はちす学園 75

19 南関ひまわり幼稚園 玉名郡南関町上坂下１３３９ 0968-53-8777 （学）有明中央学園 160

20 菊水ひまわり幼稚園 玉名郡和水町前原２８５－５ 0968-86-2110 （学）有明中央学園 80

21 小国幼稚園 阿蘇郡小国町大字下城４０１－３ 0967-46-3620 （学）桐原学園 60

22 高森幼稚園 阿蘇郡高森町大字高森１９４９－１ 0967-62-0094 （学）高森学園 90

23 滝尾幼稚園 上益城郡御船町滝尾６２５７－９ 096-282-0937 （学）玉虫学園 80

24 あおぞら幼稚園 球磨郡あさぎり町上北1292 0966-45-3141 （学）上村学園 20

25 中球磨幼稚園 球磨郡あさぎり町免田東１９１２ 0966-45-0573 （学）中球磨学園 30

（3）保育所型認定こども園

№ 名称 住所 電話 運営为体
利用
定員

備考

1 熊本YMCA黒川保育園 阿蘇市黒川1708-1 0967-34-0402 （福）熊本YMCA福祉会 120

2 文化幼児園 玉名郡南関町関下南中山1933番地 0968-53-1888 （福）舞鶴会 40

3 みどりの里 上益城郡御船町大字木倉１７００－１ 096-282-0010 （福）恵寿会 140
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№ 名称 住所 電話 運営为体
開設

年月日
備考

1 熊本市東部児童館 熊本市東区錦ヶ丘1-1 096-367-1134 熊本市 S52. 9. 1

2 熊本市西原公園児童館 熊本市中央区九品寺4-24-4 096-371-4090 熊本市 S53. 8. 1

3 桜ヶ丘児童館 熊本市北区植木町滴水245-1 096-275-5510 (福)桜ヶ丘福祉会 H15.12.26

4 熊本市城南児童館 熊本市南区城南町舞原451番地9 0964-27-5943 熊本市 H26. 3. 1

5 曲野児童館 宇城市松橋町曲野3158 0964-32-4066 宇城市 S39. 4. 1

6 竹崎児童館 宇城市松橋町竹崎1214 0964-33-3332 宇城市 S50. 4. 1

7 萩尾児童館 宇城市松橋町萩尾962 0964-33-7090 宇城市 S52. 4.13

8 若宮児童館 玉名市天水町小天6638 0968-82-3313 (福)天水福祉事業会 H 9. 1. 1

9 長洲町中央児童館 玉名郡長洲町長洲2771 0968-78-4100 長洲町 S53. 5. 1

10 山鹿市立第一児童館 山鹿市大字石1085-1 0968-43-1128 山鹿市 S57. 4. 1

11 山鹿市立鹿本児童館 山鹿市鹿本町来民1536-1 0968-46-4455 山鹿市 S53. 4. 1

12 菊陽町武蔵ヶ丘児童館 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北3-5-1 096-338-3443 菊陽町 S60. 4. 1

13 合志市東児童館 合志市竹迫110-1 096-248-5203 合志市 S61. 4. 1

14 合志市泉ヶ丘市民センター児童館 合志市幾久富1947-7 096-248-3453 合志市 H 9.12. 1

15 小国町児童館 阿蘇郡小国町宮原1765-1 0967-46-5720 小国町 H 7. 4. 1

16 益城町児童館 上益城郡益城町大字惣領1470 096-234-6124 益城町 H25. 5. 7

17 甲佐町中早川児童館 上益城郡甲佐町大字糸田9-1 096-234-2459 甲佐町 S58. 4. 1

18 山都町中尾児童館 上益城郡山都町城平20-1 0967-72-2031 山都町 S56. 4. 1

19 ひかり児童館 八代市新地町1-27 0965-33-5392 (福)八代ひかり福祉会 H 7. 4. 1

20 水俣市子どもセンター 水俣市陣内2-16-17 0966-63-8411 水俣市 H17. 4. 1

21 芦北町立芦北児童館 芦北郡芦北町佐敷111-1 0966-82-3036 芦北町 S46. 4. 1

22 芦北町立湯浦児童館 芦北郡芦北町大字湯浦188-1 0966-86-0074 芦北町 S63. 4. 1

23 志柿児童館 天草市志柿町南曽根3126-3 0969-23-4737 天草市 S45. 3.31

24 楠浦児童館 天草市楠浦町2140 0969-24-1378 天草市 S45. 3.31

25 二江児童館 天草市五和町二江1368-5 0969-33-1806 天草市 S55. 4. 1

26 光洋館 天草市天草町高浜南900-1 0969-42-0337 (福)誠求社 H 7. 5. 1

27 河浦中央児童館 天草市河浦町大字河浦4850 0969-77-0951 天草市 H11. 6. 1

③児童館
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№ 名称 住所 電話 運営为体
開設

年月日
備考

1 熊本市龍田児童館 熊本市北区龍田町弓削1-1-10 096-339-3322 熊本市 S54. 7. 5

2 熊本市託麻児童館 熊本市東区長嶺東7-11-15 096-380-8118 熊本市 S56. 6. 1

3 熊本市幸田児童館 熊本市南区幸田2-4-1 096-379-0211 熊本市 S57. 6. 1

4 熊本市清水児童館 熊本市北区清水亀井町14-7 096-343-9163 熊本市 S59. 7.11

5 熊本市秋津児童館 熊本市東区秋津３丁目15-1 096-365-5751 熊本市 S60. 8.10

6 熊本市南部児童館 熊本市南区南高江６丁目7-35 096-358-1705 熊本市 S62. 7. 7

7 熊本市花園児童館 熊本市西区花園５丁目8-3 096-359-1261 熊本市 H 2. 8.24

8 熊本市西部児童館 熊本市西区小島2-7-1 096-329-7205 熊本市 H14. 4.19

9 宇土市児童センター 宇土市北段原町27番地の２ 0964-23-3303 宇土市 S55. 4.25

10 荒尾市児童センター 荒尾市増永志作1470 0968-63-2517 荒尾市 S62. 4. 1

11 玉名市立伊倉児童センター 玉名市伊倉北方1337-1 0968-72-3445 玉名市 S60. 4. 1

12 山鹿市立児童センター 山鹿市大字藤井126 0968-46-4441 山鹿市 S58. 4. 1

13 山鹿市立中央児童センター 山鹿市大字山鹿1184-1 0968-44-0057 山鹿市 S59. 5.21

14 菊池市児童センター 菊池市大字西寺1371 0968-24-3472 菊池市 S57. 4. 1

15 合志市西児童館 合志市須屋2251-1 096-242-7008 合志市社会福祉協議会 H14. 5.20

16 本渡児童センター 天草市本渡町本渡1054-7 0969-23-3397 (福)慈雲会 H 2. 4. 1

17 わくわく本渡児童館 天草市丸尾町16-14 0969-27-0909 (福)啓明会 H16. 4. 1

№ 名称 住所 電話 運営为体
敷地
（㎡）

開設
年月日

1 立田山野外保育センター雑草の森 熊本市龍田陣内１丁目5-66 - (一社)熊本市保育園連盟 9,551 H14. 4

2 城之浦児童遊園地 宇土市城之浦町221 - 宇土市 979 S37. 7

3 玉名市高瀬児童遊園地 玉名市高瀬町338-4 - 玉名市 732 S39. 4

4 山鹿市立藤井児童遊園 山鹿市大字藤井894 - 山鹿市 6,265 S54. 1

5 山鹿市立麦田児童遊園 山鹿市大字下吉田904 - 山鹿市 893 S57.12

6 山鹿市立なかよし児童遊園 山鹿市鹿本町来民1538 - 山鹿市 1,911 H6. 3

④児童センター

⑤児童遊園
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 熊本市民病院（休止中）
熊本市東区湖東１丁目１－６
０

096-365-1711 熊本市 2 S21. 2

2 慈恵病院
熊本市西区島崎６丁目１－２
７

096-355-6131 (医)聖粒会 2 S53. 4. 1

3 熊本赤十字病院
熊本市東区長嶺南２丁目１
－１

096-384-2111 日本赤十字社 1 S19. 4

4 福田病院
熊本市中央区新町２丁目２
－６

096-322-2995 (医)愛育会 2 M40. 5

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等
開設

年月日

1 熊本乳児院 熊本市中央区本荘２－３－８ 096-371-1396 (福)熊本市社会福祉協会 30 S22.12.12

2 慈愛園乳児ﾎ-ﾑ
熊本市中央区神水１－１４－
１

096-383-5100 (福)慈愛園 15 S25. 5. 1

3 八代乳児院 八代市郡築１２番町７１－２ 0965-37-2227 (福)八代児童福祉会 15 S52. 4. 1

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日

1 慈愛園子供ホーム
熊本市中央区神水１－１４－
１

096-383-3509 (福)慈愛園 75 T12. 5. 1

2 菊水学園
熊本市中央区渡鹿５－９－１
２

096-364-0811 (福)菊水学園 71 S25.10.15

3 藤崎台童園 熊本市中央区古京町３－５ 096-352-5063 (福)藤崎台童園 64 S24. 3. 1

4 龍山学苑 熊本市北区龍田６－３－６０ 096-338-0845 (福)龍山学苑 56 S22.11. 3

5 シオン園 荒尾市荒尾４１１０ 0968-62-0428 (福)慈愛園 45 S25. 5.10

6 愛隣園 山鹿市大字津留１９１０－１ 0968-43-2773 (福)愛隣園 46 S29. 4. 1

7 熊本天使園 合志市須屋２９８６－１ 096-242-0420 (福)聖嬰会 62 S23. 5. 1

8 広安愛児園 上益城郡益城町古閑７３ 096-368-2015
(福)キリスト教児童福
祉会

52 S23. 4. 1

9 八代ナザレ園 八代市竹原町１４４７ 0965-32-2926 (福)八代ナザレ園 51 M33. 5.13

10 光明童園 水俣市平町１丁目３－３ 0966-63-2074 (福)光明童園 75 S24. 6. 1

11 湯出光明童園 水俣市湯出１５７５ 0966-68-0024 (福)光明童園 50 S30.11. 1

12 みどり園
上天草市大矢野町登立４４８
８－２

0964-56-0017 (福)みどり園 46 S27. 5.17

（２）　子ども家庭福祉課

①助産施設

②乳児院 

③児童養護施設　　　
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日

1 こどもL.E.Cセンター 上益城郡益城町古閑７３ 096-331-0210 (福)キリスト教児童福祉会
入37
通13

H13. 4. 1

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日

1 清水が丘学園 熊本市北区打越町３８－１ 096-344-7600 熊本県 50 M42. 4. 1

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日

1 キッズ・ケア・センター 荒尾市荒尾４１１０ 0968-62-0222 (福)慈愛園 － H11.10.22

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日

1 母子・父子福祉センター
熊本市中央区南千反畑町３－
７　県総合福祉センター内

096-324-2136
(福)熊本県母子寡
婦福祉連合会

- S39. 7. 1

2 熊本市母子福祉センター
熊本市中央区水前寺４－４７－
５０

096-385-1160
(福)熊本市社会福
祉事業団

- S60. 6. 1

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員等 開設年月日

1
母子・父子休養ホームしらゆり
会館（休止中）

熊本市東区錦ヶ丘３４－２３ 096-367-7083
(福)熊本県母子寡
婦福祉連合会

- S51. 7. 1

⑦母子・父子福祉センター

⑧母子・父子休養ホーム

④児童心理治療施設

⑤児童自立支援施設

⑥児童家庭支援センター
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乗降介助＝通院等乗降介助 重度訪問＝重度訪問介護

No.

乗
降
介
助

重
度
訪
問

名称 電話

身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

障
害
児

精
神
障
害
者

1 × ○ 訪問介護事業所ひまわり 熊本市 南区会富町１１２０ 096-227-1611 ○ ○ ○ ○

2 × ○ せいじのヘルパーステーション 熊本市
西区島崎２丁目１１番１３
号

096-359-9084 ○ ○ ○ ○

3 × ○ 竜山ヘルパーステーション 熊本市 北区室園町１０番１７号 096-344-3311 ○ ○ ○ ○

4 × ○ はるかぜ介護福祉ステーション 熊本市 西区春日３丁目２５番１号 096-323-5520 ○ ○

5 × ○ 有限会社在宅サービスかみふうせん 熊本市
北区高平３丁目１１－５８
宮の森ハイツ１階

096-346-6636 ○ ○ ○ ○

6 × ○
熊本市社会福祉事業団　平成ヘル
パー事業所 熊本市

南区平成１丁目１６番１８
号

096-273-7506 ○ ○ ○ ○

7 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター・虹 熊本市 南区島町２丁目１３－６ 096-342-7890 ○ ○ ○ ○

8 × ○ アトム 熊本市 西区横手３丁目１－６ 096-327-2007 ○ ○ ○ ○

9 × ○ 指定障害者介護サービス　花もめん 熊本市 西区上代１丁目２番２０号 096-355-2858 ○ ○ ○ ○

10 × ○ 有限会社　在宅介護ネットゆとり 熊本市
中央区京町１丁目１４－８
－７０４

096-325-9680 ○ ○ ○ ○

11 × ○ 訪問介護事業所　けやき苑 熊本市 中央区萩原町９番３０号 096-379-0768 ○ ○ ○ ○

12 × ○ ヘルパーステーションヴィーヴル 熊本市 南区田迎１丁目７番２０号 096-370-5767 ○ ○ ○ ○

13 × ○ 指定障害者在宅サービス　紅い華 熊本市
南区元三町２丁目９番２２
号

096-211-7335 ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ゆうしん障害支援センター 熊本市 東区錦ケ丘２６番１１号 096-367-0565 ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ クマタクケアセンター 熊本市
中央区船場町下１丁目３１
番地

096-241-0111 ○ ○ ○ ○

16 × ○ ふくし生協 熊本市 東区長嶺西三丁目２－６６ 096-274-3000 ○ ○ ○ ○

17 × ○ みゆき園訪問介護事業所 熊本市 南区江越二丁目７－１ 096-284-1995 ○ ○ ○

18 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター・なないろ 熊本市

中央区水前寺３丁目４３番
３１

096-384-7788 ○ ○ ○ ○

19 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター・Ｓｕｎあい 熊本市

東区長嶺東５丁目２４番１
３号

096-349-1540 ○ ○ ○ ○

20 × ○ 居宅介護支援事業所ハピネス 熊本市 東区長嶺南４丁目２－６ 096-340-8400 ○ ○ ○ ○

21 × ○ サポートセンター　かがやき 熊本市
中央区新屋敷１丁目１３－
４金倉ビル１Ｆ

096-363-2267 ○ ○ ○ ○

22 ○ ○ ＮＰＯ法人　ライフサポートすみれ 熊本市
中央区渡鹿６丁目１０番７
９号

096-363-2617 ○ ○ ○ ○

23 × ○ ケアサポート　ぴあ 熊本市
中央区白山２－１－１７梅
香園ビル１F

096-366-3329 ○ ○ ○ ○

24 ○ ○ 移送サービス　さくら 熊本市
南区御幸笛田７丁目１番１
０号コーポ笛田３０３号

096-378-4416 ○ ○ ○ ○

25 ○ ○ 有限会社ヘルパーステーション長嶺 熊本市
東区長嶺東１丁目４番４０
号

096-388-2458 ○ ○ ○ ○

26 × ○ まんまるケアセンター 熊本市 南区白藤２丁目５番１号 096-358-3336 ○ ○ ○ ○

27 ○ ○ 在宅センター　りんどう 熊本市 東区桜木４丁目７－９ 096-365-7079 ○ ○ ○ ○

28 × ○ 有限会社　介護サービスなごみ 熊本市 南区刈草１丁目４番７号 096-320-1530 ○ ○ ○ ○

29 × ○ 「なごみ」訪問介護事業所 熊本市 南区城南町舞原無番地 0964-28-2673 ○ ○ ○ ○

30 × ○ 城南学園居宅介護事業所 熊本市
南区城南町藤山１２７６番
地２

0964-28-5111 ○ ○ ○

31 × ○ ヘルパーステーションみずたま 熊本市 東区昭和町３番２１号 096-365-0095 ○ ○ ○ ○

（３）障がい者支援課

①居宅介護 主たる対象者

所在地
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乗降介助＝通院等乗降介助 重度訪問＝重度訪問介護

No.

乗
降
介
助

重
度
訪
問

名称 電話

身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

障
害
児

精
神
障
害
者

①居宅介護 主たる対象者

所在地

32 × ○ 菜の花ヘルパーステーション 熊本市
南区城南町東阿高１１２８
－４

0964-28-6633 ○ ○ ○ ○

33 × ○ げんき介護神水 熊本市
中央区神水１丁目３８番３
５号　鎌田ビル１０２号

096-340-8421 ○ ○ ○

34 × ○ ケアサポート和み 熊本市
北区植木町一木６７０－３
３

096-273-3623 ○ ○ ○ ○

35 × ○ ニチイケアセンター　健軍 熊本市
中央区水前寺６丁目27-
20神水恵比須ビル１Ｆ

096-386-8690 ○ ○ ○ ○

36 × ○ ニチイケアセンター　楠 熊本市
北区武蔵ヶ丘８丁目４番５
２号

096-215-2871 ○ ○ ○ ○

37 × ○ ニチイケアセンター　保田窪 熊本市
東区保田窪４丁目１０－６
８

096-386-0377 ○ ○ ○ ○

38 × ○ ニチイケアセンター　平成 熊本市
南区平成１－１１－５ウエ
ステリア１０１

096-212-3766 ○ ○ ○ ○

39 × ○ ニチイケアセンター　けいとく 熊本市
中央区細工町１－５１
スコーレビル１Ｆ

096-319-8007 ○ ○ ○ ○

40 × ○ セントケア熊本 熊本市
東区長嶺南４丁目１１－１
２６　オフィス西田１階

096-213-7560 ○ ○ ○ ○

41 × ○ セントケア熊本駅前 熊本市
中央区十禅寺１丁目３番１
号

096-278-8010 ○ ○ ○ ○

42 × ○ セントケア植木 熊本市
北区植木町豊田４８１－１
福田アパートⅠ１０２号

096-273-5411 ○ ○ ○

43 × ○ たくまの里 熊本市 東区御領１丁目１３－２６ 096-382-3211 ○ ○ ○ ○

44 × ○ ヘルパーステーション　佳門 熊本市 東区御領５丁目１番１号 096-389-8066 ○ ○ ○ ○

45 × ○ あいえす　ヘルパーステーション 熊本市 北区貢町７８０番地８ 096-288-1752 ○ ○ ○ ○

46 × ○
社会福祉法人熊本市社会福祉協議
会植木支所指定居宅介護事業所 熊本市

北区植木町岩野２３８番地
１

096-272-1141 ○ ○ ○ ○

47 × ○ ニチイケアセンターかわしり 熊本市
南区野田２丁目３１番１７
号アーバンウェスト１０１号

096-311-6680 ○ ○ ○ ○

48 × ○ ニチイケアセンターうえき 熊本市 北区植木町舞尾５９３－２ 096-272-2601 ○ ○ ○ ○

49 × ○ 訪問介護事業所　ふきのとう 熊本市
東区下南部２丁目１５－１
１

096-388-2721 ○ ○ ○ ○

50 ○ ○ ヘルパーステーションきずな 熊本市
東区新南部３丁目７番７６
－２

096-384-0008 ○ ○ ○ ○

51 × ○ 障害者在宅サービス鈴蘭 熊本市
南区御幸笛田２丁目１６－
４３－１０３

096-370-5790 ○ ○ ○

52 × ○ 訪問介護事業所　すみれ 熊本市
中央区大江1丁目２７番３
号　エクシード大江Ⅱ１０１

096-363-9109 ○ ○ ○ ○

53 × ○ ケアステーションおもと 熊本市
中央区保田窪１丁目６番１
７号－１０１

096-285-8976 ○ ○ ○ ○

54 × ○ 株式会社　おふくろの家 熊本市
中央区島崎1丁目１９－２
７－１

096-288-5412 ○ ○ ○ ○

55 × ○ ＮＰＯサンアンドムーン 熊本市
中央区西阿弥陀寺町１番
地１（８０４号）

096-211-1450 ○ ○ ○ ○

56 × ○ ヘルパーステーション　いこい 熊本市
中央区出水六丁目２２番２
３号

096-334-3151 ○ ○ ○ ○

57 × ○ あゆむ訪問介護ステーション 熊本市 西区上熊本３丁目５－３６ 096-354-7711 ○ ○ ○ ○

58 × ○
水前寺しょうぶ苑ホームヘルプステー
ション 熊本市

中央区水前寺３丁目１３－
１０

096-381-2091 ○ ○ ○ ○

59 × ○ ヘルパーステーションはなもも 熊本市
中央区帯山３丁目１６－１
８

096-285-1755 ○ ○ ○ ○

60 × ○ ミントケア 熊本市
東区花立３丁目１３番１１
シティハイツ花立１０１号

096-234-6234 ○ ○ ○ ○

61 × ○
パナソニックエイジフリーケアセンター
上熊本・訪問介護 熊本市 西区花園１丁目4-2 096-351-7001 ○ ○ ○ ○

62 × ○ ケアステーション　リバティ 熊本市
中央区保田窪１丁目７番
27号

096-285-4767 ○ ○ ○ ○
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63 × ○ ケアーネット・心花 熊本市 南区畠口町２５２５番地９ 096-228-3333 ○ ○ ○ ○

64 × ○ 訪問介護ちょうちょ　くるみの森 熊本市 東区渡鹿８丁目１－７０ 096-361-1123 ○ ○ ○ ○

65 ○ ○ ヘルパーステーションサンフラワー 熊本市 南区城南町隈庄422 0964-53-9764 ○ ○ ○ ○

66 × ○ きずな株式会社　訪問介護サービス 熊本市
西区松尾１丁目18-7
エクシード松尾103

096-319-4111 ○ ○ ○ ○

67 × ○ 居宅介護事業所　ゆとりすと 熊本市
東区長嶺西１丁目6-88
ザ・クレイン605

096-285-1083 ○ ○ ○ ○

68 × ○ KOBケアサービス 熊本市 東区若葉６丁目１１番８号 096-288-6546 ○ ○ ○ ○

69 × ○ けあらーず城山指定訪問介護事業所 熊本市
西区城山下代2丁目14-10
ライフサポートマンション彩里
Ⅰ1階

096-288-0995 ○ ○ ○

70 × ○
熊本市社会福祉事業団　中央ヘル
パー事業所

熊本市 中央区壺川2丁目3-85 096-319-5571 ○ ○ ○ ○

71 × ○
熊本市社会福祉事業団　長寿の里ヘ
ルパー事業所

熊本市 西区城山薬師2丁目10-10 096-319-4600 ○ ○ ○ ○

72 × ○
熊本市社会福祉事業団　東部ヘル
パー事業所

熊本市 東区秋津3丁目17-17 096-360-3119 ○ ○ ○ ○

73 × ○
熊本市社会福祉事業団　西里ヘル
パー事業所

熊本市 北区徳王町870 096-312-3033 ○ ○ ○ ○

74 × ○
熊本市社会福祉事業団　北部ヘル
パー事業所

熊本市
北区武蔵ヶ丘1丁目15-17Ｄ
ムサシ一番館

096-348-7117 ○ ○ ○ ○

75 × ○ ロイヤル飛田訪問介護ステーション 熊本市 北区飛田4丁目3番81号 096-346-1500 ○ ○ ○ ○

76 × ○ ヘルパーステーションゆめ咲 熊本市
中央区大江三丁目1-43-303
大江浜坂ビル

096-366-8730 ○ ○ ○ ○

77 × ○ ケアサポート　凛 熊本市 北区植木町富応６３３番地 096-272-6300 ○ ○ ○

78 × ○
黒髪しょうぶ苑ホームヘルプステー
ション

熊本市 中央区黒髪五丁目４番３０号 096-346-8505 ○ ○ ○ ○

79 × ○ アップルケア訪問介護事業所 熊本市 西区島崎二丁目２５番３号 096-319-3300 ○ ○ ○ ○

80 × ○ ケアプラス訪問介護ステーション 熊本市
中央区神水二丁目７番１２号
イースト神水ビル２階

096-234-6572 ○ ○ ○ ○

81 × ○ 訪問介護事業所　クローバー 熊本市
北区清水亀井町四丁目４番
ソフィ清水１０３号

080-4282-4931 ○ ○ ○ ○

82 ○ ○ マーメイドドリームス 熊本市
北区鶴羽田二丁目１０番２１
号

096-295-8756 ○ ○ ○ ○

83 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター・夢

山鹿市 大字久原３８２５番地２ 0968-46-5830 ○ ○ ○ ○

84 × ○
荒尾介護システムヘルパーステーショ
ン

荒尾市 万田２００２－１０１ 0968-64-7170 ○ ○ ○ ○

85 × ○ ヘルパーステーションひまわり
下益城郡
美里町

二和田１２３３ 0964-47-2600 ○ ○ ○ ○

86 × ○ 美里町社協ケアセンター砥用
下益城郡
美里町

永富１５１０ 0964-47-0065 ○ ○ ○ ○

87 × ○ 美里町社協ケアセンター中央
下益城郡
美里町

佐俣３３８ 0964-46-3409 ○ ○ ○ ○

88 × ○
社会福祉法人宇土市社会福祉協議
会居宅介護サービスセンター

宇土市 浦田町４４番地 0964-23-3756 ○

89 × ○ ニチイケアセンター宇城 宇城市
松橋町豊福１６８３番地１号
ハイパーモールメルクス松橋

0964-25-2560 ○ ○ ○ ○

90 × ○ 福祉訪問介護青海苑 宇城市
三角町三角浦１１５９－７
０

0964-34-1050 ○ ○ ○ ○

91 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター笑

宇城市 松橋町久具２５８４番地 0964-33-5204 ○ ○ ○ ○

92 × ○ 豊洋園ヘルパーセンター 宇城市 三角町里浦２８５５番５ 0964-54-1100 ○

93 × ○ ホームヘルパーステーションくらら 宇城市 松橋町松橋１９３０－４ 0964-33-2123 ○ ○ ○ ○
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94 × ○ 介護センターふれあい 荒尾市 川登１７６１番地２４ 0968-68-6565 ○ ○ ○ ○

95 × ○ 慈眼苑ヘルパーステーション 荒尾市 荒尾１９９７番地 0968-64-1040 ○ ○ ○ ○

96 ○ ○ ヘルパーステーションにじ 荒尾市 水野１５３４番地１ 0968-68-0611 ○ ○ ○ ○

97 × ○ 荒尾市社協ヘルパーステーション 荒尾市 下井手１９３番地１ 0968-66-2993 ○ ○ ○ ○

98 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター・さくらんぼ

荒尾市 増永２８９６番地５ 0968-82-7121 ○ ○ ○ ○

99 × ○ 訪問介護センター　ウイッシュ 荒尾市 野原８８番地 0968-65-6501 ○ ○ ○ ○

100 × ○ 玉名市社協ヘルパーステーション 玉名市
岩崎８８番地４　玉名市福
祉センター内

0968-73-9566 ○ ○ ○ ○

101 × ○
ホームヘルパー派遣サービスたいめ
い苑

玉名市 岱明町古閑３８８番地 0968-57-1220 ○ ○ ○

102 × ○ 有明ホームヘルパーサービス 玉名市 玉名市築地６４－１ 0968-74-3111 ○ ○ ○ ○

103 × ○ サポートセンター　わかちあい 玉名市 立願寺１１３ 0968-71-0056 ○ ○ ○ ○

104 ○ ○ 有限会社　ライフケア 玉名市 中７５１-４ 0968-73-8855 ○ ○ ○ ○

105 × ○
玉東町社協ホームヘルパーステー
ション

玉名郡玉
東町

木葉７６４番地 0968-85-2995 ○ ○ ○ ○

106 × ○ なごみ町社会福祉協議会
玉名郡和
水町

藤田３５２番地 0968-86-4506 ○ ○ ○ ○

107 × ○
愛隣館地域福祉サービスセンター・
ホームヘルプ部

山鹿市 津留２０２２番地 0968-43-2771 ○ ○ ○ ○

108 × ○ 山鹿ヘルパーステーション 山鹿市 宗方通１０５番地 0968-36-9822 ○ ○ ○ ○

109 × ○ さくらケアサービス山鹿 山鹿市 中央通７０７番地 0968-44-3508 ○ ○ ○ ○

110 ○ ○ 有限会社　ケアサービス　のぞみ 山鹿市 熊入町９３１番地４ 0968-44-0738 ○ ○ ○ ○

111 × ○ 在宅支援センター　へるぷねっと 菊池市 隈府４９４番地１６　２Ｆ 0968-24-3152 ○ ○ ○ ○

112 × ○ 訪問介護ステーションきくち 菊池市 隈府８８８番地 0968-25-5000 ○ ○ ○ ○

113 × ○
社会福祉法人大津町社会福祉協議
会指定訪問介護事業所

菊池郡大
津町

室１５１番地の１（大津町
老人福祉センター内）

096-293-2027 ○ ○ ○ ○

114 × ○ あけぼの訪問介護事業所
菊池郡大
津町

陣内１８４４番地４ 096-349-3811 ○ ○ ○ ○

115 × ○
社会福祉法人菊陽町社会福祉協議
会訪問介護事業所

菊池郡菊
陽町

大字久保田２５９６番地 096-232-3594 ○ ○ ○ ○

116 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター結ふたば

菊池郡菊
陽町

津久礼２９７２－３３ 096-232-5428 ○ ○ ○ ○

117 × ○ ヘルパーステーション　テクニカル 合志市 御代志１３４２ 096-243-1362 ○ ○ ○ ○

118 × ○
合志市社協障がい者支援センターヘ
ルパーステーション

合志市 須屋２５４０ 096-223-5625 ○ ○ ○ ○

119 × ○ 小国町社協居宅介護事業所
阿蘇郡小
国町

宮原１５３０番地の２ 0967-46-5575 ○ ○ ○

120 × ○
社会福祉法人　高森町社会福祉協議
会　訪問介護事業所

阿蘇郡高
森町

高森１２５８番地の１ 0967-62-2158 ○

121 × ○
社会福祉法人西原村社会福祉協議
会西原村指定訪問介護事業所

阿蘇郡西
原村

小森５７２ 096-279-4141 ○ ○ ○ ○

122 × ○ グリーンウッド
阿蘇郡南
阿蘇村

大字久石２７０５番地 0967-67-0294 ○ ○ ○ ○

123 × ○ ヘルパーステーションあそ 阿蘇市 内牧９７６番地の２ 0967-32-1127 ○ ○ ○ ○

124 × ○
社会福祉法人　益城町社会福祉協議
会

上益城郡
益城町

宮園７０８番地１ 096-286-3111 ○ ○ ○ ○

125 × ○ ホームヘルパー・ステーション「緑風」
上益城郡
甲佐町

白旗２７１番１ 096-234-3788 ○ ○ ○ ○
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126 × ○ ヘルパーステーションせせらぎ
上益城郡
甲佐町

白旗９８６番地 096-234-5511 ○ ○ ○ ○

127 × ○ ケアセンターやまと
上益城郡
山都町

大平９１番地 0967-82-3345 ○ ○ ○ ○

128 × ○ JA上益城訪問介護事業所たんぽぽ
上益城郡
山都町

野尻１０２９－１ 0967-73-1211 ○ ○ ○ ○

129 × ○ ニチイケアセンター八代 八代市 松江町字菰池５６１番地１ 0965-53-1068 ○ ○ ○ ○

130 × ○ ひかわの里ホームヘルプサービス 八代市 東陽町南７５２－１ 0965-65-3100 ○

131 × ○
ヘルパーステーション　キャッスル八
代

八代市 本町３丁目３番４１号 0965-32-1188 ○ ○

132 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター・そよ風

八代市 本町４丁目２－２８ 0965-33-3616 ○ ○ ○ ○

133 × ○ ケアサービスエイブル 八代市 日置町５８２番地の１ 0965-35-2369 ○ ○ ○

134 × ○ キッポーヘルパーステーション 八代市
千丁町新牟田２５２０番地
２

0965-43-5678 ○ ○ ○ ○

135 × ○ コスモスホームヘルパーステーション 八代市 東片町２５７番地２ 0965-32-1060 ○

136 × ○ シラサギホームヘルバーステーション 八代市 北の丸町３－５０ 0965-39-8220 ○

137 × ○ ラポール新世園 八代市 古閑下町２２２４番地 0965-30-8185 ○ ○ ○ ○

138 ○ ○ 昭和ケアサービス 八代市 塩屋町２番２６号 0965-31-0022 ○ ○ ○ ○

139 ○ ○ 指定訪問介護事業所「パートナー」 八代市 松江本町２番５０号 0965-32-2126 ○ ○ ○ ○

140 ○ ○ 福祉サービス熊本 八代市 田中町５７３－８ 0965-31-6637 ○ ○ ○

141 × ○ ヘルパーステーション氷川
八代郡氷
川町

宮原７０２番地５ 0965-62-3456 ○ ○ ○ ○

142 × ○ ニチイケアセンター水俣 水俣市 長野町１１番１１４号１階 0966-68-9950 ○ ○ ○ ○

143 × ○
水俣市社会福祉協議会指定居宅介
護事業所

水俣市 牧ノ内３番１号 0966-63-2047 ○ ○ ○ ○

144 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター・おおきな木

水俣市 栄町二丁目１番３８号 0966-62-0579 ○ ○ ○ ○

145 × ○ 有限会社ラポート 水俣市 大園町３丁目２－２７ 0966-62-3335 ○ ○ ○ ○

146 × ○
津奈木町社会福祉協議会指定訪問
介護事業所

葦北郡津
奈木町

大字小津奈木２１２３番地 0966-61-2940 ○ ○ ○ ○

147 ○ ○ つばめケアセンター 人吉市 中青井町３０６番地６ 0966-22-5115 ○ ○ ○ ○

148 × ○
社会福祉法人人吉市社会福祉協議
会訪問介護事業所

人吉市 西間下町永溝４１番地１ 0966-24-9192 ○ ○ ○ ○

149 × ○ ヘルパーステーションすずらん 人吉市 鬼木町１４２３－１ 0966-24-3501 ○ ○ ○ ○

150 × ○ ニチイケアセンターにしき
球磨郡錦
町

大字一武１６４１番地 0966-34-5222 ○ ○ ○ ○

151 × ○ 多良木町訪問介護事業所
球磨郡多
良木町

大字多良木１５７１番地１ 0966-42-1112 ○ ○ ○ ○

152 × ○
社会福祉法人　湯前町社会福祉協議
会

球磨郡湯
前町

１６９３－３７ 0966-43-4117 ○ ○ ○ ○

153 × ○ 水上村居宅サービスセンター
球磨郡水
上村

大字岩野２６７８番地 0966-44-0782 ○ ○ ○ ○

154 × ○
社会福祉法人ペートル会指定居宅介
護サービス事業所

球磨郡相
良村

大字川辺１７７１番地 0966-35-0861 ○ ○ ○ ○

155 × ○ 五木村社協介護サービスセンター
球磨郡五
木村

甲２６７２番地の４１ 0966-37-2333 ○ ○ ○ ○

156 × ○ 山江指定訪問介護事業所
球磨郡山
江村

大字山田甲１３７３番地の
１

0966-24-1508 ○ ○ ○ ○

157 × ○ 球磨村指定訪問介護事業所
球磨郡球
磨村

大字一勝地乙１番地の５ 0966-32-0022 ○ ○ ○ ○
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158 × ○ あさぎり町社協ヘルパーステーション
球磨郡あさ
ぎり町

上北１８７４番地 0966-43-6077 ○ ○ ○ ○

159 × ○ ヘルパーステーションJCS２４
天草郡苓
北町

上津深江２７８－１０ 0969-37-1111 ○ ○ ○ ○

160 × ○ ＪＡレイホク訪問介護事業所
天草郡苓
北町

富岡２２２８－１ 0969-35-1280 ○ ○ ○ ○

161 × ○
医療法人村上会ひまわりヘルパース
テーション

上天草市 姫戸町姫浦６５２番地１ 0969-58-3110 ○ ○ ○ ○

162 × ○
上天草市社会福祉協議会居宅介護
事業所

上天草市
松島町合津３４３３番地の
５２

0969-56-2333 ○ ○ ○ ○

163 × ○ 大矢野町ホームヘルパーステーション 上天草市 大矢野町登立８５３１番地 0964-56-0263 ○ ○

164 × ○
姫戸町ホームヘルパーステーション翔
洋苑

上天草市 姫戸町姫浦３０５５－１０６ 0969-58-3633 ○ ○ ○ ○

165 × ○ ニチイケアセンター大矢野 上天草市
大矢野町中字城本４７８番
地２６

0964-57-4770 ○ ○ ○ ○

166 × ○ あまくさ農業協同組合 天草市 太田町１番地２ 0969-22-1100 ○ ○ ○ ○

167 × ○ ニチイケアセンター本渡 天草市
小松原町１２番１０号　EL
ビル天草１０３号

0969-27-6888 ○ ○ ○ ○

168 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター河浦 天草市
河浦町白木河内２２３番地
１２

0969-76-1401 ○ ○ ○ ○

169 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター牛深 天草市 牛深町２２８６番地１０３ 0969-72-2904 ○ ○ ○ ○

170 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター御所浦 天草市
御所浦町御所浦３５２７番
地

0969-67-3782 ○ ○ ○ ○

171 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター天草 天草市 天草町高浜南５０１番地１ 0969-42-0678 ○ ○ ○ ○

172 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター本渡 天草市 今釜新町３６９９番地 0969-27-5688 ○ ○ ○ ○

173 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター新和 天草市 新和町小宮地６６９番地１ 0969-46-3770 ○ ○ ○ ○

174 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター有明 天草市 有明町赤崎２０１０番地９ 0969-53-0110 ○ ○ ○ ○

175 × ○ ヘルパーステーション・はまなす 天草市
本渡町本戸馬場２０９４番
地７

0969-27-0201 ○ ○ ○ ○

176 × ○ なごみホームヘルプ事業部たんとん 人吉市 相良町６番地１ 0966-22-0058 ○ ○ ○ ○

177 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター・イルカ

天草市 本渡町本渡２５６８番４ 0969-24-0482 ○ ○ ○ ○

178 × ○
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくし
サービスセンター　ほたる

宇城市 豊野町糸石３９２８－１ 0964-45-3533 ○ ○ ○ ○

179 × ○ ＪＡうきうき福祉サービス事業所 宇城市
不知火町高良１８５１番地
４

0964-34-0223 ○ ○ ○ ○

180 × ○ 訪問介護センター　うさぎさん
球磨郡多
良木町

多良木字牛頭４０１番地１ 0966-43-0233 ○ ○ ○ ○

181 × ○ ニチイケアセンター　山鹿 山鹿市
鹿校通２－２－４３ラン
バービル３Ｆ

0968-42-8165 ○ ○ ○ ○

182 × ○ ニチイケアセンター　玉名 玉名市 滑石２６２１－１ 0968-71-6030 ○ ○ ○ ○

183 × ○ セントケア合志 合志市 幾久富１７５８－１７ 096-215-5040 ○ ○ ○ ○

184 × ○ セントケア御船
上益城郡
御船町

滝川１１９０－１フラワーハ
イツＣ棟１Ｆ－Ａ号室

096-281-7075 ○ ○ ○ ○

185 × ○ セントケア八代 氷川町 宮原字下宮後４７９番地 0965-62-1061 ○ ○ ○ ○

186 × ○ セントケア天草 天草市
小松原町１２－１９　Ｍセ
レーノ天草１０３号

0969-27-6127 ○ ○ ○

187 × ○ 和 玉名市 月田２１０７番地３ 0968-73-3909 ○ ○ ○ ○

188 × ○ あさひ園障害福祉サービス事業所 八代市 上日置町２３４５番地 0965-35-5757 ○ ○ ○ ○

189 ○ ○ あかり 菊池市 大琳寺１９７ 0968-24-4045 ○ ○ ○ ○
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190 × ○ 介護センターがじゅまる 八代市 古閑中町１１０１－３ 0965-80-4311 ○ ○ ○ ○

191 × ○ 訪問介護事業所ライフ 菊池市 深川４０３ 0968-23-0107 ○

192 × ○ 南関町訪問介護事業所 南関町 小原１４０５番地 0968-53-2700 ○ ○ ○ ○

193 × ○ ヘルパーステーション　スマイル 人吉市
北泉田町１４１－５クオー
レ北泉田１Ｆ

0966-35-7433 ○ ○ ○ ○

194 × ○
ヘルパーステーションサンビィラありあ
け

玉名市 岩崎４１６番地１ 0968-72-0905 ○ ○

195 × ○ 介護・りゅうそう訪問介護事業所 八代市 大福寺町２３９３－１ 0965-32-3872 ○ ○ ○ ○

196 × ○ ヘルパーステーション　優光
球磨郡多
良木町

大字多良木１２８５番地 0966-42-5589 ○ ○ ○ ○

197 × ○ 愛心ヘルプサービス熊本 合志市
須屋１４８２番４号サンライ
ズ長田１０１号室

096-288-1135 ○ ○ ○

198 × ○ 訪問介護事業所天の附 天草市 牛深町３２７５－１１ 0969-72-5330 ○ ○ ○ ○

199 × ○ ヘルパーステーション　ひかり 宇城市 松橋町松橋９１番地 0964-46-1615 ○ ○ ○ ○

200 × ○ かんねさこ荘ヘルパーセンター 八代市 松江本町２６４番地 0965-45-9012 ○

201 × ○ ニチイケアセンターひとよし 人吉市
西間下町字一本杉１３２－
１サンマリーンビルⅡ 1階

0966-24-4311 ○ ○ ○ ○

202 × ○ 生活支援センターきらきら 玉名市 岱明町野口字塚原６６６番 0968-57-5755 ○ ○ ○ ○

203 × ○ しもだ介護サービス玉名 玉名市 小野尻３３３－１ 0968-76-1001 ○ ○ ○ ○

204 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター五和 天草市 五和町御領２９４３番地 0969-32-1182 ○ ○ ○ ○

205 × ○ 訪問介護事業所　ソアラ 荒尾市 本井手１８番地 0968-66-1370 ○ ○ ○ ○

206 × ○ ニチイケアセンター宇土 宇土市
松山町883番地1　エクセ
ルコート102号

0964-22-0822 ○ ○ ○ ○

207 × ○ ケアサポートはまちどり 水俣市 浜町一丁目8番14号 0966-84-9580 ○ ○ ○ ○

208 × ○
社会福祉法人グリーンコープふくし
サービスセンターさくらんぼ玉名

玉名市 立願寺４３４ 0968-57-9102 ○ ○ ○ ○

209 × ○ 美里ケアサービスセンター 葦北郡
芦北町大字天月１３３７－
１

0966-84-0916 ○ ○ ○ ○

210 × ○ ヘルパーステーション 大輪 宇城市 松橋町松橋町２８番地８ 0964-53-9335 ○ ○ ○ ○

211 × ○ 訪問介護事業所　ほほえみのもり 菊池郡
菊陽町武蔵ヶ丘北３丁目
８番１号

096-288-3958 ○ ○ ○ ○

212 × ○ 月のうさぎヘルパーステーション 八代市 古閑中町８７７番地の７ 0965-33-5773 ○ ○ ○ ○

213 ○ ○ ケアサポートやまびこ 荒尾市 原万田８５番地４０ 0968-80-7021 ○ ○ ○ ○

214 × ○ ニチイケアセンター荒尾宮内 荒尾市 宮内８４４番地１ 0968-64-6601 ○ ○ ○ ○

215 × ○ ケアステーション　エクリュ 荒尾市 万田７６８番地１ 0968-62-1063 ○ ○ ○ ○

216 × ○ ヘルパーステーション　ドラゴンキッズ 合志市 野々島２４６１－２ 096-288-2311 ○ ○ ○ ○

217 × ○ ブロッサム 八代市 郡築四番町１０１－４ 096-339-7150 ○ ○ ○ ○

218 ○ ○ ヘルパーステーションいずみ 人吉市 南泉田町７０番地３ 0966-28-3308 ○ ○ ○ ○

219 × ○
株式会社サンコーライフサポート訪問
介護事業所

宇土市 松原町１２０番地２ 0964-22-6916 ○ ○ ○ ○

220 × ○ ケアステーションゆう 阿蘇市 内牧１２１４番地３２ 0967-32-0307 ○ ○ ○ ○

221 × ○ ウェルネス御船
上益城郡
御船町

大字滝尾６５２３－１１２ 096－282-6770 ○ ○ ○ ○
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222 × ○ ヘルパーステーション　みづき 荒尾市 大平町二丁目５１番地３ 0968-57-9093 ○ ○ ○ ○

223 × ○ 阿蘇さくら草 阿蘇市 内牧３２９番地 0967-32-4545 ○ ○ ○ ○

224 × ○ 訪問介護　紅い華　熊本北センター 合志市 須屋７１１番地１ 096-341-2088 ○ ○ ○ ○

225 × ○ 松橋ケアサービス 宇城市
松橋町松橋１１９９番地の
１

0964-32-1160 ○ ○ ○ ○

226 × ○ 八代ケアサービス 八代市 大手町二丁目５番１３号 0965-32-7151 ○ ○ ○ ○

227 × ○ 天草市社協ヘルパーセンター倉岳 天草市 倉岳町棚底１９９７番地１ 0969-64-3788 ○ ○ ○ ○

228 × ○ ヘルパーステーション　菊英 菊池市 旭志弁利８２番地１ 0968-41-5458 ○ ○ ○ ○

229 × ○ 訪問介護事業所　クローバー 宇城市 不知火町御領１７１番地１ 0964-27-5208 ○ × × ×

230 × ○ あすぱるケアサポート 合志市 豊岡２０５４番地４５ 096-200-1090 ○ ○ × ○

231 × ○ みどりの里ヘルパーステーション
阿蘇郡小
国町

宮原４２５番地の５ 0967-46-6650 ○ ○ × ○

232 × ○ 宇土・千の郷 宇土市 栗崎町８０１番地２ 0964-42-8000 ○ ○ ○ ○

233 × ○ 訪問介護事業所　元気な家 合志市 須屋１６５－５ 096-348-0039 ○ ○ ○ ○

234 × ○
福祉サービスセンター　ほっと館　訪
問介護事業所

阿蘇郡産
山村

大利６５７番地２ 0967-25-2233 ○ ○ ○ ○

235 × ○ 訪問介護事業所　関の郷 玉名郡 南関町関町１６番地１ 0968-57-9486 ○ ○ ○ ○

236 × ○ はぴねすケア 玉名郡 南関町関町３９２－２ 0968-57-9782 ○ ○ ○ ○

237 × ○ ヘルパーステーション悠優かしま
上益城郡嘉
島町

上仲間字皆本１５１番地１ 096-235-2301 ○ ○ ○ ○

238 × ○
障害福祉サービス事業所　ヘルパー
ステーションつくし

阿蘇市 内牧２０７ 0967-32-0162 ○ ○ ○ ○

239 ○ ○ ホームヘルプひかり 八代市 古閑下町１８１９番地 0965-33-2176 ○ ○ ○ ○

240 × ○ ヘルパーステーション瑠璃 人吉市 下林町１１５番地２ 0966-32-9439 ○ ○ ○ ○

241 × ○ 訪問介護事業所　宝晶 八代市 本町二丁目１番１６号 0965-33-1333 ○ ○ ○

242 × ○ 紅い華　熊本南センター 宇城市
不知火町御領３３５－１－１０
１

0964-27-5007 ○ ○ ○ ○

243 × ○ ヘルパーステーションてんてん
上益城郡御
船町

水越２４１５－２ 096-282-9585 ○ ○ ○ ○

244 × ○ 訪問介護事業所　ファミリー 八代市 清水町２番９４号 0965-35-0002 ○ ○ ○ ○

245 × ○ ヘルパーステーションレインボー
玉名郡和水
町

中和仁１３２７ 0968-34-2015 ○ ○ ○ ○

246 × ○ ヘルパーステーションいわさか
菊池郡大津
町

岩坂４３３番地 096-294-4502 ○ ○ ○ ○

247 × ○ 訪問介護事業所　春草苑 阿蘇市 内牧１１１２番地５ 0967-32-4021 ○ ○ ○ ○

248 × ○ 訪問介護事業所　月華苑
玉名郡長洲
町

大字清源寺１０６０番地 0968-69-2018 ○ ○ ○ ○

249 × ○ ひまわりサポートセンターそらいろ 荒尾市 平山２２４８－２０ 0968-82-8510 ○ ○ ○ ○
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1 せいじのヘルパーステーション 熊本市
西区島崎二丁目２２番１５
号

096-354-1731 ○ ○

2 竜山ヘルパーステーション 熊本市 北区室園町１０番１７号 096-344-3311 ○ ○

3 熊本市社会福祉事業団 熊本市
南区平成１丁目１６番１８
号

096-273-7506 ○ ○

4
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくしサービス
センター虹

熊本市 南区島町二丁目１３番６号 096-342-7890 ○ ○

5 セントケア熊本 熊本市
東区長嶺南四丁目１１番１
２６号　オフィス西田１階

096-213-7560 ○ ○

6 セントケア熊本駅前 熊本市
中央区十禅寺一丁目３番
１号

096-278-8010 ○ ○

7 ヘルパーステーションきずな 熊本市
東区新南部三丁目７番７６
－２

096-384-0008 ○ ○

8 城南学園居宅介護事業所 熊本市
南区城南町藤山１２７６番
地２

0964-28-5111 ○ ○

9 セントケア植木 熊本市
北区植木町豊田４８１－１
福田アパートⅠ１０２号

096-273-5411 ○ ○

10 指定障害者在宅サービス　紅い華 熊本市
南区元三町２丁目９番２２
号

096-211-7335 ○ ○

11 ふくし生協 熊本市 東区長嶺西三丁目２－６６ 096-274-3000 ○ ○

12
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくしサービス
センターなないろ

熊本市
中央区水前寺三丁目４３
番３１号

096-384-7788 ○ ○

13
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくしサービス
センターＳｕｎあい

熊本市
東区長嶺東一丁目２番５５
号

096-349-1540 ○ ○

14 ＮＰＯ法人　ライフサポートすみれ 熊本市
中央区渡鹿６丁目１０番７
９号

096-363-2617 ○ ○

15 有限会社ヘルパーステーション長嶺 熊本市
東区長嶺東一丁目４番４０
号

096-388-2458 ○ ○

16 在宅センター　りんどう 熊本市 東区桜木４丁目７番９号 096-365-7079 ○ ○

17 ニチイケアセンター　健軍 熊本市
中央区水前寺６丁目27-
20神水恵比須ビル１Ｆ

096-386-8690 ○ ○

18 ニチイケアセンター　保田窪 熊本市
東区保田窪四丁目１０番６
８号

096-386-0377 ○ ○

19 ニチイケアセンター　楠 熊本市
北区武蔵ヶ丘八丁目４番
５２号

096-215-2871 ○ ○

20 ニチイケアセンター　平成 熊本市
南区平成一丁目１１番５号
ウエステリア１０１

096-212-3766 ○ ○

21 ニチイケアセンター　けいとく 熊本市
中央区細工町一丁目５１番
地スコーレビル１Ｆ　Ｄ室

096-319-8007 ○ ○

22 ニチイケアセンターかわしり 熊本市
南区野田町二丁目３１番１７
号アーバンウェスト101号

096-311-6680 ○ ○

23 ニチイケアセンターうえき 熊本市
北区植木町舞尾５９３番地
２

096-272-2601 ○ ○

24 ケアステーションおもと 熊本市
中央区保田窪１丁目６番１
７号－１０１

096-285-8976 ○ ○

25
社会福祉法人熊本市社会福祉協議会植木支
所指定居宅介護事業所

熊本市
北区植木町岩野238番地
１

096-272-1141 ○ ○

26 ＮＰＯサンアンドムーン 熊本市
中央区西阿弥陀寺町１番
地１（８０４号）

096-211-1450 ○ ○

27 あゆむ訪問介護ステーション 熊本市 西区上熊本三丁目5-36 096-354-7711 ○ ○

28 有限会社　在宅介護ネットゆとり 熊本市
中央区京町１丁目14番8-
704号

096-325-9680 ○ ○

29 ケアステーション　リバティ 熊本市
中央区保田窪１丁目７番
27号

096-285-4767 ○ ○

30 ケアーネット・心花 熊本市 南区畠口町２５２５番地９ 096-228-3333 ○ ○

31 あいえすヘルパーステーション 熊本市 北区貢町７８０番地8 096-288-5355 ○ ○

②同行援護 主たる対象者

所在地
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32 ミントケア 熊本市
東区花立3丁目13番11シ
ティハイツ花立101号

096-234-6234 ○ ○

33 ヘルパーステーションサンフラワー 熊本市 南区城南町隈庄422 0964-53-9764 ○ ○

34
パナソニックエイジフリーケアセンター上熊本・
訪問介護

熊本市 西区花園１丁目4-2 096-351-7001 ○ ○

35 けあらーず城山指定訪問介護事業所 熊本市
西区城山下代2丁目14-10
ライフサポートマンション

096-288-0995 ○ ○

36 ケアサポート　凛 熊本市 北区植木町富応６３３番地 096-272-6300 ○ ○

37 アップルケア訪問介護事業所 熊本市 西区島崎二丁目２５番３号 096-319-3300 ○ ○

38 マーメイドドリームス 熊本市
北区鶴羽田二丁目１０番２
１号

096-295-8756 ○ ○

39
社会福祉法人宇土市社会福祉協議会居宅介
護サービスセンター

宇土市 浦田町４４番地 0964-23-3756 ○

40 ＪＡうきうき福祉サービス事業所 宇城市
不知火町高良１８５１番地
４

0964-34-0223 ○ ○

41 ヘルパーステーションにじ 荒尾市 水野１５３４番地１ 0968-68-0611 ○ ○

42 荒尾市社協ヘルパーステーション 荒尾市 下井手１９３番地１ 0968-66-2993 ○ ○

43 訪問介護事業所　ソアラ 荒尾市 本井手１８番地 0968-66-1370 ○ ○

44
社会福祉法人大津町社会福祉協議会指定訪
問介護事業所

菊池郡大
津町

室１５１番地の１（大津町
老人福祉センター内）

096-293-2027 ○ ○

45
社会福祉法人菊陽町社会福祉協議会訪問介
護事業所

菊池郡菊
陽町

大字久保田２５９６番地 096-232-3593 ○ ○

46
合志市社協障がい者支援センターヘルパース
テーション

合志市 須屋２５４０ 096-223-5625 ○ ○

47 セントケア合志 合志市 幾久富１７５８番地１７ 096-215-5040 ○ ○

48 セントケア御船
上益城郡
御船町

滝川１１９０－１フラワーハ
イツＣ棟１Ｆ－Ａ号室

096-281-7075 ○ ○

49
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくしサービス
センターそよ風

八代市 本町四丁目２番２８号 0965-33-3616 ○ ○

50 昭和ケアサービス 八代市 塩屋町２番２６号 0965-31-0022 ○ ○

51 セントケア八代
八代郡氷
川町

宮原字下宮後４７９番地 0965-62-1061 ○ ○

52 水俣市社会福祉協議会指定居宅介護事業所 水俣市 牧ノ内３番１号 0966-63-2047 ○ ○

53
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくしサービス
センターおおきな木

水俣市 栄町二丁目１番３８号 0966-62-0579 ○ ○

54 有限会社ラポート 水俣市 大園町三丁目２番２７号 0966-62-3335 ○ ○

55 天草市社協ヘルパーセンター牛深 天草市 牛深町２２８６番地１０３ 0969-72-2904 ○ ○

56 天草市社協ヘルパーセンター天草 天草市 天草町高浜南５０１番地１ 0969-42-0678 ○ ○

57 天草市社協ヘルパーセンター本渡 天草市 今釜新町３６９９番地 0969-27-5688 ○ ○

58 ヘルパーステーション・はまなす 天草市
本渡町本戸馬場２０９４番
地７

0969-27-0201 ○ ○

59 セントケア天草 天草市
小松原町１２番１９号　Ｍ
セレーノ天草１０３号

0969-27-6127 ○ ○

60 ニチイケアセンター宇城 宇城市
松橋町豊福１６８３番地１号
ハイパーモールメルクス松橋

0964-25-2560 ○ ○

61 ヘルパーステーション 大輪 宇城市 松橋町松橋２８番地８ 0964-53-9335 ○ ○

62 荒尾介護システムヘルパーステーション 荒尾市 万田２００２番地１０１号 0968-64-7170 ○ ○
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63 サポートセンター　わかちあい 玉名市 立願寺１１３ 0968-73-6650 ○ ○

64 ニチイケアセンター八代 八代市 松江町字菰池５６１番地１ 0965-53-1068 ○ ○

65 ニチイケアセンター水俣 水俣市 長野町１１番１１４号１階 0966-68-9950 ○ ○

66 ニチイケアセンターひとよし 人吉市
西間下町字一本杉１３２－
１サンマリーンビルⅡ 1階

0966-24-4311 ○ ○

67 ニチイケアセンターにしき
球磨郡錦
町

大字一武１６４１番地 0966-34-5222 ○ ○

68 水上村居宅サービスセンター
球磨郡水
上村

大字岩野２６７８番地 0966-44-0782 ○ ○

69 ニチイケアセンター　玉名 玉名市 滑石２６２１番地１号 0968-71-6030 ○ ○

70 ニチイケアセンター　山鹿 山鹿市
鹿校通二丁目２番地４３号
ランバービル３Ｆ

0968-42-8165 ○ ○

71 ニチイケアセンター本渡 天草市
小松原町１２－１０　ＥＬビ
ル天草１０３号

0969-27-6888 ○ ○

72 ニチイケアセンター大矢野 上天草市
大矢野町中字城本４７８番
地２６

0964-57-4770 ○ ○

73 訪問介護ステーションきくち 菊池市 隈府８８８番地 0968-25-5000 ○ ○

74 在宅支援センター　へるぷねっと 菊池市 隈府４９４番地１６　２Ｆ 0968-24-3152 ○ ○

75 天草市社協ヘルパーセンター新和 天草市 新和町小宮地６２７番地 0969-46-3770 ○ ○

76 あさひ園障害福祉サービス事業所 八代市 上日置町２３４５番地 0965-35-5757 ○ ○

77 あさぎり町社会福祉協議会訪問介護事業所
球磨郡あさ
ぎり町

上北１８７４番地 0966-49-4505 ○ ○

78
社会福祉法人グリーンコープ　ふくしサービス
センター笑

宇城市 松橋町松橋１１９５番地 0964-33-5204 ○ ○

79
社会福祉法人グリーンコープ　ふくしサービス
センターさくらんぼ玉名

玉名市 立願時４３４ 0968-57-9102 ○ ○

80
社会福祉法人グリーンコープ　ふくしサービス
センター夢

山鹿市 大字久原３８２５番地２ 0968-44-1555 ○ ○

81
社会福祉法人グリーンコープ　ふくしサービス
センターイルカ

天草市 本渡町本渡２５６８番地４ 0969-24-0482 ○ ○

82 ニチイケアセンター荒尾宮内 荒尾市 宮内８４４番地１ 0968-64-6601 ○ ○

83
社会福祉法人グリーンコープ　ふくしサービス
センター　ほたる

宇城市 豊野町糸石３９２８－１ 0964-45-3533 ○ ○

84
愛隣館地域福祉サービスセンター・ホームヘル
プ部

山鹿市 津留２０２２ 0968-43-2771 ○ ○

85 ラポール新世園 八代市 古閑下町１７９８番地 0965-30-8185 ○ ○

86 ヘルパーステーション　ドラゴンキッズ 合志市 野々島２４６１－２ 096-288-2311 ○ ○

87 美里町社協ケアセンター砥用
下益城郡
美里町

永富１５１０ 0964-47-0065 ○ ○

88 美里町社協ケアセンター中央
下益城郡
美里町

佐俣３３８ 0964-46-3409 ○ ○

89
社会福祉法人　グリーンコープ　ふくしサービス
センター結ふたば

菊池郡菊
陽町

津久礼２９７２－３３ 096-232-5428 ○ ○

90 ケアステーション　エクリュ 荒尾市 四ツ山町二丁目４番地１４ 0968-62-1063 ○ ○

91 ヘルパーステーションいずみ 人吉市 南泉田町７０番地３ 0966-28-3308 ○ ○

92
株式会社サンコーライフサポート訪問介護事業
所

宇土市 松原町１２０番地２ 0964-22-6916 ○ ○

93 阿蘇さくら草 阿蘇市 内牧３２９番地 0967-32-4545 ○ ○
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94 訪問介護　紅い華　熊本北センター 合志市 須屋７１１番地１ 096-341-2088 ○ ○

95 慈眼苑ヘルパーステーション 荒尾市 荒尾１９９７番地 0968-64-1040 ○ ○

96 介護センターふれあい 荒尾市 川登１７６１番地２４ 0968-68-6565 ○ ○

97 ヘルパーステーション　菊英 菊池市 旭志弁利８２番地１ 0968-41-5458 ○ ○

98 訪問介護事業所　元気な家 合志市 須屋１６５－５ 096-348-0039 ○ ○

99 生活支援センターきらきら 玉名市 岱明町野口字塚原６６６番 0968-57-5755 ○ ○

100 はぴねすケア 玉名郡 南関町大字関町３９２－２ 0968-57-9782 ○ ○

101
社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセ
ンターさくらんぼ

荒尾市 増永２８９６番５ 0968-82-7121 ○ ○

102 訪問介護事業所　宝晶 八代市 本町二丁目１番１６号 0965-33-1333 ○ ○

103
障害福祉サービス事業所　ヘルパーステーショ
ンつくし

阿蘇市 内牧２０７ 0967-32-0162 ○ ○

104 ヘルパーステーションてんてん
上益城郡
御船町

水越２４１５－２ 096-282-9585 ○ ○

105 訪問介護事業所　ファミリー 八代市 清水町２番９４号 0965-35-0002 ○ ○

106 ケアサポートはまちどり 水俣市 大黒町2丁目1番10号 0966-84-9580 ○ ○

107 ひまわりサポートセンターそらいろ 荒尾市 平山２２４８－２０ 0968-82-8510 ○ ○
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1 熊本市
南区城南町大字藤山１２７
６番地２

0964-28-5111 ○ ○

2 熊本市
南区平成１丁目１６番１８
号

096-273-7506 ○ ○ ○

3 熊本市 東区桜木４丁目７番９号 096-365-7079 ○ ○ ○

4 山鹿市 津留２０２２番地 0968-43-2771 ○ ○ ○

5 菊池市 隈府４９４番地１６　２Ｆ 0968-24-3152 ○ ○

6 玉名市 六田８番地１ 0968-72-2215 ○ ○

7 宇城市 松橋町松橋２８番地８ 0964-53-9335 ○ ○ ○

8 菊池市 旭志弁利８２番地１ 0968-41-5458 ○ ○ ○

9 菊池郡
大津町大字室１５１番地の１
（大津町老人福祉センター
内）

096-293-2949 ○ ○
社会福祉法人大津町社会福祉協議会指定訪問
介護事業所

在宅センター　りんどう

愛隣館地域福祉サービスセンター・ホームヘル
プ部

在宅支援センター　へるぷねっと

生活支援センター　きらきら

ヘルパーステーション大輪

ヘルパーステーション　菊英

③行動援護 主たる対象者

名称 所在地

城南学園居宅介護事業所

熊本市社会福祉事業団　平成ヘルパー事業所
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1 医療法人　居中会 ４：１ ジョージハウス 6 熊本市 東区長嶺東２丁目１１－９５ ○

なでしこ 4 熊本市 東区長嶺東３丁目７－２０ ○

2 森病院 ４：１ グループホームわかば荘 5 熊本市 南区近見１丁目３－２７ ○

3
やまびこ福祉会グループホーム
事業

５：１ グループホームすばる 4 熊本市 中央区帯山４丁目２３－４５ ○ ○

グループホームるぽの家 5 熊本市 東区尾ノ上１丁目２５－２２ ○ ○

グループホーム
ブルースカイ

4 熊本市 東区月出７丁目１－１ ○ ○

グループホームクローバー 2 熊本市 東区尾ノ上２丁目７－１６ ○ ○

4 オレンジホーム ６：１ オレンジホーム１ 5 熊本市 西区河内町船津２０６９－１５ ○

オレンジホーム２ 2 熊本市 西区河内町船津２５４３ ○

オレンジホーム３ 6 熊本市 西区河内町船津３１８８ ○

オレンジホーム４ 3 熊本市 西区河内町岳６６８番地 ○

5
ふれあいワーク　グループホーム
事業所

５：１ ふれあい 4 熊本市 北区龍田弓削２丁目７－７０ ○ ○

さくら 4 熊本市 北区龍田９丁目１－７０ ○ ○

かりん 6 熊本市 北区龍田弓削１丁目５-６８ ○ ○

6 済生会グループホーム事業所 ６：１ すみれホーム 3 熊本市
西区八島２丁目９番県営八島団
地９－０２棟１０６号 ○

こすもすホーム 3 熊本市 西区上代７丁目１７－３５ ○

すずらんホーム 6 熊本市 西区新土河原２丁目８番４１号 ○

りんどうホーム 4 熊本市 南区土河原町２５２－２ ○

さくらホーム 3 熊本市
西区八島２丁目９番県営八島団
地９－０２棟３０１号 ○

あさがおホーム 6 熊本市 西区八島１丁目１－６ ○

さいせい並建Ⅰ番館 6 熊本市 南区並建町７７７－２ ○

さいせい並建Ⅱ番館 6 熊本市 南区並建町７７７－２ ○

さいせい並建Ⅲ番館 6 熊本市 南区並建町７６９－１ ○

さいせい並建Ⅳ番館 6 熊本市 南区並建町７６９－１ ○

さいせい並建東館 6 熊本市 南区並建町４０２－１ ○

うちだ１番館 20 熊本市 南区内田町３５５５－１ ○

うちだ２番館 10 熊本市 南区内田町３５５２－１ ○

さいせい東２番館 5 熊本市 南区並建町４０１－１ ○

7
しょうぶの里　グループホーム事
業所

６：１ ホーム千金甲 4 熊本市 西区小島９丁目３－３ ○

グループホームぎんなん 10 熊本市 西区上熊本２丁目２番１８号 ○

8
明和学園グループホーム・ケア
ホーム事業所

４：１ ピース明和 4 熊本市 南区中無田町１００７－６ ○

リバグリーン明和 4 熊本市 南区八幡１０丁目２－１１８ ○

9
ゆたか学園グループホーム事業
所

６：１ サンホーム 4 熊本市 西区中島町７５７－２ ○ ○ ○

10
つばき学園グループホーム・ケア
ホーム事業所

６：１ つばき寮 7 熊本市 西区花園７丁目１１０６－１ ○

野ばら寮 5 熊本市 西区花園７丁目５７－２０－２ ○

桃の里 10 熊本市 西区花園７丁目１９８０－１ ○

南高江 10 熊本市 南区南高江５丁目６－５５ ○

④共同生活援助（GH：グループホーム）

所在地
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11
こころみ会グループホーム事業
所

４：１
グループホーム大窪台ハイ
ツ

4 熊本市 北区大窪１丁目８番６号 ○

12 医療法人社団　牧野皮膚科医院 ４：１ グループホームこばと 5 熊本市 中央区国府１丁目１８番２５号 ○

13 グループホーム託麻 ６：１ アビリオ・カーサ 6 熊本市 東区小山４丁目９番９２号 ○

14
もみの木　グループホームケア
ホーム事業所

６：１ ホーム長嶺 7 熊本市 東区長嶺南８丁目２番５０号 ○

フィアハイム 7 熊本市 東区長嶺東５丁目１５番５１号 ○

もみの木ホーム 16 熊本市 東区長嶺東５丁目６番１２３号 ○

15 医療法人富尾会　桜が丘病院 ５：１ 第２入江ハイツ 12 熊本市 西区池田３丁目４０－６ ○ ○

16
第二城南学園グループホーム・
ケアホーム事業所

４：１ 藤山ホーム 5 熊本市
南区城南町大字藤山１２３９番地
１ ○

いちょうの木ホーム 4 熊本市
南区城南町大字藤山１２５９番地
２ ○

くぬぎの森ホーム 6 熊本市
南区城南町大字藤山１２５９番地
の２ ○

17 グループホーム・ケアホーム心陽 ４：１ 心陽ハイツ 4 熊本市
南区城南町大字宮地１２３９番地
２ ○ ○ ○

木原荘 7 熊本市 南区富合町木原７６番１ ○ ○ ○

心陽ホーム東 10 熊本市 南区富合町木原１０１ ○ ○ ○

心陽ホーム西 10 熊本市 南区富合町木原１０１ ○ ○ ○

南天１号 6 熊本市 南区富合町木原１１７ ○ ○ ○

南天２号 6 熊本市 南区富合町木原１１７ ○ ○ ○

南天３号 6 熊本市 南区富合町木原１１７ ○ ○ ○

南天４号 6 熊本市 南区富合町木原１１７ ○ ○ ○

南天５号 6 熊本市 南区富合町木原１１７ ○ ○ ○

18
医療法人横田会グループホーム
事業所

５：１ グループホームひまわり 5 熊本市 北区植木町大和５４－６ ○

グループホームくすの木 4 熊本市
北区植木町鐙田字永割１０９３－
５ ○

グループホームかしの木 4 熊本市 北区植木町大和６－２ ○

グループホーム陽だまり 10 熊本市 北区植木町投刀塚２９５－２ ○

グループホーム セ・ピアー
チェ

10 熊本市
北区植木町投刀塚３１６－１　２
階 ○

グループホーム コーモド 10 熊本市
北区植木町投刀塚３１６－１　１
階 ○

19 城南学園グループホーム事業所 ５：１ ケアホームじょうなん 7 熊本市
南区城南町大字塚原字池下７１
７－３ ○

ケアホームじょうなん二番館 5 熊本市
南区城南町大字塚原字池下７１
７－４ ○

20 グループホーム「けやき」 ６：１ グループホーム「けやき」 10 熊本市
南区城南町大字舞原三和原１４
１５－１ ○ ○ ○

21 しま寮 ４：１ しま寮 4 熊本市 南区島町３丁目５番２３号 ○

22
指定共同生活援助事業所　いこ
い計画

４：１
指定共同生活援助事業所
いこい計画

9 熊本市 中央区渡鹿１丁目１番１号 ○ ○

指定共同生活援助事業所
いこい計画　明篤館分館

11 熊本市 中央区内坪井町３番１号　３階 ○ ○

23 グループホーム　わっしょい ４：１ グループホーム　わっしょい 7 熊本市
中央区新町３丁目６－３０ティス
ティマンション４０１号 ○ ○

24 熊本県あかねホーム 10:1以上 熊本県あかねホーム 10 熊本市 東区戸島西３丁目４番１５０号 ○

25 グループホーム自立応援団 ５：１ グループホーム親和荘 10 熊本市 西区池田３丁目4５番２３号 ○ ○ ○

オレンジハウス 7 熊本市 北区下硯川１丁目７－３４ ○ ○ ○

レガーメ藤崎宮 4 熊本市 中央区北千反畑町５－１３ ○ ○ ○
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26 グループホーム　まんまん 5:1以上 グループホームまんまんA棟 10 熊本市 東区戸島町４５９－１ ○ ○

グループホームまんまんB棟 10 熊本市 東区戸島町４５９－２ ○ ○

27 「はなのいえ」 ４：１ 「はなのいえ」 5 熊本市 西区島崎２丁目２６番４６号 ○

28 れん ４：１ れん 7 熊本市 東区長嶺西３丁目２番６０号 ○ ○

ゆうゆう館 8 熊本市 東区戸島５丁目８番６０号 ○ ○

29 ゆめくらし事業所 ５：１ オレンジハウス 10 熊本市 北区明徳町９４８番地１ ○

30 グループホームロフティ日向 ４：１
グループホームロフティ日向
Ⅰ

6 熊本市
北区龍田８丁目１８番３０号１０１
号・１０３号 ○ ○

グループホームロフティ日向
Ⅱ

3 熊本市
北区龍田８丁目１８番３０号２０７
号 ○ ○

31
ライフサポートセンター　アメニ
ティ

６：１ アメニティ２０１ 3 熊本市
北区兎谷二丁目２番８号　Tosho
Hill's201号 ○ ○

アメニティ３０１ 3 熊本市
北区兎谷二丁目２番８号　Tosho
Hill's301号 ○ ○

ＬＥＡＤ 7 熊本市 北区兎谷二丁目３番２０号 ○ ○ ○

32 第二大江学園ケアホーム事業所 ６：１ とろくガーデン 8 熊本市 東区渡鹿八丁目１４番５５号 ○

33
熊本県コロニー協会グループ
ホーム

４：１ きずな 4 熊本市 西区蓮台寺１丁目９－７６ ○

きずな野中 4 熊本市 西区野中３－４－３９ ○ ○ ○

きずな二本木 20 熊本市 西区二本木３丁目１２番３７号 ○ ○ ○

34 グループホーム　ヴィエント ４：１
グループホーム　ヴィエント
Ⅰ

7 熊本市 東区小山１丁目３番３０号 ○ ○

35 きらら ４：１ ケアホーム　きらら 7 熊本市 西区河内町船津２７０９－９８ ○ ○ ○

36 グループホーム　すまいる ４：１ グループホーム　すまいる 4 熊本市 南区島町１丁目４－３ ○ ○ ○

37 グループホームしんせい ４：１ グループホームしんせい 6 熊本市 西区沖新町３９９５－４ ○ ○ ○

38
共同生活援助事業所　グループ
ホームきづな

４：１ グループホームきづな４０５ 2 熊本市
中央区九品寺６丁目６－７９－４
０５ ○ ○

グループホームきづな４０６ 2 熊本市
中央区九品寺６丁目６－７９－４
０６ ○ ○

グループホームきづな５０５ 2 熊本市
中央区九品寺６丁目６－７９－５
０５ ○ ○

グループホームきづな５０６ 2 熊本市
中央区九品寺６丁目６－７９－５
０６ ○ ○

39
グループホーム　グレイス　新南
部

４：１
グループホーム　グレイス
新南部

7 熊本市 東区新南部三丁目７番４５号 ○ ○

グループホーム　グレイス
新南部Ⅱ

7 熊本市 東区新南部三丁目７番４５号 ○ ○

40 グループホームのはら荘 ５：１ グループホームのはら荘 6 熊本市 北区明徳町字上市原1306番4 ○ ○ ○

41 シューボシ ４：１ シューボシ 6 熊本市 西区池田二丁目２５番４５号 ○ ○

42 グループホームぱれっと ４：１ ぱれっと九品寺 4 熊本市 中央区九品寺三丁目１５番１２号 ○ ○

43 ルミエール帯山 ４：１ ルミエール帯山 8 熊本市 中央区帯山五丁目３番９号 ○ ○

44 共同生活援助事業所　しずく ５：１
共同生活援助事業所　しず
く

12 熊本市 中央区黒髪四丁目１２番１１号 ○ ○

45 グループホームＤ．Ｐ ４：１ グループホームＤ．Ｐ 7 熊本市 中央区八王寺町14番34号 ○ ○ ○

46 シェアハウス　Gondo ４：１ シェアハウス　Gondo 6 熊本市 南区護藤町１５８６番地４ ○ ○ ○

47 グループホーム『みらい』 ４：１ グループホーム『みらい』 20 熊本市 中央区坪井二丁目１番２９号 ○ ○ ○

48 グループホームデイズ ４：１ グループホームデイズ 4 熊本市 中央区帯山八丁目６番４７号 ○ ○

49 グループホーム　すまいる２ ４：１ グループホーム　すまいる２ 5 熊本市 南区薄場町二丁目１０番５３号 ○ ○ ○
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50 グループホームゆきぞの ６：１
もくせい１丁目・もくせい２丁
目

17
下益城郡
美里町

栗崎５６４ ○

さくら１丁目 10
下益城郡
美里町

土喰字前田１４８－１ ○

にれのき１丁目 6
下益城郡
美里町

土喰字前田１５０－１ ○

にれのき２丁目 6
下益城郡
美里町

土喰字前田１５０－１ ○

にれのき３丁目 6
下益城郡
美里町

土喰字前田１５０－１ ○

にれのき４丁目 6
下益城郡
美里町

土喰字前田１５０－１ ○

にれのき５丁目 6
下益城郡
美里町

土喰字前田１５０－１ ○

おおくす１丁目 5
下益城郡
美里町

原町字北町１１０ ○

おおくす２丁目 5
下益城郡
美里町

原町字北原４５ ○

51
熊本こすもす園共同生活援助事
業所

５：１ グループホームこすもす 4 宇城市 松橋町両仲間１１６番地の１ ○

グループホームつばき 5 宇城市 松橋町久具４５７ ○

グループホームしゃくやく 6 宇城市
松橋町久具１３４－３　コーポ松
田 ○

グループホームはなしょうぶ 5 宇城市 松橋町久具１２９ ○

グループホームあさがお 6 宇城市
松橋町久具１３５－１　コーポオ
クムラ ○

グループホームひごぎく 4 宇城市
松橋町久具２１７２－１サンガー
デン久具 ○

グループホームさざんか 10 宇城市 松橋町久具１８８３－１ ○

52 第一きぼうの家 ６：１ 第一きぼうの家 9 宇城市 松橋町豊福１６５番地 ○

53
あおば病院グループホーム事業
所

４：１ れんこんハイツ 7 宇城市 松橋町萩尾２０８６番１ ○ ○

54 グループホームみすみ ６：１ グループホームでこぽん 5 宇城市 三角町波多１８３０番地 ○

グループホームらんらん 7 宇城市 三角町三角浦１１６０番地１４５ ○

グループホームみちしるべ 5 宇城市 三角町三角浦１１６０番地１４５ ○

グループホームこちょうえん 13 宇城市 三角町戸馳２４４９－１ ○

グループホーム　ぱぁ～る 6 宇城市 三角町戸馳２４４９－１ ○

55
医療法人有働会　有働病院グ
ループホーム事業部

１０：１ フレンズＵＤ 8 荒尾市 万田４４５ ○

56
荒尾市社会福祉事業団グループ
ホーム事業所

５：１ グループホーム山の手A 2 荒尾市
川登１９１８－１１レジデンスはら
２０３ ○

グループホーム山の手B 2 荒尾市
川登１９１８－１１レジデンスはら
３０２ ○

グループホーム菰屋A 2 荒尾市 菰屋上吸田１７３４－４５－１０１ ○

グループホーム菰屋B 2 荒尾市 菰屋上吸田１７３４－４５－１０２ ○

グループホーム菰屋C 2 荒尾市 菰屋上吸田１７３４－４５－１０３ ○

グループホームふれんず中
央

10 荒尾市 増永２４５２番地２２ ○

ケアホーム長浦 10 荒尾市 増永２２９９番地１５ ○

57
城ヶ崎病院グループホームサン・
ビレッジ

４：１ さくら荘 5 玉名市 伊倉北方五社２７９－１ ○

グループホームサンビレッジ 20 玉名市 小野尻５番 ○
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58
天水生命学園共同生活援助事
業所

４：１ 第一ホーム 4 玉名市 天水町小天６６７９番地１ ○ ○

おれんじハウス 4 玉名市 天水町小天６５４６番地１８ ○ ○

グリーンホーム 4 玉名市 天水町小天６６７９番地３ ○ ○

七福ホーム 6 玉名市 天水町小天６６７９番地３ ○ ○

さくらホーム 4 玉名市 天水町小天６５４６－７ ○ ○

59
うすま苑共同生活援助・介護事
業所

４：１ ケア・ホーム花美 10
玉名郡南
関町

上坂下７８５－１１ ○

グループ・ホームひかり 2
玉名郡南
関町

上坂下９０ ○

ケア・ホーム花美２ 7
玉名郡南
関町

上坂下７８５－１１の２ ○

60 精粋園　共同生活援助事業所 ６：１ グループホームせいすい 6
玉名郡和
水町

原口７７番地１ ○

ケアホーム　レインボー 7
玉名郡和
水町

江田字太郎浦３１０３番地３ ○

61
銀河ステーショングループホーム
事業所

４：１ マーガレット 4
玉名郡和
水町

江田３２０９番地１ ○ ○

リトルウイング 5
玉名郡和
水町

江田１０番地１ ○ ○

62
グループホーム・ケアホームふぃ
～るど事業部

６：１ 松 3 山鹿市 山鹿５７４－１ ○ ○

竹 3 山鹿市 山鹿５７４－１ ○ ○

梅 3 山鹿市 山鹿５７４－１ ○ ○

歩々ホーム 7 山鹿市 鹿央町千田９０９－３ ○ ○

キンモクセイ 3 山鹿市 古閑１６７番地 ○ ○

63 さくら学園グループホーム事業所 ４：１ さくら第二ホーム 5 山鹿市 鹿央町岩原１４３４番地２ ○ ○

64 菊池有働病院 １０：１ コスモス荘 5 菊池市 深川４３６番１ ○

コスモス荘２ 5 菊池市 深川４３６番１ ○

65 地域生活支援事業所イズム ６：１ ちゃれんじ 5 菊池市 隈府１７５０番地５ ○

どり・かむ 5 菊池市 隈府３１５番地 ○

どり・かむ２ 2 菊池市 隈府４９４番地１７ ○

くれすた 6 菊池市 今１４３番地１ ○

ひだまり 5 菊池市 今１４３番地１ ○

おれんじ 6 菊池市 隈府２９５番地３ ○

らいむ 4 菊池市 隈府４６９番地１０ ○

しょこら 5 菊池市 今１４３番地１ ○

まぁぶる 4 菊池市 隈府１４９７番地１２ ○

66
居屋敷の里　グループホーム事
業所

６：１ トトロの森ホーム 5 菊池市 七城町流川３９２番地 ○

七城ホーム 7 菊池市 七城町流川３９２番地 ○

菊池ホーム 5 菊池市 七城町辺田４２０－１ ○

きずなホーム 5 菊池市 七城町辺田４２０－１ ○

67
共同生活援助事業所　サニーサ
イド

６：１ わかば 4 菊池市 泗水町南田島１９２６番地 ○

のばら 5 菊池市 泗水町南田島１８４６番１ ○

さくら 6 菊池市 泗水町南田島１８４６番２ ○
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68
三気の里　グループホーム事業
所

４：１ 新 4
菊池郡大
津町

大字陣内２６１番地２ ○

ひだまり 4
菊池郡大
津町

大津５３６－４ ○

一 7
菊池郡大
津町

陣内２６１－３ ○

69
つくしの里　グループホーム・ケア
ホーム事業所

５：１ つくしんぼ 7
菊池郡大
津町

平川２４６５ ○

すぎな 5
菊池郡大
津町

大字平川２４６５番地 ○

70
熊本菊陽学園グループホーム事
業所

６：１ 高遊原ホーム 9
菊池郡菊
陽町

大字曲手１０７２番地１ ○

菊陽ホーム 7
菊池郡菊
陽町

大字曲手２９６番地 ○

第二菊陽ホーム 7
菊池郡菊
陽町

大字曲手３９５番地２ ○

第二高遊原ホーム 9
菊池郡菊
陽町

大字曲手字八反畑３０３番２ ○

武蔵ヶ丘ホーム 5
菊池郡菊
陽町

武蔵ヶ丘３丁目４０番１３号 ○

すまいるホーム 20
菊池郡菊
陽町

大字曲手６９７番地１ ○

第二すまいるホーム 10
菊池郡菊
陽町

大字曲手６９７番地１ ○

71
医療法人芳和会　共同生活援助
事業所

６：１ さくら並木寮 18
菊池郡菊
陽町

原水下中野５５８７－３ ○

竜田寮 9 熊本市 龍田弓削１０６８－１ ○

すみれ荘 4
菊池郡菊
陽町

津久礼２７２３－１３ ○

菜の花寮 6 合志市 幾久富１９０９－１４８ ○

72
野々島学園グループホーム・ケア
ホーム事業所

６：１ のぞみホーム 6 合志市 野々島９８８番１ ○

73 共生福祉会グループホーム ５：１ 泉ヶ丘ホーム 5 合志市 豊岡２０００番地１３５５ ○ ○

黒石原荘 10 合志市 豊岡２０００番地１６５３ ○ ○

すずかけ台ホーム 5 合志市 豊岡２０１２番地１２ ○ ○

74 高森寮グループホーム事業所 ６：１ ホーム高森 4
阿蘇郡高
森町

高森１６２８番２ ○

ホーム未来 4
阿蘇郡高
森町

高森１６２８番２ ○

ホームさくら 5
阿蘇郡高
森町

大字色見８２０－１ ○

ホームはなしのぶ 6
阿蘇郡高
森町

大字色見８２０－２ ○

ホームすみれ 5
阿蘇郡高
森町

大字色見８２０－１ ○

75
医療法人　高森会　グループホー
ム事業所

４：１ グループホームりんどう 5 阿蘇市 一の宮町宮地３１８９－１－１ ○

76 くんわ ６：１ 治誠寮 5 阿蘇市 黒川４３１番地 ○

第二治誠寮 7 阿蘇市 黒川４３０－３ ○

くんわホーム 9 阿蘇市 黒川４０３－２ ○

かがやきハイツ 9 阿蘇市 黒川４３０－３ ○

グリーンハウス 5 阿蘇市 内牧４５２番地 ○

コーポ赤水 9 阿蘇市 赤水１８８９－１ ○

ひだまり 7 阿蘇市 黒川４０２ ○ ○

くろかわ 9 阿蘇市 黒川６７－２ ○ ○

77
熊東園グループホーム・ケアホー
ム管理事業所

４：１ 熊愛ホーム 4
上益城郡
益城町

広崎６４８番地２ ○
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78
あゆの里学園グループホーム
（介護サービス包括型）事業所

４：１ 五色寮ホーム 5
上益城郡
甲佐町

大字津志田３６１０番地 ○

あゆの里ホーム 5
上益城郡
甲佐町

大字豊内４５１番地 ○

華の里ホーム 4
上益城郡
甲佐町

大字横田９０番地１２ ○

大町ホームA 3
上益城郡
甲佐町

大字大町３３６－２－１３号 ○

大町ホームB 3
上益城郡
甲佐町

大字大町３３６－２－１７号 ○

仁田子ホーム 3
上益城郡
甲佐町

大字仁田子４５４－１３－A号 ○

仁田子ホームＢ 3
上益城郡
甲佐町

大字仁田子４５４－１３－Ｂ号 ○

79
医療法人カジオ会共同生活援助
事業所

４：１ ほのぼの荘 4 八代市 郡築一番町２０９－１ ○

ほのぼのハイツ 20 八代市 郡築一番町２０３－１５ ○

80
医療法人　山田会　八代更生病
院

１０：１ 第二泰山荘 6 八代市 千反町１３－１８－１ ○

81
医療法人社団　平成会　グルー
プホーム事業部

５：１ グループホーム　あじさい館 5 八代市 大村町８８７ ○

82 まんさく園グループホーム事業部 ６：１ グループホーム　すいれん 4 八代市 永碇町９５５－５ ○

グループホーム　第二すい
れん

2 八代市 永碇町９５５－５ ○

グループホーム　第三すい
れん

6 八代市 永碇町９５５－５ ○

83 八代学園グループホーム事業所 ６：１ グループホーム二見の里 4 八代市 二見本町９８６番地の９ ○

グループホーム愛さんさん 7 八代市 大村町２９９－１ ○

グループホームサンマッシュ
館

7 八代市 上野町字稗田３８８９－１ ○

84 氷川学園グループホーム事業所 ５：１ たんぽぽ荘 5
八代郡氷
川町

宮原１２７２番地の３ ○

85
医療法人　精翠会　グループホー
ム事業部

４：１ みどり２０１号 2 人吉市 矢黒町２０２５ ○

みどり２０３号 2 人吉市 矢黒町２０２５ ○

みどり103号 2 人吉市 矢黒町２０２５ ○

みどり２０2号 2 人吉市 矢黒町２０２５ ○

86
第二つつじヶ丘学園ケアホーム
事業所

５：１ あさぎりホーム 6
球磨郡あ
さぎり町

免田西３００５番地８ ○

柚の花 7
球磨郡あ
さぎり町

免田西字黒田２５９７－１９３ ○

心和ホーム 7
球磨郡あ
さぎり町

免田西字黒田２５９７－９５ ○

87 有限会社　おかざき薬局 ４：１ グループホーム　おかざき 4 人吉市 願成寺町字門田５２８番地２ ○

88
第二苓山寮グループホーム事業
所

５：１ グループホーム浜荘 4 天草市 楠浦町４６９番地 ○

89
第二苓山寮グループホーム事業
所

５：１ グループホーム　はちまん 5 天草市 八幡町２１番１３号 ○

90
南海寮グループホーム・ケアホー
ム事業所

５：１ ホームみなみ 5 天草市 本町大字下河内４９９番地 ○

ホーム一ノ瀬 4 天草市 本町大字下河内８７０番地の３ ○

91 ゆうすいグループホーム事業所 ５：１ ゆうすいホーム 4 天草市 五和町大字御領１２１５６番地 ○

ゆうすいくらぶ 5 天草市 五和町大字御領２７９番地の１１ ○

グループホームかわせみ 7 天草市 本渡町広瀬９９－１ ○

グループホームひばり 5 天草市 五和町城河原２丁目７４番地５ ○

92 やじろべえ 4：１ やじろべえの館 6 天草市 有明町大字赤崎２０１２番地２ ○ ○

やじろべえの館２ 5 天草市 有明町大字赤崎３３３３ ○ ○

93
グループホーム　天草ポランの広
場

６：１
グループホーム天草ポラン
の広場

17 天草市 新和町碇石６６番地の１ ○ ○
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94 あじさいホーム ４：１ あじさい 4 宇土市 住吉町字長塘９５５番地１ ○

95
共同生活援助事業所　ぴあハウ
ス

４：１ ぴあハウス　北ウィング 4 山鹿市 津留２００１－１ ○ ○

ぴあハウス　昭和町 3 山鹿市
庄和町４０１－２　ウッドスリービ
ル３０８号室 ○ ○

96 草原の風 １０：１ グラスランドⅠ 18
阿蘇郡
産山村

大利６５７番地６ ○ ○

グラスランドⅡ 9
阿蘇郡
産山村

大利６５７番地６ ○ ○

97 益城病院グループホーム事業 １０：１ ｉハウス２１ 10
上益城郡
益城町

惣領１５４４－３ ○

98 みつば学園グループホーム ５：１ グループホーム「虹」 5
葦北郡芦
北町

道川内２－４ ○

グループホーム「さくら」 6
葦北郡芦
北町

芦北２６０９－２ ○ ○ ○

99
みずき園　共同生活援助・共同
生活介護事業所

６：１ ひかり 7
球磨郡あ
さぎり町

上西６８１番１ ○

第二ひかり 6
球磨郡あ
さぎり町

上西６８１番１ ○

四季の里市房 7
球磨郡あ
さぎり町

免田西２４８３ ○

四季の里球磨川 6
球磨郡あ
さぎり町

免田西２４８３番地 ○

100 ライフサポートセンターリアン ５：１ ピアステージ壱番館 10 宇土市 栗崎町字大平１２９７番の１ ○ ○ ○

ピアステージ弐番館 10 宇土市 栗崎町字大平１２９７番の２ ○ ○ ○

ピアステージ参番館 7 宇土市 松山町８５５番地３－２ ○ ○ ○

101 Group Home さくらサポート ４：１
Group Home さくらサポート
Ⅰ

16 玉名市 繁根木２１５－１ ○ ○

Group Home さくらサポート
Ⅱ

14 玉名市 繁根木２１５－１ ○ ○

102 グループホームのぞみ ６：１
グループホームのぞみ　あさ
がお棟

10
八代郡氷
川町

鹿島９４５ ○ ○

グループホームのぞみ　ひ
まわり棟

10
八代郡氷
川町

鹿島９４５ ○ ○

103
つつじヶ丘学園ケアホーム事業
所

５：１ 亀の甲ホーム 10
球磨郡あ
さぎり町

免田東２７６８－３７ ○

さくらホーム 7
球磨郡あ
さぎり町

須恵字毛谷４１８０番地６ ○

104 グループホーム日向 ６：１ グループホーム日向Ⅰ 2 宇城市 松橋町両仲間字江口原４９－１ ○ ○

グループホーム日向Ⅱ 2 宇城市 松橋町両仲間字江口原４９－１ ○ ○

グループホーム日向Ⅲ 2 宇城市 松橋町両仲間字江口原４９－１ ○ ○

グループホーム日向Ⅳ 2 宇城市 松橋町両仲間字江口原４９－１ ○ ○

105 グループホームさんぷうか ４：１ グループホームさんぷうか 4
上益城郡
山都町

下市５５番地 ○ ○

106
ワークセンターみすみ共同生活
援助事業所

６：１ 三角更生寮 7 宇城市 大字中村字多平４０５６－１ ○ ○

サキハウス 4 宇城市 大字中村字多平４０５６－１ ○ ○

ササホーム 4 宇城市 大字中村字多平４０５６－８ ○ ○

107 友愛苑共同生活援助事業所 ６：１ グループホーム　ゆうあい寮 5
球磨郡相
良村

柳瀬９８５－２２４ ○ ○

108
第二明星学園グループホーム事
業所

６：１ こもれび 10
上益城郡
御船町

田代１８４２番地４ ○

帰帆寮 6
上益城郡
御船町

大字小坂字下原２１４６番地 ○

なごみ 5
上益城郡
御船町

大字小坂字下原２１４６番地 ○
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109 グループホームともに ６：１
グループホームまいふれん
ど

6 宇城市 松橋町両仲間７６４番４ ○ ○

グループホームまいはーと 6 宇城市 不知火町御領字東原２３４番地 ○ ○

グループホームまいどりー
む

6 宇城市 松橋町両仲間３１６番地１ ○ ○

はっぴぃ～はうす 6 宇城市 松橋町松橋１０１９番地 ○ ○

ぴ～ちはうす 6 宇城市 松橋町松橋１３１４番地３ ○ ○

野の花はうす 6 宇城市 松橋町豊福５３１番地 ○ ○

110 ビオシス ４：１ ビオシス 5 合志市 須屋４－６ ○ ○

ビオシス　三番館 7 熊本市 北区八景水谷３丁目１０－１９ ○ ○

ビオシス　四番館 17 熊本市 北区大窪５丁目１０－１５ ○ ○

ビオシス　五番館 6 熊本市 北区清水新地１丁目５－７２ ○ ○

111 明星学園グループホーム事業所 １０：１ そよ風 20
上益城郡
山都町

小峰字引地１３８５番地 ○ ○

ブルーベリー 10
上益城郡
山都町

神ノ前２４２－１５ ○ ○

小峰Ａ棟 5
上益城郡
山都町

小峰字引地１３８５番地９ ○ ○

小峰Ｂ棟 5
上益城郡
山都町

小峰字引地１３８５番地９ ○ ○

112
共同生活介護事業　つわぶきの
家

４：１ つわぶきの家 10
葦北郡芦
北町

湯浦１５０６－９ ○ ○ ○

113 グループホームおおぞら荘 ４：１
グループホームおおぞら荘
Ａ

3 八代市 麦島東町４号８番 ○ ○

グループホームおおぞら荘
Ｂ

3 八代市 麦島東町４号１２番 ○ ○

114 はるる ４：１ はるる 7 菊池市 泗水町永８３４番地４ ○ ○

115 グリーントポス ４：１ グリーントポス 10 天草市 佐伊津町字帆崎４０１番２ ○ ○

116
生活支援センターきらきら　グ
ループホーム事業所

６：１ いちばんぼし　１０５号 2 玉名市 六田２１－８ ○ ○

いちばんぼし　２０１号 2 玉名市 六田２１－８ ○ ○

にばんぼし 4 玉名市 中１２１１番地７ ○ ○

いちばんぼし　１０１号 2 玉名市 六田２１－８ ○ ○

みつぼし 5 玉名市 六田８番地１ ○ ○

みらい 7 玉名市 岱明町野口字塚原６７２－１ ○ ○

かがやき 7 玉名市 岱明町野口字塚原６７２－１ ○ ○

めぶき 5 玉名市 岱明町古閑３９９―１ ○ ○

117 菊水さくら寮 ４：１ 菊水さくら寮Ⅰ 7
玉名郡和
水町

下津原３９５１番地 ○ ○

菊水さくら寮Ⅱ 7
玉名郡和
水町

下津原３９５１番地 ○ ○

第二菊水さくら寮 10
玉名郡和
水町

下津原３９５５番地１ ○ ○

118 グループホーム　ダゴバ ４：１ グループホーム　ダゴバ 4 天草市 栄町１４－２４ ○

119 熊本県りんどう荘 ６：１ 熊本県りんどう荘 20 宇城市 松橋町豊福２８３２番地 ○ ○ ○

熊本県りんどう荘２ 5 宇城市 松橋町久具２０１２番１ ○ ○ ○

熊本県りんどう荘３ 5 宇城市 松橋町久具２０１２番１ ○ ○ ○

熊本県りんどう荘４ 7 宇城市 松橋町久具１９９０番２ ○ ○ ○
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120 支援センター　銀河カレッジ ４：１ メゾン銀河 4 宇土市 新町３丁目３１番地 ○

メゾンルナ 5 宇土市 本町４丁目３ ○

121 白鳩園共同生活事業所　さくら ６：１ さくら 東館 8 合志市 御代志８１４－２ ○

さくら 西館 8 合志市 御代志８０６－５ ○

122
第二悠愛グループホーム・ケア
ホーム事業所

５：１ きよらの家 4
阿蘇郡南
小国町

大字中原４６７９番地 ○ ○

悠愛ホーム 3
阿蘇郡小
国町

大字宮原３０２３番地６ ○ ○

グループホームひまわり 4
阿蘇郡南
小国町

大字赤馬場１９０９番地 ○ ○

スマイルマウンテン 4
阿蘇郡南
小国町

大字中原２５９８番地の３ ○ ○

たんぽぽ 5
阿蘇郡小
国町

宮原１５３０－２ ○ ○

双葉荘 2
阿蘇郡南
小国町

赤馬場３２３１番地１ ○ ○

あすなろ 7
阿蘇郡小
国町

宮原２０２９ ○ ○

陽だまり 10
阿蘇郡小
国町

北里１５３４－１ ○ ○ ○

すみれ 2
阿蘇郡小
国町

黒渕２５４５－３ ○ ○

蓬莱 2
阿蘇郡小
国町

黒渕２５４５－３ ○ ○

鉾杉 3
阿蘇郡小
国町

黒渕２５０３ ○ ○

わいた荘 5
阿蘇郡小
国町

北里６２５番地２－１ ○ ○

せせらぎ 5
阿蘇郡小
国町

宮原１７３０番地５ ○ ○

風音（しおん） 5
阿蘇郡小
国町

宮原５２４－２ ○ ○

悠華 5
阿蘇郡小
国町

宮原２６１７番地 ○ ○

秋桜 2
阿蘇郡小
国町

宮原１６３５－１０ ○

山風音 7
阿蘇郡小
国町

宮原２６１０－１ ○ ○ ○

123 みゆきホーム ５：１ みゆきホーム 7 上天草市 松島町合津３４３３番地６４ ○

124 苓南寮グループホーム事業所 １０：１ グループホーム花しょうぶ 10 天草市 北原町１８番１５号 ○

グループホーム花みずき 7 天草市 北原町１８番１４号 ○

125 グループホーム　天草更生園 １０：１ きらめき 10 天草郡
苓北町上津深江字西大田３４－
２番地 ○ ○ ○

昴 10 天草郡
苓北町上津深江字西大田６９－
１番地 ○ ○ ○

126 就労支援センターテクニカル工房 ４：１
ファミリーハウスひまわりⅠ
号館

4 合志市 御代志２０３６番地１ ○ ○

ファミリーハウスひまわりⅡ
号館

8 合志市 御代志２０３５番地１ ○ ○

127 グループホームわたぼうし ５：１ グループホームわたぼうし 5 荒尾市 大島字松原５２番２ ○

128 まどか園 ４：１ まどかの家 5 水俣市 長野町1番３号 ○ ○

まどか園 20 水俣市 月浦２６９番１３ ○ ○

129 憩っと ６：１ 憩っと 6 宇城市 松橋町曲野１０３５－４ ○ ○

130 グループホームしんあい ４：１ グループホームしんあい 10 人吉市 上戸越町４５５番地１ ○ ○

131
第二苓山寮　　グループホーム事
業所

５：１ グループホームはばたき 20 天草市 本町下河内６８０番地 ○

132 グループホーム大喜地 ６：１ 元気 10 下益城郡 美里町馬場字町頭５２８－１ ○ ○ ○
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133
絆グループホーム・ケアホーム事
業所

４：１ 絆 16 八代市 古閑中町１１０１番地３ ○ ○ ○

絆３ 4 八代市 高小原町１９０９ ○ ○ ○

134 グループホーム明神 ４：１ グループホーム明神 4 水俣市 明神町１丁目３００号 ○ ○

135 花織部グループホーム事業部 ６：１ グループホーム　カナリア 6 山鹿市 鹿央町千田８３６－１ ○ ○

グループホーム　かわせみ 6 山鹿市 鹿央町千田９１２－１ ○ ○

グループホーム　せきれい 4 山鹿市 鹿央町千田３０３０－１ ○ ○

136
一体型共同生活介護事業所わ
かあゆ

６：１ キジ馬 6 人吉市 蟹作町２０９－１ ○

花手箱 6 人吉市 蟹作町２０９－１ ○

137 グループホーム　あかり ４：１ グループホーム　あかり 6 八代市 高下西町１７６０番地 ○ ○ ○

138 グループホーム　かがやき ６：１ グループホーム　かがやき 6 玉名市 天水町小天４１０１番地 ○ ○

139 グループホーム　ばらん家 ５：１ グループホーム　ばらん家 5 水俣市 汐見町１丁目３９番地３ ○ ○ ○

140 グループホーム　菊陽苑 １０：１ グループホーム菊陽苑　Ａ 8 菊池郡
菊陽町大字原水字下大谷３８８０
番地１４ ○ ○

グループホーム菊陽苑　Ｂ 9 菊池郡
菊陽町大字原水字下大谷３８８０
番地１４ ○ ○

グループホーム菊陽苑Ｃ 8 菊池郡
菊陽町大字原水字下大谷３８８０
番地１４ ○ ○

141 TEN・SHI　Ⅱ ５：１ TSUBASA.Ⅲ　２０１ 2 宇城市 松橋町松橋１３５７ ○ ○

TSUBASA.Ⅲ　２０２ 2 宇城市 松橋町松橋１３５７ ○ ○

TSUBASA.Ⅳ　１０２ 2 宇城市 松橋町松橋１３５７ ○ ○

TSUBASA.Ⅳ　２０１ 2 宇城市 松橋町松橋１３５７ ○ ○

TSUBASA.Ⅳ　２０２ 2 宇城市 松橋町松橋１３５７ ○ ○

142 地域生活支援事業所　あおぞら ４：１
わらびCH事業所　あおぞら
A棟

5 菊池市 野間口４８８番地１３ ○

わらびCH事業所　あおぞら
B棟

5 菊池市 野間口４８８番地１３ ○

わらびCH事業所　あおぞら
C棟

5 菊池市 野間口４８８番地１３ ○

わらびCH事業所　あおぞら
D棟

5 菊池市 野間口４８８番地１３ ○

143 ケアホームたけんこ ４：１ ケアホームたけんこ 7 宇城市 松橋町久具２５８４番地 ○ ○ ○

144
グループホームケアホーム事業
所　新宮の里

４：１
グループホームケアホーム
新宮の里Ａ棟

9 球磨郡 錦町大字西２３１１－１２ ○ ○ ○

グループホームケアホーム
新宮の里Ｂ棟

9 球磨郡 錦町大字西２３１１－１２ ○ ○ ○

145 グループホーム　かすみ草 ４：１ グループホーム　かすみ草 6
下益城郡
美里町

大沢水字岡ノ口７８８番１ ○

146 宇城きぼうの家一番館 ６：１ 宇城きぼうの家一番館 6 宇城市 松橋町松橋字中原６７２番地３ ○ ○ ○

147 もくせいホーム ４：１ もくせいホーム・金もくせい 6 山鹿市 方保田字日出２１９８－２ ○

もくせいホーム・銀もくせい 6 山鹿市 方保田字日出２１９８－２ ○

148 グループホーム　水田 ６：１
グループホーム　水田　Ａ棟
（男子）

7 八代市 郡築一番町２３３－３ ○ ○ ○

グループホーム　水田　Ｂ棟
（女子）

7 八代市 郡築一番町２３３－３ ○ ○ ○

149 グループホームながしょう ４：１ ながしょう一号館 4 八代市
平山新町４５１５－３　平山イン
ターハイツ ○ ○

ながしょう二号館 3 八代市 豊原下町４３７０　メゾン平山　Ⅰ ○ ○

ながしょう三号館 3 八代市 豊原中町２３４７－１　Ｖハイツ ○ ○

ながしょう五号館 5 八代市
平山新町４５１４－３　平山イン
ターハイツＢ ○ ○ ○
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150 おるげ・のあ ４：１ おるげ・のあ 5 水俣市 浜町1丁目６番１７号 ○ ○ ○

151 グループホーム　ぞうさんのはな ６：１
グループホーム　ぞうさんの
はな

5 合志市 須屋１９４－１ ○ ○

152 グループホーム　宙 ６：１ グループホーム　宙 6 天草市 本町下河内５４２番地 ○

153 釈光ビレッジ ６：１ 釈光ビレッジ 6 宇土市 椿原町２７－１ ○ ○

154
グループホーム事業所　ひまわり
の里

４：１ ひまわりの里　１号館 4 玉名郡 長洲町清源寺１４２０－２ ○ ○ ○

155
共同生活援助事業　ブレス・ドミト
リー

６：１
共同生活援助事業　ブレス・
ドミトリー

6 山鹿市
菊鹿町下永野字押川原５２５
－２

○

156
サポートセンター河内　共同生活
援助事業所

４：１ 自治寮 5 玉名市 天水町小天６６９２－１ ○

157 リアルビーホーム ５：１ 万田館 7 荒尾市 万田字宮ノ後９２４－７ ○ ○ ○

158 グループホーム一歩 ４：１ グループホーム一歩 6 八代市
古閑中町９４５番地　Ｒｏｓａ古
閑中町Ⅰ

○ ○ ○
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1 熊本県あかね荘 熊本市 東区戸島西３丁目４番１５０号 ○

2 愛育学園 熊本市 北区清水新地１丁目３番１号 ○ ○

3 つばき学園短期入所事業所 熊本市 西区花園７丁目１０９０－２ ○

4 ゆめの里 熊本市 西区河内町野出３番地１ ○ ○ ○

5 くまもと江津湖療育医療センター 熊本市 東区画図町大字重富５７５番地 ○ ○

6 熊本ライトハウス 熊本市 東区新生１丁目２３番１１号 ○

7 大江学園　短期入所事業所 熊本市 東区渡鹿８丁目１６番４６号 ○ ○

8 障害者支援施設　朊暁苑 熊本市 東区小山町２２１０番地 ○ ○ ○

9 熊本ライトハウスのぞみホーム 熊本市 東区新生１丁目２３番１１号 ○

10 くまむた荘 熊本市
南区城南町大字沈目字立山１５０２
番地

○ ○

11 障害者支援施設城南学園 熊本市 南区城南町藤山１２７６－２ ○ ○

12 障害者支援施設　しょうぶの里 熊本市 西区小島９丁目１４－５８ ○

13 チャレンジめいとくの里 熊本市 北区明徳町７０７番地１ ○

14 障害者支援施設　すみれ園 熊本市 北区植木町米塚７０番地 ○

15 第二大江学園 熊本市 東区渡鹿八丁目１６番６４号 ○

16 済生会グループホーム事業所 熊本市 南区内田町３５５２－１ ○

17 かぼちゃクラブ 熊本市 北区飛田３丁目９番２０号 ○ ○

18 グループホーム・ケアホーム心陽 熊本市 南区富合町木原101番地 ○ ○ ○ ○

19 短期入所しんせい 熊本市 西区沖新町3994番地1 ○ ○ ○ ○

20 おとまりぶーやん 熊本市 東区長嶺南一丁目1番67号 ○

21 熊本県こども総合療育センター 宇城市 松橋町豊福２９００番地 ○

22 陽光学園短期入所事業所
玉名郡南関
町

大字上坂下７９０番地 ○ ○

23 あいさと短期入所事業所 山鹿市 鹿央町合里１０３９番地 ○

24 独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 合志市 須屋２６５９番地 ○ ○ ○

25
独立行政法人国立病院機構　菊池病院　短期
入所事業所

合志市 福原２０８番地 ○ ○

26 高森寮短期入所事業所
阿蘇郡高森
町

大字色見８２２番地 ○

27
くまもと芦北療育医療センター短期入所事業
所

葦北郡芦北
町

大字芦北２８１３番地 ○ ○

28 多良木町立　多良木学園
球磨郡多良
木町

黒肥地６５２５番地の３８ ○

29 はまゆう療育園　短期入所事業所
天草郡苓北
町

志岐１０５９番地 ○ ○ ○ ○

30 翔洋苑　短期入所生活介護事業所 上天草市 姫戸町姫浦３０５５番地の１０６ ○

31 天草学園短期入所事業所 天草市 本町大字下河内６８０番地 ○

主たる対象者⑤短期入所　　　

所在地
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32 石蕗の里
葦北郡芦北
町

大字湯浦１５０５－１ ○ ○

33 小規模多機能事業所ほっとはうす 水俣市 浜町１丁目９番１７号 ○ ○ ○ ○

34 障害者支援施設　たまきな荘 玉名市 玉名２１９４番地 ○ ○ ○ ○

35 障害者支援施設　サニーサイド 菊池市 泗水町南田島１７９４番地 ○ ○

36 障がい者支援施設　三気の里
菊池郡大津
町

大字森５４番地の２ ○

37 指定障害者支援施設　宇城学園 宇土市 住吉町字長塘９５５番地１ ○ ○

38 障害者支援施設　愛隣館 山鹿市 津留２０２２ ○ ○ ○ ○

39 指定障害者支援施設　さくら学園 山鹿市 鹿央町合里１０３３番地１ ○ ○ ○

40 障害者支援施設くぬぎ園 合志市 御代志７２２－７ ○ ○

41 障害者支援施設明星学園
上益城郡山
都町

神ノ前２４２－１５ ○ ○ ○

42 障害者支援施設　かんねさこ荘 八代市 二見本町字葛迫４３３番地 ○

43 障害者支援施設　のぞみ
八代郡氷川
町

鹿島９４５番地 ○ ○ ○ ○

44 障がい者支援施設　けやき 人吉市 合の原町茎の角４６１番２ ○ ○ ○

45 かもんゆ～す短期入所事業所　清流荘 菊池市 隈府１５８７－１７ ○ ○ ○

46 うすま苑
玉名郡南関
町

大字上坂下７９０番地 ○

47 つくしの里
菊池郡大津
町

大字平川４００番地 ○ ○

48 たちばな園 阿蘇市 三久保７１５番地 ○ ○ ○

49 サポートセンター　第二悠愛
阿蘇郡小国
町

大字宮原２６１７番地 ○ ○ ○

50 サポートセンター第一悠愛短期入所事業所
阿蘇郡小国
町

大字宮原２６１７番地 ○

51 障がい者総合支援施設　第二明星学園
上益城郡御
船町

大字小坂２１４０番地の１ ○ ○

52 障害者支援施設 八代学園 八代市 二見本町２４０番地 ○

53 第二つつじヶ丘学園
球磨郡あさ
ぎり町

免田西３００３番地５６ ○

54 障がい者サポートセンター　ゆうすい 天草市 五和町御領２３９５番地の２ ○ ○

55 星光園 天草市 北原町８番３７号 ○ ○ ○

56 障害者支援施設　きずなの里 上天草市 松島町今泉６１７２ ○

57 天水生命学園 玉名市 天水町小天字権現下６６４０番地 ○ ○

58 障害者支援施設　熊東園
上益城郡益
城町

広崎７８６の１番地 ○

59 障害者支援施設　みつば学園
葦北郡芦北
町

大字花岡１５３９番地 ○ ○ ○ ○

60 南海寮 天草市 本町大字下川内１６８５番地の１ ○ ○

61 熊本こすもす園 宇城市 松橋町豊福１７８６ ○ ○

62 障害者支援施設　荒尾市小岱作業所 荒尾市 増永２４５２番地２ ○ ○
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63 障がい者サポートホーム　わらび 菊池市 重味字北の原２３８０番地７ ○ ○

64 まどか園 水俣市 月浦２６９番１３ ○ ○

65 ソレイユ 宇土市 松山町１８４３－１ ○

66 みらい 玉名市 岱明町野口字塚原６６６番 ○ ○

67 障がい者支援施設　清香園 宇城市 松橋町竹崎１１１５－１ ○ ○

68 障害者支援施設　精粋園
玉名郡和水
町

萩原１１７２番地 ○

69 熊本菊陽学園
菊池郡菊陽
町

大字曲手８１１番地 ○

70 障害者支援施設　居屋敷の里 菊池市 七城町流川４２１番地 ○ ○

71 氷川学園
八代郡氷川
町

宮原字下中ノ迫１１１６ ○ ○

72 障害者支援施設　苓龍苑
天草郡苓北
町

上津深江１０番地 ○ ○ ○ ○

73 なぎさ寮 天草市 深海町５７８７番地 ○ ○ ○ ○

74 障害者支援施設うぐいす 人吉市 蟹作町２２２番地１ ○

75 つつじヶ丘学園
球磨郡あさ
ぎり町

須恵４１８０番地１ ○

76 水俣市立明水園 水俣市 浜４０７６番地 ○ ○ ○

77 障害者支援施設　阿蘇くんわの里 阿蘇市 黒川４３１番地 ○ ○

78 短期入所事業所もり 人吉市 上戸越町４５５番地１ ○ ○ ○ ○

79 短期入所事業所あゆの里 上益城郡 甲佐町大字津志田２４７２番地 ○

80 もくせい学園 山鹿市 中字村上６１９－３ ○

81 独立行政法人　国立病院機構　熊本南病院 宇城市 松橋町豊福２３３８ ○

82 ともち未来病院
下益城郡美
里町

洞岳１３０８番地 ○

83 グループホーム事業所　ひまわりの里 玉名郡 長洲町清源寺３２４６ ○ ○ ○ ○

84 みつば学園短期入所事業所
葦北郡芦北
町

大字芦北字塩屋田尻２６０９－２ ○ ○ ○ ○

85 障がい者支援施設けやき　医療型短期入所 人吉市 合ノ原町莖の角４６１番２ ○ ○ ○

86 支援センター　銀河カレッジ 宇土市 築籠町１４１－２ ○ ○ ○ ○

87 単独型障がい児短期入所施設　ちぽりーの 荒尾市 野原字西原８８番地 ○

88 若草児童学園
菊池郡大津
町

大字大津２１４番地１ ○ ○

89 障がい者支援センター大喜地　短期入所
下益城郡美
里町

馬場５２８－１ ○ ○ ○ ○

90 そらひろ　ゆめのいえ 合志市 須屋２９５８番４６ ○

91 第二天草学園　短期入所事業 天草市 本町下河内６８０番地 ○ ○ ○ ○

92 有明成仁病院短期入所事業所
玉名郡長洲
町

宮野２７７５ ○ ○
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1
障害者就労センター　すず
らん

就労継続支
援（B型）

熊本市
西区春日１丁目１４番２７号
住生活支援センタービル

096-312-8411 ○ ○ ○ 20

2 ゴー・スロー
就労継続支
援（A型）

熊本市
中央区帯山４丁目２３番４
５号

096-381-1230 ○ 20

3 ワークセンターやまびこ
就労継続支
援（B型）

熊本市
中央区新大江一丁目１２
番１５号

096-362-6160 ○ ○ ○ 20

4 あかねクリーン
就労継続支
援（A型）

熊本市
東区戸島西４丁目３番７
号

096-360-5000 ○ 55

5 心水堂
就労継続支
援（A型）

熊本市
中央区黒髪５丁目２７番１
９号

096-346-0540 ○ ○ 12

6 野ばら
自立訓練（生
活訓練）

熊本市
西区花園７丁目１９９２－
２

096-353-1177 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

熊本市
西区花園７丁目１９９２－
２

096-353-1177 ○ ○ ○ 35

7
多機能型支援センターふれ
あいワーク

就労継続支
援（B型）

熊本市
北区龍田９丁目１２１０番
１

096-338-4213 ○ ○ ○ 30

生活介護 熊本市
北区龍田９丁目１２１０番
１

096-338-4213 ○ ○ ○ 10

8 熊本コロニー作業所
就労移行支
援（一般型）

熊本市
西区二本木３丁目１２番３
７号

096-353-1291 ○ ○ ○ 14

就労継続支
援（B型）

熊本市
西区二本木３丁目１２番３
７号

096-353-1291 ○ ○ ○ 20

自立訓練（生
活訓練）

熊本市
西区二本木３丁目１２番３
７号

096-353-1291 ○ ○ 6

9 トライハウス
就労継続支
援（B型）

熊本市
東区画図町下無田１５６２
番地１

096-378-5960 ○ ○ ○ 25

生活介護 熊本市
東区画図町下無田１５６２
番地１

096-378-5960 ○ 6

10 熊本きぼう福祉センター
就労移行支
援（一般型）

熊本市 南区南高江７丁目８－７７ 096-358-4054 ○ 6

就労継続支
援（B型）

熊本市 南区南高江７丁目８－７７ 096-358-4054 ○ 30

11
デイサービスセンター　紅
い華

生活介護 熊本市
南区元三町２丁目９番２２
号

096-211-7335 ○ ○ ○ 14

自立訓練（機
能訓練）

熊本市
南区元三町２丁目９番２２
号

096-211-7335 ○ 6

12
社会就労センター　ライン
工房

就労継続支
援（B型）

熊本市 東区戸島５丁目８番６号 096-380-5752 ○ ○ ○ 42

就労移行支
援（一般型）

熊本市 東区戸島５丁目８番６号 096-380-5752 ○ ○ ○ 8

生活介護 熊本市 東区戸島５丁目８番６号 096-380-5752 ○ ○ ○ 10

13 Wｏｒｋｓ　みらい
就労継続支
援（B型）

熊本市
北区植木町鐙田１０３１ー
２

096-272-7759 ○ ○ 20

14
就労支援センター　ジョイナ
スコーヒー

就労継続支
援（A型）

熊本市 北区兎谷２丁目３番２０号 096-341-5800 ○ ○ ○ 40

就労継続支
援（B型）

熊本市 北区兎谷２丁目３番２０号 096-341-5800 ○ ○ ○ 10

15
第二ぎんなん
作業所

就労継続支
援（B型）

熊本市
中央区新屋敷３丁目９－
７

096-371-9381 ○ 20

16 熊本県あかね荘
自立訓練（生
活訓練）

熊本市
東区戸島西３丁目４番１５
０号

096-365-1691 ○ 50

17
熊本県あかねワークセン
ター

就労継続支
援（B型）

熊本市
東区戸島西３丁目４番１５
０号

096-365-2933 ○ 30

18 めぐみ学園
就労移行支
援（一般型）

熊本市 中央区萩原町１－３ 096-378-4294 ○ 6

就労継続支
援（B型）

熊本市 中央区萩原町１－３ 096-378-4294 ○ 20

19 なずな工房
就労継続支
援（B型）

熊本市
南区富合町大字清藤８８
番地２

096-358-0023 ○ ○ ○ 20

主たる
対象者

定員電話

⑥生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援
（注）下記の他、障害者支援施設においても、生活介護等の事業を実施しております。障害者支援施設の一覧は「障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設一覧」を御参照下さい。

No. 名称
事業の
種類

所在地
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事業の
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所在地

20 オレンジワーク
就労継続支
援（A型）

熊本市
西区河内町船津２７１１－
２

096-276-1831 ○ 14

21
就労移行支援事業所　在
宅就労支援事業団

就労移行支
援（一般型）

熊本市 東区下南部１-１-７２ 096-213-0701 ○ ○ ○ 30

22 ＮＰＯ法人新町きぼうの家
就労継続支
援（B型）

熊本市
中央区新町３丁目５番１８
号

096-355-0264 ○ ○ ○ 20

23 ｅ・ワーク
就労継続支
援（A型）

熊本市
南区近見九丁目１０番５０
号

096-325-0007 ○ ○ ○ 40

24
第二城南学園多機能型事
業所

生活介護 熊本市 南区城南町藤山１２６３ 0964-28-8144 ○ 25

自立訓練（生
活訓練）

熊本市 南区城南町藤山１２６３ 0964-28-8144 ○ 6

就労移行支
援（一般型）

熊本市 南区城南町藤山１２６３ 0964-28-8144 ○ 6

就労継続支
援（B型）

熊本市 南区城南町藤山１２６３ 0964-28-8144 ○ 15

25 就労支援センターくまもと
就労継続支
援（A型）

熊本市 北区貢町７８０－８ 096-288-1752 ○ ○ ○ 19

26
就労支援センター　ピー
ターパン

就労継続支
援（A型）

熊本市 西区池田４丁目５－２ 096-327-9311 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（B型）

熊本市 西区池田４丁目５－２ 096-327-9311 ○ ○ ○ 10

27 犬のマック
就労継続支
援（A型）

熊本市
西区蓮台寺五丁目３番３
３号

096-288-2422 ○ ○ 15

就労継続支
援（B型）

熊本市
西区蓮台寺五丁目３番３
３号

096-288-2422 ○ ○ 10

28 アウトリーチ
就労継続支
援（A型）

熊本市
東区健軍１丁目３８番１３
号

096-360-5320 ○ ○ 20

29 済生会ウイズ
就労継続支
援（A型）

熊本市 南区内田町３５６１－１ 096-223-3330 ○ 25

就労継続支
援（B型）

熊本市 南区内田町３５６１－１ 096-223-3330 ○ 32

30 熊本福祉工場
就労継続支
援（A型）

熊本市
西区二本木３丁目１２番３
７号

096-353-1291 ○ 40

就労継続支
援（B型）

熊本市
西区二本木３丁目１２番３
７号

096-353-1291 ○ 10

31
地域生活支援センター　託
麻大地

生活介護 熊本市 東区戸島町４６１－１ 096-388-1331 ○ ○ 20

32
くまむた荘デイサービスセ
ンター春秋館

生活介護 熊本市 南区城南町沈目１４９９ 0964-28-2760 ○ 14

自立訓練（機
能訓練）

熊本市 南区城南町沈目１４９９ 0964-28-2760 ○ 6

33 ハッピーエコワーク
就労継続支
援（A型）

熊本市
南区富合町杉島字長江９
８３番地１

096-288-4583 ○ ○ 15

34
就労継続支援Ａ型事業所
１，２の３

就労継続支
援（A型）

熊本市
中央区南熊本５丁目１０
番２１号

096-227-6950 ○ ○ 20

35 城南学園生活介護事業所 生活介護 熊本市
南区城南町藤山１２７６－
２

0964-28-5111 ○ 20

36 明和学園 生活介護 熊本市 南区中無田町６４８ 096-358-7871 ○ 15

就労継続支
援（B型）

熊本市 南区中無田町６４８ 096-358-7871 ○ 15

37 託麻ワークセンター 生活介護 熊本市 東区小山４丁目９番８８号 096-388-2606 ○ 12

就労継続支
援（B型）

熊本市 東区小山４丁目９番８８号 096-388-2606 ○ 23

38 友愛育成園 生活介護 熊本市 中央区壺川２丁目１－５７ 096-325-5736 ○ 6

就労継続支
援（B型）

熊本市 中央区壺川２丁目１－５７ 096-325-5736 ○ 24
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39
くまもと江津湖通園セン
ター

生活介護 熊本市
東区画図町重富５７５番
地

096-370-0501 ○ ○ 40

40
多機能型事業所　カサ・チ
コ

就労継続支
援（B型）

熊本市
南区御幸西二丁目６５９
番３

096-223-8710 ○ ○ ○ 25

41 ゆうワークス
就労継続支
援（A型）

熊本市
中央区平成３丁目７番１０
号

096-285-7931 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（B型）

熊本市
中央区平成３丁目７番１０
号

096-285-7931 ○ ○ ○ 15

42 アス・トライ
就労移行支
援（一般型）

熊本市 東区若葉一丁目６番３号 096-369-5967 ○ ○ 20

43 就労サポートすまいる
就労継続支
援（A型）

熊本市
西区上高橋一丁目１０番
１５号

096-329-5633 ○ ○ 10

44 そよ風
就労継続支
援（A型）

熊本市
南区馬渡二丁目３番２９
号

096-285-8498 ○ ○ 20

45
くまもと障害者労働セン
ター

生活介護 熊本市
東区長嶺南一丁目５番４
０号

096-382-0861 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

熊本市
東区長嶺南一丁目５番４
０号

096-382-0861 ○ ○ ○ 14

46 旦過園
就労継続支
援（B型）

熊本市
西区二本木３丁目１２番３
７号

096-353-1291 ○ 30

47 障がい者ビジネススクール
就労移行支
援（一般型）

熊本市
中央区南坪井町５番２７
－１号

096-325-6590 ○ ○ ○ 12

自立訓練（生
活訓練）

熊本市
中央区南坪井町５番２７
－１号

096-325-6590 ○ ○ 8

48 ココロの学校オルタナ
就労移行支
援（一般型）

熊本市
西区池田二丁目２５番４５
号

096-245-7265 ○ ○ 20

49 ささえあいの若葉
就労継続支
援（A型）

熊本市
東区若葉三丁目１５番８
号

096-237-7719 ○ ○ ○ 20

50 ワークショップ熊本
就労継続支
援（B型）

熊本市
中央区本荘二丁目３番８
号

096-371-3500 ○ ○ 25

51 済生会ほほえみ 生活介護 熊本市 南区内田町３５６０－１ 096-223-3428 ○ 30

就労継続支
援（B型）

熊本市 南区内田町３５６０－１ 096-223-3428 ○ 10

52 済生会かがやき
就労移行支
援（一般型）

熊本市 南区内田町３５５５－１ 096-223-3330 ○ 6

就労継続支
援（A型）

熊本市 南区内田町３５５５－１ 096-223-3330 ○ 10

就労継続支
援（B型）

熊本市 南区内田町３５５５－１ 096-223-3330 ○ 24

53
熊本ＹＭＣＡ就労支援セン
ター

就労継続支
援（A型）

熊本市 中央区新町１－３－８ 096-353-6391 ○ 12

就労移行支
援（一般型）

熊本市 中央区新町１－３－８ 096-353-6391 ○ ○ 8

54 平成学園 生活介護 熊本市
西区小島９丁目１４番３３
号

096-329-5711 ○ ○ ○ 60

55 熊本市はなぞの学苑 生活介護 熊本市
西区花園７丁目１２番１５
号

096-325-4222 ○ ○ ○ 45

就労継続支
援（B型）

熊本市
西区花園７丁目１２番１５
号

096-325-4222 ○ ○ ○ 15

56 サポートセンター　河内
自立訓練（生
活訓練）

熊本市
西区河内町船津２２８５番
地

096-276-2151 ○ ○ ○ 14

就労移行支
援（一般型）

熊本市
西区河内町船津２２８５番
地

096-276-2151 ○ ○ ○ 6

57
ＮＰＯ法人　オール　サポー
ト

就労継続支
援（A型）

熊本市 中央区出水６－３６－２６ 096-371-3686 ○ ○ 10

58
障害者多機能型施設　しん
せい学園

生活介護 熊本市 西区沖新町３９９４番地１ 096-329-6336 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（B型）

熊本市 西区沖新町３９９４番地１ 096-329-6336 ○ ○ ○ 10
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59 サポートライフ心陽 生活介護 熊本市
南区富合町木原１０１番
地

096-358-6234 ○ ○ ○ 30

就労移行支
援（一般型）

熊本市
南区富合町木原１０１番
地

096-358-6234 ○ ○ ○ 6

60 ワークセンター心陽
就労継続支
援（B型）

熊本市
南区城南町顎瀬１１００番
地１１

0964-27-5331 ○ ○ ○ 32

61 えづこランド 生活介護 熊本市
東区画図町重富５７５番
地

096-370-0501 ○ ○ 5

62 Ｄ．Ｐワークサービス
就労継続支
援（A型）

熊本市
中央区出水７丁目５６－４
１

096-378-5001 ○ ○ 12

63 キャリア・カレッジ
就労移行支
援（一般型）

熊本市 東区京塚本町１－１０ 096-285-8002 ○ ○ ○ 14

就労継続支
援（Ａ型）

熊本市 東区京塚本町１－１0 096-285-8002 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（B型）

熊本市
中央区帯山２丁目１２－２
６

096-285-8002 ○ ○ ○ 10

64
自立支援センター　オアシ
ス

就労継続支
援（A型）

熊本市
北区清水岩倉１丁目１８
－１

096-346-7011 ○ 20

65 アグリサポートセンター
就労継続支
援（A型）

熊本市
西区松尾町上松尾５－１　Ｔ
＆Ｋウェーブビル１Ｆ東側

096-329-3088 ○ ○ 15

66 らぷらんどカフェ
就労継続支
援（A型）

熊本市 中央区坪井１丁目８－１１ 096-345-8390 ○ ○ 10

67
就労継続支援A型施設
ワークサポート未

就労継続支
援（A型）

熊本市
南区城南町下宮地４９８
－３

0964-31-0301 ○ ○ 20

68
特定非営利活動法人　もや
いの丘

就労継続支
援（A型）

熊本市 東区小山２丁目２７－１３ 096-349-0206 ○ ○ ○ 10

69 それいゆ　田井島
就労継続支
援（A型）

熊本市
南区田井島２丁目２－１１
６

096-378-6033 ○ ○ 10

70 さくらワーク熊本
就労継続支
援（B型）

熊本市 西区松尾町上松尾５－１ 096-329-6000 ○ ○ 20

71 コロロ遥風 生活介護 熊本市 東区若葉３丁目１５－１６ 096-206-9670 ○ 20

72
生活介護支援センターあゆ
み

生活介護 熊本市 西区中原町３７０－４ 096-273-6518 ○ ○ 20

73
障害者就労支援センター
虹

就労継続支
援（Ａ型）

熊本市
中央区大江６丁目７－８
－１０１・１０２

096-371-5545 ○ ○ ○ 10

74 サンシャイン
就労継続支
援（Ａ型）

熊本市 西区田崎町４２６－５ 096-202-6160 ○ ○ ○ 10

75 えがお
就労継続支
援（Ｂ型）

熊本市
西区八島二丁目１０番２１
号

096-312-0400 ○ ○ 20

76 あいＥＹＥワークセンター
就労移行支
援（一般型）

熊本市
中央区上水前寺１丁目４
番１９号

096-285-6534 ○ 6

就労継続支
援（Ｂ型）

熊本市
中央区上水前寺１丁目４
番１９号

096-285-6534 ○ 14

77
多機能型事業所　アグリ
ワークス

就労移行支
援（一般型）

熊本市
西区上高橋２丁目８番１６
号

096-202-1818 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（Ａ型）

熊本市
西区上高橋２丁目８番１６
号

096-202-1818 ○ ○ ○ 14

78 シャトレ
就労継続支
援（Ｂ型）

熊本市 東区若葉１丁目１２番１号 096-365-6606 ○ ○ 20

79
就労移行支援事業所アイ・
ネットワークくまもと

就労移行支
援（一般型）

熊本市
中央区水前寺６丁目５１番３
号シティビル水前寺３F

096-321-7020 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（Ａ型）

熊本市
中央区水前寺６丁目３３
番１０号　緒方ビル２０１

096-321-7020 ○ ○ ○ 10

80 味楽亭
就労継続支
援（Ａ型）

熊本市
中央区新屋敷１丁目２２
番１１号

096-202-6160 ○ ○ ○ 10

81 キラキラスマイル・café
就労継続支
援（A型）

熊本市
北区植木町植木１１８番
地５

096-273-7530 ○ ○ ○ 10

82 ハピネスワーク
就労継続支
援（B型）

熊本市 西区出町４番２６号 096-342-6111 ○ ○ 20
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83 よつ葉の里
就労継続支
援（A型）

熊本市
南区御幸笛田６丁目７番
４９号

096-379-2111 ○ ○ ○ 10

84 ライフロード
就労継続支
援（A型）

熊本市
北区植木町岩野４９番地
２

096-273-2660 ○ ○ 10

85 ファイブシュガー
就労継続支
援（A型）

熊本市
西区城山上代町字油免１
２８番地２

096-288-0932 ○ ○ ○ 10

86 NPO GUMP
就労継続支
援（A型）

熊本市
中央区本山４丁目８番３５
号

096-312-0835 ○ ○ ○ 10

87 はばたく
就労継続支
援（A型）

熊本市
東区尾上3丁目6番2号　５
０２号室

096-349-6636 ○ ○ ○ 10

88 あいのわ
就労継続支
援（A型）

熊本市 北区鹿子木町６０番地１ 096-342-5575 ○ ○ ○ 12

89 すぷれっど工房
就労継続支
援（A型）

熊本市
東区八反田３丁目１５番２
０号

096-234-7107 ○ ○ 10

90 こまちの森
就労継続支
援（B型）

熊本市 北区植木町小野128番地 096-273-2705 ○ ○ ○ 20

91 就労支援センター　一歩
就労継続支
援（A型）

熊本市 北区改寄町2350番地 096-245-6374 ○ ○ ○ 15

92 ケア・ハピネス 生活介護 熊本市 北区梶尾町1379番地3 096-245-6611 ○ ○ ○ 40

93
ウェルビー熊本水道町セン
ター

就労移行支
援（一般型）

熊本市
中央区水道町８-２　秀匠
苑ビル４階

096-273-6437 ○ ○ 20

94 春秋経理センター
就労継続支
援（A型）

熊本市
中央区神水一丁目5番地
10号　県前ビル102号

096-381-5103 ○ ○ ○ 20

95 キラリアートファクトリー
就労継続支
援（B型）

熊本市
北区下硯川１丁目7番34
号

096-288-1701 ○ ○ ○ 20

96 ふとりねこ焙煎所
就労継続支
援（B型）

熊本市 中央区東子飼町8番43号 096-344-5539 ○ ○ 20

97
自立の店ひまわりパン工
房・カフェ

就労継続支
援（B型）

熊本市
中央区国府一丁目13番8
号

096-211-5333 ○ ○ ○ 20

98
障害福祉サービス事業所
季の庭

生活介護 熊本市 南区護藤町１５８０番地 096-342-5724 ○ ○ ○ 40

99
城南学園生活介護事業所
じょうなん　みなサポ

生活介護 熊本市 南区城南町塚原２５２ 0964-28-5111 ○ 20

100 就労支援センターＴａｓｕｋｉ
就労継続支
援（Ａ型）

熊本市
東区長嶺東五丁目７番３
１号

096-237-6820 ○ ○ ○ 10

101 大夢
就労継続支
援（Ａ型）

熊本市
中央区出水一丁目７番６
９号

096-366-4266 ○ ○ 20

102
就労継続支援Ａ型事業所
翔

就労継続支
援（Ａ型）

熊本市
西区田崎二丁目１番６９
号

096-353-7700 ○ ○ ○ 10

103 T-Works
就労継続支
援（B型）

熊本市
西区池田二丁目25番45
号

096-272-6001 ○ ○ ○ 20

104 ライフデザイン　カレッジ
就労移行支
援（一般型）

熊本市 南区孫代１０９ 096-227-2900 ○ ○ ○ 20

105
ウェルビー熊本水前寺セン
ター

就労移行支
援（一般型）

熊本市
中央区水前寺一丁目17
番32号　石本ビル2階

096-273-8280 ○ ○ 20

106 ねんりん
就労継続支
援（A型）

宇城市
三角町波多２８６４番地１
０３

0964-53-1600 ○ 40

107 鹿央の郷 生活介護 山鹿市 鹿央町千田９０９－１ 0968-32-7550 ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

山鹿市 鹿央町千田９０９－１ 0968-32-7550 ○ ○ ○ 34

自立訓練（生
活訓練）

山鹿市 鹿央町千田９０９－１ 0968-32-7550 ○ ○ 6

108
就労支援センター　かもん・
ゆ～す

就労継続支
援（B型）

菊池市 隈府４６９番地１０ 0968-25-1817 ○ ○ 24

就労移行支
援（一般型）

菊池市 大琳寺２８８番地１ 0968-25-1817 ○ ○ 6
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109 菊陽苑
就労移行支
援（一般型）

菊池郡菊
陽町

原水字下大谷３９３０番地
１

096-232-9711 ○ ○ 30

就労移行支
援（一般型）

菊池郡菊
陽町

原水字下大谷３９３０番地
１

096-232-9711 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（A型）

菊池郡菊
陽町

原水字下大谷３９３０番地
１

096-232-9711 ○ ○ 20

110
就労サポートセンター　希
望館

自立訓練（生
活訓練）

菊池郡菊
陽町

大字原水字下大谷３８８０
番地１３

096-232-9711 ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

菊池郡菊
陽町

大字原水字下大谷３８８０
番地１３

096-232-9711 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（A型）

菊池郡菊
陽町

大字原水字下大谷３８８０
番地１３

096-232-9711 ○ ○ 10

111 やすらぎハウス
就労継続支
援（B型）

菊池郡菊
陽町

原水５５８７－３ 096-232-7358 ○ ○ ○ 20

112 サンシャインワークス
就労移行支
援（一般型）

合志市
豊岡字北拾町２０００番地
１６５３

096-248-7273 ○ ○ ○ 13

就労継続支
援（A型）

合志市
豊岡字北拾町２０００番地
１６５３

096-248-7273 ○ ○ ○ 30

就労継続支
援（B型）

合志市
豊岡字北拾町２０００番地
１６５３

096-248-7273 ○ ○ ○ 20

自立訓練（生
活訓練）

合志市
豊岡字北拾町２０００番地
１６５３

096-248-7273 ○ ○ ○ 10

113 地域生活支援センター　翠
就労継続支
援（B型）

人吉市 下城本町１４８６番地４ 0966-22-2570 ○ ○ ○ 23

就労継続支
援（B型）

人吉市 下青井町９０－１２ 0966-22-0266 ○ ○ ○ 13

就労移行支
援（一般型）

人吉市 下城本町１４８６番地４ 0966-22-2570 ○ ○ ○ 6

114 健味健食園
就労継続支
援（B型）

上益城郡
益城町

惣領１５３０番地 096-286-3611 ○ 30

115 支援センター銀河カレッジ
就労継続支
援（B型）

宇土市 築籠町１４１－２ 0964-23-1090 ○ 25

生活介護 宇土市 築籠町１４１－２ 0964-23-1090 ○ 10

116 まつの木作業所
就労継続支
援（B型）

宇城市 松橋町久具２４４０番地 0964-32-3500 ○ ○ ○ 20

生活介護 宇城市 松橋町久具２４４０番地 0964-32-3500 ○ 10

117
指定生活介護事業所　ひま
わり

生活介護 荒尾市 川登１７７７番地１２ 0968-68-6205 ○ ○ 20

118 わがんせ 生活介護 荒尾市 荒尾１６９４番地１ 0968-62-1175 ○ ○ ○ 18

就労継続支
援（B型）

荒尾市 荒尾１６９４番地１ 0968-62-1175 ○ ○ ○ 10

119 通所施設「なかま」
自立訓練（生
活訓練）

玉名郡南
関町

大字上坂下７８５－４ 0968-53-9126 ○ 6

就労移行支
援（一般型）

玉名郡南
関町

大字上坂下７８５－４ 0968-53-9126 ○ 9

就労継続支
援（A型）

玉名郡南
関町

大字上坂下７８５－４ 0968-53-9126 ○ 15

生活介護
玉名郡南
関町

大字上坂下７８５－４ 0968-53-9126 ○ 6

就労継続支
援（B型）

玉名郡南
関町

大字上坂下７８５－４ 0968-53-9126 ○ 15

120 ワークネット菊陽
就労継続支
援（A型）

菊池郡菊
陽町

曲手６９７－１ 096-272-7759 ○ 40

121
就労支援センター　テクニ
カル工房

就労移行支
援（一般型）

合志市 御代志１３４２番地 096-242-3312 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

合志市 御代志１３４２番地 096-242-3312 ○ ○ ○ 26
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122
障害者就労センター　くん
わ技研

就労継続支
援（A型）

阿蘇市 黒川３９６番地 0967-34-2222 ○ 25

就労継続支
援（B型）

阿蘇市 黒川３９６番地 0967-34-2222 ○ 15

123 まんさく園
就労移行支
援（一般型）

八代市 永碇町９６１番地の１ 0965-31-7440 ○ 6

就労継続支
援（B型）

八代市 永碇町９６１番地の１ 0965-31-7440 ○ 30

124 みのり
就労継続支
援（B型）

八代市 妙見町２３７７－３ 0965-30-0701 ○ ○ ○ 26

生活介護 八代市 妙見町２３７７－３ 0965-30-0701 ○ ○ 8

125
就労支援事業所　ステップ
１

就労継続支
援（A型）

八代市 大村町２９９－１ 0965-32-0028 ○ 20

126 白いキャンバス
就労移行支
援（一般型）

人吉市 二日町１７番地１ 0966-22-6399 ○ 6

就労継続支
援（B型）

人吉市 二日町１７番地１ 0966-22-6399 ○ 14

127 やじろべえ
就労継続支
援（B型）

天草市 有明町赤崎２０１２－２ 0969-53-0393 ○ ○ ○ 20

128 みゃおみゃおベーカリー 生活介護 天草市 中央新町１３番１２号 0969-22-6507 ○ 8

就労継続支
援（B型）

天草市 中央新町１４番１０号 0969-24-4037 ○ 12

129 すとろーはっと
就労継続支
援（A型）

天草市 佐伊津町５３７７番地 0969-22-1718 ○ 30

130 障害者支援センターのぞみ
就労継続支
援（B型）

天草市 栄町２３番９ 0969-22-7485 ○ 20

131 ウィルアークス
就労継続支
援（A型）

阿蘇郡産
山村

大利６５７番地５ 0967-25-2330 ○ ○ ○ 20

就労移行支
援（一般型）

阿蘇郡産
山村

大利６５７番地５ 0967-25-2330 ○ ○ ○ 6

132
ライフトレーニングさんぷう
か

自立訓練（生
活訓練）

上益城郡
山都町

下名連石５８２番地 0967-74-6011 ○ ○ 15

就労継続支
援（B型）

上益城郡
山都町

下名連石５８２番地 0967-74-6011 ○ ○ ○ 20

133
多機能型施設
るぴなす

生活介護
玉名郡
玉東町

二俣７２ 0968-84-7858 ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

玉名郡
玉東町

二俣７２ 0968-84-7858 ○ ○ ○ 14

134 若葉作業所
就労継続支
援（B型）

玉名市 岩崎１２９９番地１ 0968-74-1628 ○ 20

135 インターワーク 生活介護
阿蘇郡
産山村

大利６５７番地３ 0967-25-2323 ○ ○ ○ 6

自立訓練（生
活訓練）

阿蘇郡
産山村

大利６５７番地３ 0967-25-2323 ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

阿蘇郡
産山村

大利６５７番地３ 0967-25-2323 ○ ○ ○ 25

136 さくらサポート
就労移行支
援（一般型）

玉名市 繁根木２１５番１ 0968-76-7511 ○ ○ 6

自立訓練（生
活訓練）

玉名市 繁根木２１５番１ 0968-76-7511 ○ ○ 10

生活介護 玉名市 中１７７４番地 0968-76-7511 ○ ○ 10

137 天草ポランの広場
自立訓練（生
活訓練）

天草市 新和町碇石６６番地１ 0969-46-2411 ○ ○ 9

就労継続支
援（B型）

天草市 新和町碇石６６番地１ 0969-46-2411 ○ ○ 30
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138
社会就労センター　ワーク
ショップ八代

自立訓練（生
活訓練）

八代市 沖町字六番割３８４３－１ 0965-33-8007 ○ ○ 8

就労移行支
援（一般型）

八代市 沖町字六番割３８４３－１ 0965-33-8007 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

八代市 沖町字六番割３８４３－１ 0965-33-8007 ○ ○ ○ 20

139
熊本こすもす園就労支援事
業所

就労移行支
援（一般型）

宇城市 松橋町豊福１７８６ 0964-33-4551 ○ 6

就労継続支
援（B型）

宇城市 松橋町豊福１７８６ 0964-33-4551 ○ 34

140
就労サポートセンター　ＧＡ
ＭＡＤＵＳ

就労移行支
援（一般型）

宇土市 栗崎町字大平１２９６番地 0964-23-5878 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（A型）

宇土市 栗崎町字大平１２９６番地 0964-23-5878 ○ ○ ○ 14

就労継続支
援（A型）

宇土市 本町１丁目５４番 0964-27-7122 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（Ｂ型）

宇土市 栗崎町字大平１２９６番地 0964-23-5878 ○ ○ ○ 10

141
就労移行支援センター　ら
ぽーる宇城

就労移行支
援（一般型）

宇城市
不知火町高良２２７３番地
１

0964-32-1777 ○ ○ 15

自立訓練（生
活訓練）

宇城市 三角町中村１７５９番地１ 0964-54-0815 ○ ○ 12

就労継続支
援（B型）

宇城市 三角町中村１７５９番地１ 0964-54-0815 ○ ○ 10

142
障害者支援センター　水俣
福祉作業所

就労継続支
援（B型）

水俣市 浜４０５１番地 0966-63-4601 ○ 21

143
就労継続支援Ａ型事業所
やまびこ

就労継続支
援（A型）

球磨郡相
良村

大字深水２５００－５１ 0966-24-5679 ○ ○ ○ 20

144 八代市立希望の里たいよう
就労移行支
援（一般型）

八代市 高下西町１７０４番地 0965-34-1877 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

八代市 高下西町１７０４番地 0965-34-1877 ○ ○ ○ 55

生活介護 八代市 高下西町１７０４番地 0965-34-1877 ○ ○ ○ 12

145 ジョブパートナー宇城
就労移行支
援（一般型）

宇城市 松橋町松橋４３８－１ 0964-32-8522 ○ ○ ○ 15

就労継続支
援（A型）

宇城市 松橋町松橋４３８－１ 0964-32-8522 ○ ○ ○ 25

146 栞
就労移行支
援（一般型）

合志市 幾久富１６５６番地１００ 096-348-6060 ○ 6

就労継続支
援（A型）

合志市 幾久富１６５６番地１００ 096-348-6060 ○ 14

147
小規模多機能事業所ほっ
とはうす

生活介護 水俣市 浜町１丁目９番１７号 0966-62-8080 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

水俣市 浜町１丁目９番１７号 0966-62-8080 ○ ○ ○ 10

148 ワークセンターみすみ
自立訓練（生
活訓練）

宇城市
三角町六反田３１１８－１
６

0964-53-0841 ○ ○ ○ 6

就労移行支
援（一般型）

宇城市
三角町六反田３１１８－１
６

0964-53-0841 ○ ○ 6

就労継続支
援（Ａ型）

宇城市
三角町六反田３１１８－１
６

0964-53-0841 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

宇城市
三角町六反田３１１８－１
６

0964-53-0841 ○ ○ 20

149
たまきな荘地域福祉セン
ター

生活介護 玉名市 玉名字西原２１９４番地 0968-73-3337 ○ ○ ○ 20
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150
たまきな荘就労支援セン
ター風工房

自立訓練（生
活訓練）

玉名市
伊倉北方字一本松２２３１
番１

0968-71-2355 ○ ○ 6

就労移行支
援（一般型）

玉名市
伊倉北方字一本松２２３１
番１

0968-71-2355 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

玉名市
伊倉北方字一本松２２３１
番１

0968-71-2355 ○ ○ ○ 27

151 プレジャーワーク
就労継続支
援（A型）

合志市 須屋４－６ 096-327-9151 ○ ○ 30

152 明星学園多機能型事業所
自立訓練（生
活訓練）

上益城郡
山都町

小峰字引地１３８５番地 0967-82-3323 ○ ○ 10

就労移行支
援（一般型）

上益城郡
山都町

小峰字引地１３８５番地 0967-82-3323 ○ ○ 10

153
第二明星学園多機能型事
業所

自立訓練（生
活訓練）

上益城郡
御船町

大字田代１８４２番地４ 096-281-9111 ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

上益城郡
御船町

大字田代１８４２番地４ 096-281-9111 ○ ○ 10

154 集いの家
就労継続支
援（B型）

八代市 古閑中町６２８番地 0965-31-8303 ○ ○ 30

就労移行支
援（一般型）

八代市 古閑中町６２８番地 0965-31-8303 ○ ○ 6

155
グローバル　エコパーク作
業所

就労継続支
援（B型）

水俣市 明神町１番３００号 0966-63-6499 ○ ○ ○ 20

156 人吉球磨きぼうの家
就労継続支
援（B型）

人吉市 上青井町１３３番地 0966-24-5665 ○ ○ ○ 20

157 アート工房クレヨンの森
就労継続支
援（B型）

球磨郡
錦町大字一武２１９６番地
２

0966-38-2435 ○ ○ ○ 20

158
美里町自立生活訓練施設
いぶき

就労継続支
援（A型）

下益城郡
美里町萱野１４４３番地１
号

0964-47-6055 ○ 10

就労継続支
援（B型）

下益城郡
美里町萱野１４４３番地１
号

0964-47-6055 ○ 10

159 就労支援事業所　友愛苑
就労移行支
援（一般型）

球磨郡相
良村

大字柳瀬９８７番地５０ 0966-22-1222 ○ ○ 6

就労継続支
援（A型）

球磨郡相
良村

大字柳瀬９８７番地５０ 0966-22-1222 ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

球磨郡相
良村

大字柳瀬９８７番地５０ 0966-22-1222 ○ ○ 20

160 アースアンドあい
就労継続支
援（A型）

球磨郡
多良木町多良木３０８０番
地１

0966-42-7680 ○ ○ ○ 20

161
障がい者支援センター　上
益城きぼうの家

就労継続支
援（B型）

上益城郡 山都町下馬尾２９８番地４ 0967-72-3440 ○ ○ 14

就労継続支
援（B型）

上益城郡
甲佐町大字横田字鬼丸１
５６－１

096-234-3324 ○ ○ 10

162
多機能型事業所　愛隣倶
楽部

生活介護 山鹿市 津留２０４１－１ 0968-43-2771 ○ ○ ○ 20

就労移行支
援（一般型）

山鹿市 津留２０４１－１ 0968-43-2771 ○ ○ ○ 6

163 わいわい虹の村
就労継続支
援（B型）

八代市 坂本町川嶽２４３９－１ 0965-45-8886 ○ ○ ○ 20

164 ＧＩＣ
就労継続支
援（A型）

菊池市 泗水町永８３４番地４ 0968-26-6222 ○ ○ 20

165 夢・さぽーと
就労継続支
援（A型）

宇城市 松橋町松橋４０２番地４ 0964-33-7896 ○ ○ 20

166
環境と福祉を結ぶ会グルー
プ・エコ

就労継続支
援（B型）

水俣市 浜松町６１－３３ 0966-83-5666 ○ ○ ○ 30

167
就労サポートセンター　ぴ
～す

就労継続支
援（A型）

天草市 佐伊津町字帆崎４０１番５ 0969-22-1770 ○ ○ ○ 10

自立訓練（生
活訓練）

天草市 佐伊津町字帆崎４０１番５ 0969-22-1770 ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

天草市 佐伊津町字帆崎４０１番５ 0969-22-1770 ○ ○ ○ 10
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168
就労継続支援Ｂ型事業所
ひまわり芦北

就労継続支
援（B型）

葦北郡芦
北町

大字湯浦２３３番地６ 0966-86-1122 ○ ○ ○ 20

169 かしの木学園
就労継続支
援（B型）

天草市 楠浦町錦島２６番1７ 0969-23-5556 ○ 40

170 生活支援センター　きらきら 生活介護 玉名市
岱明町野口字塚原６６６
番

0968-57-5755 ○ ○ 30

171 そよかぜ福祉作業所
就労継続支
援（B型）

上益城郡
益城町

福富７７２ 096-287-8223 ○ ○ 20

172 さくらワーク菊水
就労継続支
援（B型）

玉名郡和
水町

下津原３９５５番地１ 0968-86-5000 ○ ○ 20

173
障がい者支援センター
ぴゅあ

就労継続支
援（B型）

天草市 今釜新町３５３９番地 0969-66-9565 ○ ○ 20

174 生活介護センターゆきぞの 生活介護
下益城郡
美里町

洞岳１２０２－２ 0964-47-8381 ○ 31

175
生活訓練・就労支援セン
ターターゆきぞの

自立訓練（生
活訓練）

下益城郡
美里町

栗崎字行園原５６４ 0964-47-2381 ○ 8

就労移行支
援（一般型）

下益城郡
美里町

栗崎字行園原５６４ 0964-47-2381 ○ 12

176 ワークセンターゆきぞの
就労継続支
援（B型）

下益城郡
美里町

土喰字前田１４８－１ 0964-47-2323 ○ 40

177 みずき園 生活介護
球磨郡あ
さぎり町

上西６８８番地 0966-43-1688 ○ 15

就労継続支
援（A型）

球磨郡あ
さぎり町

上西６８８番地 0966-43-1688 ○ 10

就労継続支
援（B型）

球磨郡あ
さぎり町

上西６８８番地 0966-43-1688 ○ 15

178
就労支援センターすまいる 自立訓練（生

活訓練）
菊池郡大
津町

大林１０２７番地 096-294-1230 ○ ○ 8

就労移行支
援（一般型）

菊池郡大
津町

大林１０２７番地 096-294-1230 ○ ○ 12

179
就労支援Ａ型事業所ぱれっ
と

就労継続支
援（A型）

合志市 須屋１６２７番３０ 096-327-9437 ○ 15

180 菊池ひまわりの会
就労継続支
援（B型）

菊池市 野間口字木の本５６７番４ 0968-25-5141 ○ ○ ○ 14

自立訓練（生
活訓練）

菊池市 野間口字木の本５６７番４ 0968-25-5141 ○ ○ 6

181
自立支援センターひまわり
の里

生活介護
玉名郡長
洲町

大字清源寺３２４６ 0968-78-0589 ○ ○ ○ 12

就労移行支
援（一般型）

玉名郡長
洲町

大字清源寺３２４６ 0968-78-0589 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

玉名郡長
洲町

大字清源寺３２４６ 0968-78-0589 ○ ○ 20

182 宇城きぼうの家
就労継続支
援（B型）

宇城市 不知火町高良２７１０番地 0964-32-5948 ○ ○ 30

183 第二天水学園
就労継続支
援（B型）

玉名市 天水町小天６６４５－１ 0968-82-5051 ○ 30

184 天草きぼうの家
就労継続支
援（B型）

天草市 浄南町５番４９号 0969-24-3235 ○ ○ 20

185 就労支援事業所　白鳩園
就労移行支
援（一般型）

合志市 御代志７２２－１ 096-242-0115 ○ 6

就労継続支
援（B型）

合志市 御代志７２２－１ 096-242-0115 ○ 29

186 ワーキングオフィスきらり
就労継続支
援（A型）

宇土市
城之浦町１０８番地９　１０
２号

0964-22-3317 ○ ○ 20

187 阿蘇きぼうの家
就労継続支
援（B型）

阿蘇市 西町５３０番地 0967-34-0580 ○ ○ 20

188
指定生活介護事業所　ほ
ほえみ

生活介護 菊池市 隈府４７３番地１５ 0968-24-9080 ○ 20

-155-



身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

主たる
対象者

定員電話

⑥生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援
（注）下記の他、障害者支援施設においても、生活介護等の事業を実施しております。障害者支援施設の一覧は「障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設一覧」を御参照下さい。

No. 名称
事業の
種類

所在地

189 野々島学園 生活介護 合志市 野々島字丸内２７７４番４ 096-242-6811 ○ 20

就労継続支
援（B型）

合志市 野々島字丸内２７７４番４ 096-242-6811 ○ 20

190 悠工房 生活介護
阿蘇郡
小国町

大字宮原２７６０番地 0967-46-2911 ○ ○ 30

191
障害者就労支援センターテ
イクオフ

就労継続支
援（A型）

八代市 大村町３９０６－１ 0965-38-9131 ○ ○ ○ 14

就労継続支
援（B型）

八代市 大村町３９０６－１ 0965-38-9131 ○ ○ ○ 20

192 就労支援センターふくとく
就労継続支
援（B型）

菊池市 旭志新明６９９番地２ 0968-37-3772 ○ ○ 20

193
障害者支援センターあさ
ひヶ丘

就労継続支
援（B型）

球磨郡相
良村

大字深水２５００番地の６
５

0966-24-5679 ○ 20

194
第二つつじヶ丘学園多機能
型事業所

自立訓練（生
活訓練）

球磨郡あ
さぎり町

免田西３００３番地５６ 0966-45-0152 ○ 6

就労継続支
援（B型）

球磨郡あ
さぎり町

免田西３００３番地５６ 0966-45-0152 ○ 20

195 夢のかけら舎
就労継続支
援（A型）

菊池市 泗水町吉富３００番地３７ 0968-36-9385 ○ 10

196 玉名ワークステーション
就労継続支
援（A型）

玉名市 岱明町下前原６０７ 0968-76-7005 ○ ○ 15

197 ＮＰＯ法人ブレス
就労継続支
援（A型）

山鹿市 菊鹿町池永１０４－１ 0968-48-2434 ○ ○ 10

198 ばらん家
就労継続支
援（B型）

水俣市 汐見町３番１５７号 0966-82-4990 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

葦北郡芦
北町

大字芦北２４９９－２ 0966-82-4990 ○ ○ 10

199 第二熊本菊陽学園 生活介護
菊池郡菊
陽町

大字曲手字上部田６９７
番地２

096-233-2705 ○ 25

就労移行支
援（一般型）

菊池郡菊
陽町

大字曲手字上部田６９７
番地２

096-233-2705 ○ 6

就労継続支
援（B型）

菊池郡菊
陽町

大字曲手字上部田６９７
番地２

096-233-2705 ○ 20

200 もくせい学園 生活介護 山鹿市 中字村上６１９番地の３ 0968-44-7647 ○ 14

自立訓練（生
活訓練）

山鹿市 中字村上６１９番地の３ 0968-44-7647 ○ 6

就労継続支
援（B型）

山鹿市 中字村上６１９番地の３ 0968-44-7647 ○ 20

201 スキップ
就労継続支
援（A型）

八代市 千丁町古閑出５５４－１ 0965-46-0011 ○ ○ 20

202 わくワークみなまた
就労移行支
援（一般型）

水俣市 浜松町５番９５号 0966-63-3598 ○ ○ ○ 9

就労継続支
援（B型）

水俣市 浜松町５番９５号 0966-63-3598 ○ ○ ○ 30

203
就労継続支援Ａ型施設　ラ
イフワークサポート

就労継続支
援（A型）

山鹿市 菊鹿町松尾６３１－１ 0968-48-3177 ○ ○ 30

204 アユート
就労継続支
援（A型）

菊池郡 大津町大津１５５３－３ 096-237-7347 ○ ○ 20

205 ぴあすまいる
就労継続支
援（A型）

上益城郡 益城町大字広崎３８０－１ 050-5509-5708 ○ ○ 20

206 熊本県くすのき園
就労継続支
援（B型）

宇城市 松橋町豊福２８３２番地 0964-33-7788 ○ ○ ○ 30

207
みつば学園就労支援セン
ター

就労継続支
援（B型）

葦北郡
芦北町大字花岡１５３９番
地

0966-82-5472 ○ ○ ○ 20

208 銀河ステーション 生活介護 玉名郡
和水町江田字前田１０番
地１

0968-86-5557 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（B型）

玉名郡
和水町江田字前田１０番
地１

0968-86-5557 ○ ○ ○ 10
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209 がまだす
就労継続支
援（A型）

玉名郡
長洲町大字長洲２８８４－
６

0968-78-0316 ○ ○ 20

210
障害者支援センター　あじ
菜工房

就労継続支
援（A型）

菊池郡 菊陽町原水５４６１－２ 096-237-7543 ○ ○ 10

211 ハリウッド
就労継続支
援（A型）

宇城市 松橋町豊福２２５番１ 0964-33-4551 ○ 10

212
サポートセンター　わかち
あい

就労継続支
援（A型）

玉名市 立願寺１１３ 0968-57-9276 ○ ○ 14

213
デイサービス紅い華　熊本
北センター

生活介護 合志市 須屋７１１番地１ 096-341-2088 ○ ○ ○ 14

自立訓練（機
能訓練）

合志市 須屋７１１番地１ 096-341-2088 ○ 6

214
就労移行支援・児童デイ
モーツアルト

就労移行支
援（一般型）

上益城郡
御船町

大字辺田見字馬場３６１
－４

096-361-0134 ○ ○ 10

215 ワークセンター　あゆの里
就労継続支
援（B型）

上益城郡
甲佐町

大字津志田字五反田２４
６８番地

096-234-4309 ○ 25

216
就労支援センター　たかも
り

就労継続支
援（B型）

阿蘇郡高
森町

大字色見字下原口８２３
番地１

0967-62-1780 ○ ○ 20

216 福祉と農業の会（福農会）
就労継続支
援（A型）

山鹿市 鹿央町千田８３６－２ 0968-36-2666 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

山鹿市 鹿央町千田８３６－２ 0968-36-2666 ○ ○ ○ 10

217
就労支援センター　荒尾市
小岱作業所

就労継続支
援（B型）

荒尾市 増永２４５２番地２ 0968-62-7931 ○ 20

218 ひまわり学園 生活介護
上益城郡
御船町

大字滝川１９８１番１ 096-281-4111 ○ ○ ○ 10

自立訓練（生
活訓練）

上益城郡
御船町

大字滝川１９８１番１ 096-281-4111 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

上益城郡
御船町

大字滝川１９８１番１ 096-281-4111 ○ ○ ○ 20

219
就労支援センター　せせら
ぎ

就労移行支
援（一般型）

人吉市
相良町９５５－１　ケイン
ハイツ１Ｆ

0966-22-5266 ○ ○ 20

就労継続支
援（Ａ型）

人吉市
相良町９５５－１　ケイン
ハイツ１Ｆ

0966-22-5266 ○ ○ 10

220 まどか工房
自立訓練（生
活訓練）

水俣市 月浦２６９番１３ 0966-61-1717 ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

水俣市 月浦２６９番１３ 0966-61-1717 ○ ○ 28

生活介護 水俣市 月浦２６９番１３ 0966-61-1717 ○ ○ 6

221 特定非営利活動法人　にこ
就労継続支
援（A型）

合志市 豊岡２０００番２３１号 096-288-4421 ○ ○ 20

222 就労支援センターほし
就労移行支
援（一般型）

玉名市
岱明町大字西照寺７０７
番地

0968-57-3978 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

玉名市
岱明町大字西照寺７０７
番地

0968-57-3978 ○ ○ ○ 20

223
就労支援センター「いやし
き」

就労継続支
援（B型）

菊池市 七城町流川３９２ 0968-24-5210 ○ 20

224
サニーサイドワークセン
ター

就労継続支
援（B型）

菊池市
泗水町南田島字宮迫１８
６４番地

0968-38-4448 ○ 20

225
ＮＰＯ法人ワークショップひ
なたぼっこ

就労継続支
援（B型）

天草市 牛深町１２９番地３ 0969-73-0155 ○ ○ 20

226 ＮＰＯ法人荒尾きぼうの家
就労継続支
援（B型）

荒尾市
荒尾下川後田３９５９番地
１０

0968-62-6089 ○ ○ ○ 20

227
ナチュラルファーム　いまこ
こ

就労継続支
援（B型）

阿蘇郡
西原村大字小森３２６４番
地

096-279-3666 ○ ○ ○ 20

228 ソレイユ
自立訓練（生
活訓練）

宇土市 松山町１８４３－１ 0964-22-5366 ○ ○ 20

229
清香園多機能型事業所
明日香

就労継続支
援（B型）

宇城市 松橋町豊福１６３番地１ 0964-27-5401 ○ 20
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230
多機能型事業所　ピュアマ
インド

就労継続支
援（B型）

玉名郡和
水町

萩原字笹原１１７２番地 0968-86-4355 ○ 20

231 ワーク菊陽
就労継続支
援（B型）

菊池郡
菊陽町大字曲手字部田８
０７番地

096-232-6270 ○ 20

232 大津あゆみ園 生活介護
菊池郡大
津町

大字室西道免１８１８番地
１

096-293-9041 ○ 10

就労継続支
援（B型）

菊池郡大
津町

大字室西道免１８１８番地
１

096-293-9041 ○ 10

233
就労継続支援センター　井
無田作業所

就労継続支
援（B型）

上益城郡
山都町井無田字向野１１
２４番５

0967-83-0505 ○ ○ 30

234
多機能型事業所　阿蘇くん
わの里

自立訓練（生
活訓練）

阿蘇市 黒川４３１番地 0967-34-1100 ○ 10

就労継続支
援（B型）

阿蘇市 黒川４３１番地 0967-34-1100 ○ 29

就労移行支
援（一般型）

阿蘇市 黒川４３１番地 0967-34-1100 ○ 10

235
障害者就労センター　天草
更生園

就労継続支
援（A型）

天草郡苓
北町

上津深江字西大田１０番
地

0969-35-1311 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

天草郡苓
北町

上津深江字西大田１０番
地

0969-35-1311 ○ ○ ○ 40

236 就労支援センター苓南寮
就労継続支
援（B型）

天草市 北原町５番１４号 0969-22-3393 ○ ○ 20

237
障害者支援センターわかあ
ゆ

就労移行支
援（一般型）

人吉市
蟹作町字西中通２２２番
地１

0966-26-3066 ○ 6

就労継続支
援（B型）

人吉市
蟹作町字西中通２２２番
地１

0966-26-3066 ○ 14

238
障害者支援センター　希
望ヶ丘学園

就労継続支
援（B型）

人吉市
蟹作町字西並木１１２番
地

0966-23-3933 ○ 30

239
つつじヶ丘学園多機能型事
業所

自立訓練（生
活訓練）

球磨郡
あさぎり町須恵字毛谷４１
８０番地１

0966-45-0667 ○ 6

就労継続支
援（B型）

球磨郡
あさぎり町須恵字毛谷４１
８０番地１

0966-45-0667 ○ 14

240
独立行政法人国立病院機
構熊本再春荘病院

生活介護 合志市 須屋２６５９番地 096-242-1000 ○ ○ 5

241 ゆいまーる 生活介護 八代市 高下西町１７６０番地 0965-35-1187 ○ ○ 5

242 くまもと芦北通園センター 生活介護 葦北郡
芦北町大字芦北２８１３番
地

0966-82-2431 ○ ○ 15

243
地域療育支援事業所　第２
はまゆう療育園

生活介護 天草市 東町２８番地２０ 0969-22-6864 ○ ○ 5

244 ヴィレッジピープル
就労継続支
援（Ａ型）

上益城郡
嘉島町

大字下六嘉１７６５番地 096-214-6310 ○ ○ 15

245
就労継続支援Ａ型施設　ア
ントレ

就労継続支
援（A型）

荒尾市 増永１９０１番地１ 0968-64-0404 ○ ○ 20

246
就労継続支援Ａ型施設　て
んしんサポート

就労継続支
援（A型）

玉名市 中１６５５番地 0968-71-0811 ○ ○ 20

247 八代農林
就労継続支
援（A型）

八代市 郡築八番町７５番地４ 0965-37-1460 ○ ○ 20

248 エントリィかしま
就労継続支
援（A型）

上益城郡
嘉島町

井寺２９７３ 096-235-6229 ○ ○ 10

249 ワークプレイス　絆
就労継続支
援（Ｂ型）

菊池郡大
津町

引水前鶴１４２番地 096-294-1230 ○ ○ 20

就労継続支
援（A型）

菊池郡大
津町

大林１０２７番地 096-285-7575 ○ ○ 10

250
障害者支援センター　ま
るーわ

自立訓練（生
活訓練）

菊池市泗
水町

吉富字北原２２６６番地１ 0968-41-5434 ○ ○ 12

就労移行支
援

菊池市泗
水町

吉富字北原２２６６番地１ 0968-41-5434 ○ ○ 6

就労継続支
援（Ｂ型）

菊池市泗
水町

吉富字北原２２６６番地１ 0968-41-5434 ○ ○ 20
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251 ＭＡＲＵＫＯ
就労継続支
援（Ａ型）

宇城市 松橋町久具１３４番地 096-356-9501 ○ ○ 15

252 ステップサポート益城
就労移行支
援（一般型）

上益城郡
益城町

福富１１０７ 096－287-5668 ○ ○ 15

就労継続支
援（Ａ型）

上益城郡
益城町

福富１１０７ 096－287-5668 ○ ○ 20

253 オレンジ夢ファーム天水
就労継続支
援（Ａ型）

玉名市 天水町小天１１４３－１ 0968-82-2236 ○ ○ 10

254 ステップサポート山鹿
就労継続支
援（Ａ型）

山鹿市 鹿央町合里６０８７ー３ 0968-42-2256 ○ ○ 10

就労継続支
援（Ｂ型）

山鹿市 鹿央町合里６０８７ー３ 0968-42-2256 ○ ○ 15

255 あおぞら玉名
就労継続支
援（Ａ型）

玉名市 岩崎３８０番地 090-3011-3640 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（Ｂ型）

玉名市 岩崎３８０番地 090-3011-3640 ○ ○ ○ 10

256 うきＵＫＩ豊穣
就労継続支
援（Ａ型）

宇城市 松橋町砂川１４０５番地１ 0964-25-9123 ○ ○ 12

257 就労支援施設　くすの木
就労継続支
援（Ａ型）

山鹿市 南島１４３６番地１ 0968-44-0363 ○ ○ 20

258 作業所ノア
就労継続支
援（Ａ型）

山鹿市 山鹿１６６４－１ 0968-41-5656 ○ ○ 20

259 ４CLOVER
就労継続支
援（Ａ型）

菊池郡菊
陽町

大字津久礼１２０番地２ 096-232-2400 ○ ○ 20

260 アイシア
就労継続支
援（Ａ型）

菊池市 隈府１６０番地１ 0968-41-5484 ○ ○ 20

就労継続支
援（B型）

菊池市 隈府１６０番地１ 0968-41-5485 ○ ○ 10

261 ＮＰＯ法人あいランド
就労移行支
援（一般型）

宇城市
三角町三角浦１１６０番地
１７９

0964-53-2901 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（B型）

宇城市
三角町三角浦１１６０番地
１７９

0964-53-2901 ○ ○ ○ 14

262
就労支援センター　ワン
ピース

就労移行支
援（一般型）

荒尾市 荒尾１８９番１ 0968-57-9668 ○ ○ 6

就労継続支
援（Ａ型）

荒尾市 荒尾１８９番１ 0968-57-9668 ○ ○ 25

263 生活介護事業所　すまいる 生活介護 菊池市 大琳寺２８８番地１ 0968-24-6202 ○ 20

264 アシストプランニング
就労継続支
援（Ａ型）

上益城郡
御船町

木倉１６８番地１ 096-281-1012 ○ ○ 20

265
障がい者支援センターリン
ク

自立訓練（生
活訓練）

天草市 倉岳町宮田１１７６番地 0969-52-5877 ○ ○ 14

就労移行支
援（一般型）

天草市 倉岳町宮田１１７６番地 0969-52-5877 ○ ○ ○ 6

生活介護 天草市 倉岳町宮田１１７６番地 0969-52-5877 ○ ○ ○ 10

266 らぷらんどカフェ八代
就労継続支
援（Ａ型）

八代市 豊原上町３２２８ 096-346-2563 ○ ○ ○ 20

267
就労・生活支援センターら
ぽーる八代

自立訓練（生
活訓練）

八代市 萩原町２丁目７番地２ 0965-45-9333 ○ ○ 6

就労移行支
援（一般型）

八代市 萩原町２丁目７番地２ 0965-45-9333 ○ ○ 14

268 ライフ支援山鹿
就労継続支
援（Ａ型）

山鹿市 津留３２９４番地２ 0968-43-0087 ○ ○ 10

269
多機能型福祉サービス事
業所　夢つかむ

就労継続支
援（Ｂ型）

菊池市 泗水町吉富１７５番地７ 0968-41-5800 ○ ○ 20

270
あじさい日中支援事業所
ぷらす

自立訓練（生
活訓練）

八代市 田中町５７３番地８ 0965-31-6637 ○ ○ 12

就労移行支
援（一般型）

八代市 田中町５７３番地８ 0965-31-6637 ○ ○ ○ 8
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271 いろは
就労継続支
援（Ａ型）

合志市 御代志８１７番地６ 096-242-1865 ○ ○ 20

272 釈光学園
就労継続支
援（Ｂ型）

宇土市 北段原町９６番地１ 0964-22-3007 ○ ○ 20

273
障害者多機能型就労支援
風月

就労継続支
援（Ｂ型）

球磨郡 錦町大字西２３１１－１３ 0966-38-3320 ○ ○ 10

生活介護 球磨郡 錦町大字西２３１１－１４ 0966-38-3320 ○ ○ 10

274 どんぐり
就労継続支
援（Ｂ型）

上天草市
大矢野町登立８５７７番地
１

0964-56-3201 ○ ○ ○ 20

275 よほう苑
就労移行支
援（一般型）

合志市 須屋1635-59 096-242-0881 ○ ○ 20

自立訓練（生
活訓練）

合志市 須屋1635-59 096-242-0881 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（Ａ型）

合志市 須屋1635-59 096-242-0881 ○ ○ ○ 10

276
就労支援センター　オーガ
ニックステーションＹＯＵ

就労移行支
援（一般型）

球磨郡 錦町大字西１５８番地２ 0966-38-1919 ○ ○ 6

就労継続支
援（Ａ型）

球磨郡 錦町大字西１５５番地 0966-38-1919 ○ ○ 14

277 イエローリーフ
就労継続支
援（A型）

八代市 長田町３４７７番地９号 0965-62-8666 ○ ○ 20

278 きづき
就労継続支
援（Ａ型）

球磨郡 あさぎり町上西128-8 0966-45-8005 ○ ○ 20

279 ハッピーオレンジ
就労継続支
援（B型）

葦北郡
芦北町大字米田１２０７番
地１

0966-86-1247 ○ ○ ○ 20

280
多機能型支援センター　オ
リーブ

生活介護 玉名市 横島町横島５８番６４ 0968-84-3133 ○ ○ ○ 15

就労継続支
援（B型）

玉名市 横島町横島５８番６４ 0968-84-3133 ○ ○ ○ 10

281 清流荘
就労継続支
援（Ａ型）

菊池市 隈府１５８７番地１７ 0968-25-2155 ○ ○ 20

282 おりぃぶ
就労継続支
援（Ａ型）

山鹿市 菊鹿町池永１６０番地１ 0968-48-3777 ○ 10

就労継続支
援（B型）

山鹿市 菊鹿町池永１６０番地１ 0968-48-3777 ○ 10

283 サンサイド
就労継続支
援（Ａ型）

人吉市 西間上町２４７９－１ 0966-22-8008 ○ ○ 20

284 Ｃａｎ　ｄｏ
就労継続支
援（Ａ型）

八代市 鏡町下村１４２５番地２ 0965-52-7305 ○ ○ 20

285 ジョブパートナー大津
就労継続支
援（Ａ型）

菊池郡大
津町

杉水２９６４番１ 096-234-7153 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（B型）

菊池郡大
津町

杉水２９６４番１ 096-234-7153 ○ ○ ○ 10

就労移行支
援（一般型）

菊池郡大
津町

杉水２９６４番１ 096-234-7153 ○ ○ ○ 6

286
就労支援センター　せせら
ぎ　錦事業所

就労継続支
援（Ａ型）

球磨郡錦
町

一武２７４７－１ 0966-34-5766 ○ ○ 20

287
ワーキングオフィス　きらり
八代

就労継続支
援（Ａ型）

八代市 松江本町７－２９ 0965-35-0007 ○ ○ 10

288 夢の架けはし
就労継続支
援（Ａ型）

上天草市 松島町合津７９０９番地２ 0969-56-3339 ○ ○ ○ 20

就労継続支
援（B型）

上天草市 松島町合津７９０９番地２ 0969-56-3339 ○ ○ ○ 20

289 ワークＮＯＭ
就労継続支
援（Ａ型）

天草市 東町７２番地２ 0969-66-9114 ○ ○ ○ 16

290 ほっこりの里
就労継続支
援（Ａ型）

菊池郡菊
陽町

久保田字下原２８１８－７ 096-370-0004 ○ ○ 20

291 なごみサポート
就労継続支
援（Ａ型）

玉名郡和
水町

板楠２８６０－６ 0968-34-3566 ○ ○ 20
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事業の
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所在地

292 ファイン・ワーク
就労継続支
援（Ａ型）

下益城郡
美里町

堅志田２７－１ 0964-46-4510 ○ ○ ○ 16

293 レガーミ
就労継続支
援（Ａ型）

菊池郡大
津町

大津字鍛冶の上１３１０番
地２

096-237-7347 ○ ○ 20

294
就労サポートセンター　あ
おの郷

就労継続支
援（Ａ型）

宇土市 浦田町字浦田２８－２ 0964-26-1500 ○ ○ 20

295
ライフワークサポート　山鹿
作業所

就労継続支
援（Ａ型）

山鹿市 石字中牟田１０７２－１ 0968-73-7888 ○ ○ 20

296 煌樹
就労継続支
援（Ａ型）

天草市 栖本町馬場３７４２－２ 0969-66-3888 ○ ○ ○ 20

297
障がい者福祉サービスな
がしょう

就労移行支
援（一般型）

八代市 通町６番２３号　日東ビル 0965-45-9889 ○ ○ 10

就労継続支
援（Ａ型）

八代市 高島町４２８９番地１ 0965-45-9889 ○ ○ 10

298 ワークランド
就労継続支
援（Ａ型）

上益城郡 御船町高木２８４５－１ 096-282-6700 ○ ○ ○ 20

299 カドル
就労継続支
援（Ａ型）

八代郡 氷川町宮原２６４－５ 0964-33-3833 ○ ○ 15

300
里山交流・体験センター
輪

就労移行支
援（一般型）

下益城郡 美里町畝野７０３－２ 0964-48-0555 ○ ○ 6

就労継続支
援（Ｂ型）

下益城郡 美里町畝野７０３－２ 0964-48-0555 ○ ○ 14

301
就労支援センター　陽なた
ぼっこ

就労移行支
援（一般型）

阿蘇郡小
国町

大字宮原２３３０番地の１ 0967-46-2616 ○ ○ 6
就労継続支
援（Ａ型）

阿蘇郡小
国町

大字宮原２３３０番地の１ 0967-46-2616 ○ ○ 10
就労就労継
続支援（Ｂ型）

阿蘇郡小
国町

大字宮原２３３０番地の１ 0967-46-2616 ○ ○ 20

302 ちひろ
就労継続支
援（Ａ型）

荒尾市 大正町２丁目７－４ 0968-80-7086 ○ ○ 10

303
就労支援センター　ワーキ
ング・サポート

就労移行支
援（一般型）

山鹿市 方保田６３番地 0968-41-5738 ○ ○ 10

304 天使の郷
就労継続支
援（Ａ型）

菊池郡
菊陽町大字原水１３４８番
地８

096-233-0880 ○ ○ 20

就労継続支
援（Ｂ型）

菊池郡
菊陽町大字原水１３４８番
地８

096-233-0880 ○ ○ ○ 10

305
株式会社　スマイルファクト
リー

就労継続支
援（Ａ型）

玉名市 中尾４９４番地１ 0968-57-7230 ○ ○ ○ 20

306 サポートこやなぎ
就労継続支
援（Ａ型）

山鹿市 鹿本町小柳１０２０ 0968-41-5220 ○ ○ 20

307 多機能型事業所もんくぅる 生活介護 玉名市 滑石２４０１番地１ 0968-75-2010 ○ 10

308 ラインステージ
就労継続支
援（Ａ型）

宇城市 不知火町御領１９７－１１ 0964-27-5169 ○ ○ 20

309 ジョブサポート　らくぱ
就労移行支
援（一般型）

宇土市 高柳町２１３番地３ 0964-31-0050 ○ ○ ○ 20

310 みそら
就労継続支
援（Ａ型）

人吉市 下原田町１６８９－１ 0966-32-9226 ○ ○ 20

311 すずな
就労継続支
援（Ａ型）

球磨郡相
良村

柳瀬８２１－２２ 0966-32-9795 ○ ○ ○ 20

312 はなみずき 生活介護 八代市 高下西町２２２３－１ 0965-35-2001 ○ ○ ○ 20

313 Ｃａｎ　ｄｏ　水俣
就労継続支
援（Ａ型）

水俣市 初野５３４－５ 0966-84-9031 ○ ○ 20

314 障がい福祉サービス　きおう 生活介護 宇城市 不知火町高良１９６１－２ 0964-53-9317 ○ ○ ○ 20

315 風の森
就労継続支
援（Ａ型）

合志市 御代志１６００番１３ 096-242-7777 ○ ○ 20

316 ビタミンあい
就労継続支
援（Ｂ型）

天草市 古川町１－２９ 0969-66-9988 ○ 20
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事業の
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所在地

317 生活介護 荒尾市 原万田８４８番地１ 0968-62-5755 ○ ○ 20

就労継続支
援（Ｂ型）

荒尾市 原万田８４８番地２ 0968-62-5756 ○ ○ 10

318 わかあゆ
就労継続支
援（Ａ型）

八代郡 氷川町野津３７０７－１ 0965-30-2388 ○ ○ ○ 20

319 とらいふ
就労継続支
援（Ａ型）

八代市 郡築九番町６７番地２ 0965-43-9122 ○ ○ ○ 20

320 かしま
就労継続支
援（Ａ型）

上益城郡
嘉島町

上島２８ 096-237-6705 ○ ○ ○ 20

321
ソーシャルファームチュー
リップ

就労継続支
援（Ｂ型）

水俣市
昭和町２丁目４番８号西
田ビル１Ｆ

0966-61-1117 ○ ○ ○ 20

322
就労継続支援Ａ型施設　メ
イクアップ

就労継続支
援（Ａ型）

八代市 新地町８５５番地５ 0965-45-5320 ○ ○ ○ 10

323
就労支援センター　せせら
ぎ　あさぎり事業所

就労継続支
援（Ａ型）

球磨郡あ
さぎり町

免田西字五本松２６６４番
地１６

0966-49-9004 ○ ○ 10

自立訓練（生
活訓練）

球磨郡あ
さぎり町

免田西２６５９番地 0966-49-9004 ○ ○ 10

324 合同会社てまり
就労継続支
援（Ａ型）

宇城市 小川町新田出１３２５番地 0964-27-4112 ○ ○ ○ 10

325
合志市社協　スペーシアれ
んが　生活介護

生活介護 合志市 須屋２５４０番地 096-242-2271 ○ ○ ○ 7

326 希望の輪
就労継続支
援（Ａ型）

水俣市 南福寺３番６１号 0966-63-3833 ○ ○ 20

327 Felt
就労継続支
援（Ａ型）

合志市 竹迫２０１３番地１ 096-245-7677 ○ ○ ○ 20

328 プラスクレア
就労継続支
援（Ａ型）

八代市 鏡町北新地８６８－２ 0965-53-8008 ○ ○ ○ 20

329
トレーニングカレッジ　ぼ
ぬーる。

自立訓練（生
活訓練）

球磨郡あ
さぎり町

上西２２２番地２ 0966-43-1000 ○ ○ 6

就労移行支
援（一般型）

球磨郡あ
さぎり町

上西２２２番地２ 0966-43-1000 ○ ○ ○ 6

330 ハンズオン熊本
就労継続支
援（Ａ型）

菊池郡菊
陽町

大字原水３８０２－３１ 096-288-7576 ○ ○ 10

就労継続支
援（Ｂ型）

菊池郡菊
陽町

大字原水３８０２－３１ 096-288-7576 ○ ○ 10

331 ユニコーン 生活介護 菊池市 泗水町吉富２３０番地１ 0968-38-1133 5

332 あーとわーく
就労継続支
援（Ｂ型）

宇土市 松山町４１３２ 0964-24-6110 ○ ○ ○ 20

333 まい・せるふ
就労継続支
援（Ｂ型）

上益城郡
嘉島町

上六嘉11－1番地 096-237-3898 ○ ○ 20

334 Ｕ－Ｈｏｕｓｅ
就労継続支
援（Ａ型）

宇土市
三拾町４１２番地８　シティ
ライフ宇土１－４号室

0964-27-4222 ○ ○ ○ 20

335 かんしょ
就労継続支
援（Ａ型）

葦北郡芦
北町

計石１８９９番地４ 0966-84-9185 ○ ○ ○ 20

336 シンフォニ
就労継続支
援（Ａ型）

菊池郡大
津町

室1728－1テクノ・ヴィラ２
階Ｓ２０８号室

096-284-1843 ○ ○ ○ 10

就労移行支
援（一般型）

菊池郡菊
陽町

原水１６１５－１ 096-284-1843 ○ ○ ○ 10

337 ルピカ
就労継続支
援（Ｂ型）

玉名市 築地１９１番地１ 0968-72-0777 ○ ○ ○ 14

就労移行支
援（一般型）

玉名市 築地１９１番地 0968-72-0777 ○ ○ ○ 6

338 桜
就労継続支
援（Ａ型）

宇城市 小川町南小川４７０－１ 0964-43-3960 ○ ○ ○ 20

339 ささえあいの御船
就労継続支
援（Ａ型）

上益城郡
御船町

大字豊秋字吹上２０２１番 096-237-7719 ○ ○ ○ 20

340
障がい者支援センター大喜
地　就労継続支援Ｂ型

就労継続支
援（Ｂ型）

下益城郡
美里町

馬場５２８－１ 0964-46-3836 ○ ○ ○ 20

サポートセンターSun☆フラ
ワー
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所在地

341
障害者就労支援センター虹
水俣

就労継続支
援（Ａ型）

水俣市 浜町３丁目１番２７号 0966-84-9474 ○ ○ ○ 10

342 コスモ
自立訓練（生
活訓練）

上益城郡
益城町

惣領１６６９－３ 096-289-5111 ○ 20

343 多機能型事業所　けやき 生活介護 人吉市 合ノ原町字莖の角４６１番地２ 0966-22-7022 ○ ○ 5

344 生活介護 宇城市 不知火町御領８０７ 0964-33-3000 ○ ○ 10

就労継続支
援（Ｂ型）

宇城市 不知火町御領８０７ 0964-33-3000 ○ ○ 10

345
株式会社　スマイルファクト
リー 第二事業所

就労継続支
援（Ａ型）

玉名市 立願寺字前浦438番地 0968-57-7567 ○ ○ ○ 15

346 フェニックス
就労継続支
援（Ｂ型）

上益城郡
御船町

豊秋1558-1 096-281-7110 ○ ○ 20

347
就労支援センター　アグリ
サポート

就労継続支
援（Ａ型）

天草市 志柿町348 0969-24-7662 ○ ○ ○ 15

348
就労継続支援Ａ型事業所
くまもとプラス

就労継続支
援（Ａ型）

合志市 栄2127番224号 096-342-6811 ○ ○ ○ 20

349
アイエスエフネットライフ天
草

就労移行支
援（一般型）

天草市 五和町鬼池1184番地 0969-32-1123 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（Ａ型）

天草市 五和町鬼池1184番地 0969-32-1123 ○ ○ ○ 10

350
株式会社キッチン・ブレス
就労支援多機能型事業所

就労移行支
援（一般型）

上益城郡
御船町

田代７８２８－９６ 096-285-2202 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（Ａ型）

上益城郡
御船町

田代７８２８－９６ 096-285-2202 ○ ○ ○ 10

351 合同会社　ＢＬＯＯＭ
就労移行支
援（一般型）

荒尾市 増永字実盛２８６７番地４ 0968-57-7664 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（Ａ型）

荒尾市 増永字実盛２８６７番地４ 0968-57-7664 ○ ○ ○ 10

352 白鳩園地域生活支援センターさくら 生活介護 合志市 御代志８１５－２ 096-242-2300 ○ ○ 20

353
障がい者支援センター大喜
地　生活介護

生活介護
下益城郡
美里町

馬場５２８－１ 0964-46-3836 ○ ○ ○ 20

354
一般社団法人ウェルフェア
ホーム　ゆたか事業所

就労継続支
援（Ａ型）

球磨郡あ
さぎり町

免田東２６７１番地３ 0966-45-2639 ○ ○ ○ 20

355
特定非営利活動法人　はっ
ぱ

就労継続支
援（Ｂ型）

天草市 久玉町８１４番地７ 0969-77-8050 ○ ○ ○ 20

356
就労継続支援Ａ型事業所
かけはし

就労継続支
援（Ａ型）

宇城市 松橋町豊崎１９５９ 0964-33-3772 ○ ○ ○ 12

357 レインボー
就労継続支
援（Ａ型）

合志市 合生３８２４番地１３ 096-242-1710 ○ ○ ○ 10

就労継続支
援（Ｂ型）

合志市 合生３８２４番地１３ 096-242-1710 ○ ○ ○ 10

358 多機能型事業所　とまり木
就労移行支
援（一般型）

山鹿市 鹿本町来民575番地の3 0968-46-6565 ○ ○ ○ 6

就労継続支
援（Ａ型）

山鹿市 鹿本町来民575番地の3 0968-46-6565 ○ ○ ○ 14

359 Peace
就労継続支
援（Ａ型）

宇城市
松橋町久具３２０番地５
亀屋ビル２階

050-1087-6395 ○ ○ ○ 20

360 生活介護支援事業所　オーシャン 生活介護 八代市 通町６－２０ 0965-32-4588 　 ○ 20

361
特定非営利活動法人　熊
本職業リハビリテーション

就労移行支
援（一般型）

菊池市 片角８５番地３ 090-3667-7600 ○ ○ ○ 20

362
就労継続支援Ａ型事業　Ｍ
ｉＲａｉ

就労継続支
援（Ａ型）

八代市 古閑浜町２７５２－１ 0965-39-7777 ○ ○ ○ 15

363 スキップあしきた
就労継続支
援（Ａ型）

葦北郡芦
北町

花岡字川原１６７５－２７ 0966-83-9670 ○ ○ ○ 20

364
就労継続支援Ａ型事業所
ソーシャルサポート

就労継続支
援（Ａ型）

人吉市 西間下町１０４２－１ 0966-32-8289 ○ ○ ○ 15

365
Ａ型就労継続支援事業所
スカイ

就労継続支
援（Ａ型）

宇城市 松橋町松橋５７７番地 0964-42-9876 ○ ○ ○ 20

たすかるステーション　松
橋
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1 合志市須屋２６５９ 096-242-1000 ○ ○
療養介護サービス
費（Ⅰ）
利用定員61～81人

72

2
熊本市東区画図町東区重
富字餅溝５７５

096-370-0501 ○ ○
経過的療養介護
サービス費(Ⅰ)
利用定員81人以上

86

3 合志市福原２０８番地 096-248-2111 ○ ○
療養介護サービス
費(Ⅱ)
利用定員61～80人

80

4 合志市須屋２６５９番地 096-242-1000 ○ ○
経過的療養介護
サービス費(Ⅰ)
利用定員61～80人

80

5 水俣市浜４０７６番地 0966-63-1108 ○ ○
療養介護サービス
費(Ⅱ)
利用定員61～80人

65

6
葦北郡芦北町大字芦北２
８１３番地

0966-82-2431 ○ ○
経過的療養介護
サービス費(Ⅰ)
利用定員81人以上

200

7
天草郡苓北町志岐１０５９
番地

0969-35-1258 ○ ○
経過的療養介護
サービス費(Ⅰ)
利用定員81人以上

170

8 宇城市松橋町豊福２３３８ 0964-32-0826 ○
療養介護サービス
費(Ⅰ)
利用定員40人以下

26

⑧指定障害者支援施設

№ 名称 施設所在地1 施設所在地2 電話

身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

事業の
種類

定
員

1 つばき学園 熊本市
西区花園７丁目１０９０－
２

096-351-0808 ○ 生活介護 60

2 熊本県くすのき園 宇城市 松橋町豊福２８３２番地 0964-33-7788 ○ ○ ○ 生活介護 30

3 高森寮
阿蘇郡高森
町

大字色見字下原口８２２番
地

0967-62-1780 ○ ○ 生活介護 48

4
障害者支援施設　阿蘇
くんわの里

阿蘇市 黒川４３１番地 0967-34-1100 ○ 生活介護 25

○
就労移行支援（一
般型）

10

5 ゆめの里 熊本市 西区河内町野出３番地１ 096-277-3055 ○ ○ 生活介護 50

6 石蕗の里
葦北郡芦北
町

大字湯浦１５０５－１ 0966-86-0515 ○ ○ 生活介護 60

7 苓南寮 天草市 北原町５番１４号 0969-22-3393 ○ ○
就労移行支援（一
般型）

6

○ ○ 生活介護 40

8
障害者支援施設　たま
きな荘

玉名市 玉名２１９４番地 0968-73-3337 ○ ○ ○ 生活介護 110

独立行政法人国立病院機構菊池病
院

独立行政法人国立病院機構熊本再
春荘病院

水俣市立明水園

主たる対象者

名称

独立行政法人国立病院機構
熊本再春荘病院

くまもと江津湖療育医療センター

⑦療養介護　　　　　

くまもと芦北療育医療センター

主たる対象者

はまゆう療育園

独立行政法人国立病院機構熊本南
病院
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⑧指定障害者支援施設

№ 名称 施設所在地1 施設所在地2 電話

身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

事業の
種類

定
員

主たる対象者

9
障害者支援施設　サ
ニーサイド

菊池市 泗水町南田島１７９４番地 0968-38-4448 ○ 生活介護 40

10
障がい者支援施設　三
気の里

菊池郡大津
町

大字森５４番地の２ 096-293-8100 ○ 生活介護 80

11
障害者支援施設　朊暁
苑

熊本市 東区小山町２２１０番地 096ｰ388-0333 ○ ○ 生活介護 80

12
熊本ライトハウスのぞ
みホーム

熊本市
東区新生１丁目２３番１１
号

096ｰ368-2013 ○ 生活介護 40

13 くまむた荘 熊本市
南区城南町沈目字立山１
５０２番地

0964-28-4680 ○ 生活介護 80

14
指定障害者支援施設
宇城学園

宇土市 住吉町字長塘９５５番地１ 0964-24-3351 ○ ○ 生活介護 30

15
障害者支援施設　愛隣
館

山鹿市 津留２０２２ 0968-43-2771 ○ ○ ○ 生活介護 90

16
指定障害者支援施設
さくら学園

山鹿市 鹿央町合里１０３３番地１ 0968-36-3911 ○ ○ 生活介護 30

17
障害者支援施設くぬぎ
園

合志市 御代志７２２－７ 096-242-5666 ○ ○ 生活介護 54

18
障害者支援施設明星
学園

上益城郡山
都町

神ノ前２４２－１５ 0967-83-0505 ○ ○ 生活介護 30

19
障害者支援施設　かん
ねさこ荘

八代市 二見本町字葛迫４３３番地 0965-38-9011 ○ 生活介護 50

20
障害者支援施設　のぞ
み

八代郡氷川
町

鹿島９４５番地 0965-52-5505 ○ ○ ○ 生活介護 40

21
障がい者支援施設　け
やき

人吉市 合の原町茎の角４６１番２ 0966-22-7022 ○ ○ 生活介護 60

22
障害者支援施設　天草
更生園

天草郡苓北
町

上津深江字西大田１０番
地

0969-35-1311 ○ ○ ○ 生活介護 70

23
熊本県身体障害者能
力開発センター

熊本市 東区長嶺南２丁目３－２ 096-381-4413 ○ 生活介護 10

○
自立訓練（機能訓
練）

30

24
障害者支援施設　城南
学園

熊本市
南区城南町藤山１２７６－
２

0964-28-5111 ○ 生活介護 50

25
障害者支援施設　すみ
れ園

熊本市 北区植木町米塚７０番地 096-274-6916 ○ 生活介護 60

26
障害者支援施設　しょう
ぶの里

熊本市
西区小島９丁目１４番５８
号

096-311-4588 ○ 生活介護 40

27 チャレンジめいとくの里 熊本市 北区明徳町７０７番地１ 096-215-9101 ○ 生活介護 80

○
自立訓練（生活訓
練）

12

○
就労移行支援（一
般型）

12

28 うすま苑
玉名郡南関
町

大字上坂下７９０番地 0968-53-9126 ○ 生活介護 50

29
障害者支援施設　白鳩
園

合志市 御代志７２２－１ 096-242-0115 ○ 生活介護 40

30 つくしの里
菊池郡大津
町

大字平川４００番地 096-293-1550 ○ 生活介護 60

31 たちばな園 阿蘇市 三久保７１５番地 0967-32-2100 ○ ○ 生活介護 70

32
サポートセンター　第二
悠愛

阿蘇郡小国
町

大字宮原２６１７番地 0967-46-2616 ○ ○ 生活介護 52

○ ○
自立訓練（生活訓
練）

6

33
障がい者総合支援施設
第二明星学園

上益城郡御
船町

大字小坂２１４０番地の１ 096-282-3195 ○ 生活介護 50

34
障害者支援施設 八代
学園

八代市 二見本町２４０番地 0965-38-9131 ○ 生活介護 60

35 第二つつじヶ丘学園
球磨郡あさ
ぎり町

免田西３００３番地５６ 0966-45-0152 ○ 生活介護 50
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⑧指定障害者支援施設

№ 名称 施設所在地1 施設所在地2 電話

身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

事業の
種類

定
員

主たる対象者

36
障がい者サポートセン
ター　ゆうすい

天草市
五和町御領２３９５番地の
２

0969-32-2355 ○ ○ 生活介護 50

37 星光園 天草市 北原町８番３７号 0969-23-3503 ○ ○ 生活介護 80

38
障害者支援施設　きず
なの里

上天草市 松島町今泉６１７２ 0969-56-2111 ○ 生活介護 70

39 天水生命学園 玉名市
天水町小天字権現下６６４
０番地

0968-82-3335 ○ 生活介護 50

40
障害者支援施設　熊東
園

上益城郡益
城町

広崎７８６の１番地 096-286-2762 ○ 生活介護 65

41
障害者支援施設　みつ
ば学園

葦北郡芦北
町

大字花岡１５３９番地 0966-82-5472 ○ ○ ○ 生活介護 50

42 南海寮 天草市
本町下河内１６８５番地の
１

0969-23-3850 ○ 生活介護 85

43 苓山寮 天草市 本町下河内６８０番地 0969-22-5339 ○ 生活介護 60

44 第二苓山寮 天草市 本町下河内６８０番地 0969-22-1766 ○ 生活介護 30

45 第二天草学園 天草市 本町下河内６８０番地 0969-22-3873 ○ 生活介護 30

46 熊本こすもす園 宇城市 松橋町豊福１７８６ 0964-33-4551 ○ 生活介護 30

47
障がい者支援センター
あゆの里

上益城郡甲
佐町

大字津志田２４７２番地 096-234-4311 ○ 生活介護 36

48 ゆたか学園 熊本市 西区中島町１８７４番地 096-329-1777 ○ 生活介護 57

49 第二大江学園 熊本市
中央区渡鹿８丁目１６番６
４号

096-372-5252 ○ 生活介護 60

50
障害者支援施設　荒尾
市小岱作業所

荒尾市 増永２４５２番地２ 0968-62-7931 ○ 生活介護 40

51
障がい者サポートホー
ム　わらび

菊池市
重味字北の原２３８０番地
７

0968-27-1381 ○ 生活介護 32

52 もみの木園 熊本市
東区長嶺東５丁目６番１２
３号

096-380-3661 ○ 生活介護 60

53
障がい者支援施設　清
香園

宇城市
松橋町竹崎１１１５番地の
１

0964-32-0444 ○ 生活介護 60

54
障害者支援施設　精粋
園

玉名郡
和水町萩原字笹原１１７２
番地

0968-86-4355 ○ 生活介護 60

55 氷川学園
八代郡氷川
町

宮原字下中ノ迫１１１６ 0968-86-4355 ○ 生活介護 75

56 熊本菊陽学園
菊池郡菊陽
町

大字曲手字部田８１１番地 096-232-2080 ○ 生活介護 50

57
障害者支援施設　居屋
敷の里

菊池市 七城町流川４２１番地 0968-24-5210 ○ 生活介護 30

○
自立訓練（生活訓
練）

6

58
障害者支援施設　苓龍
苑

天草郡苓北
町

上津深江字西大田１０番
地

0969-35-1671 ○ ○ ○ 生活介護 40

59
障害者支援施設　天草
整肢園

天草郡苓北
町

上津深江字西大田１０番
地

0969-35-1671 ○ ○ ○ 生活介護 50

60 なぎさ寮 天草市 深水町５７８７番地 0969-75-0066 ○ 生活介護 60

61
障害者支援施設うぐい
す

人吉市
蟹作町字西中通２２２番地
１

0966-26-3066 ○ 生活介護 36

62 つつじヶ丘学園
球磨郡あさ
ぎり町

須恵字毛谷４１８０番地１ 0966-45-0667 ○ 生活介護 40

63 愛育学園 熊本市 北区清水新地１－３－１ 096-344-8705 ○ 生活介護 80

64 陽光学園 玉名郡 南関町上坂下７９０番地 0968-53-9126 ○ 生活介護 30

65 大津町若草児童学園 菊池郡
大津町大字大津２１４番地
１

096-293-2467 ○ 生活介護 50

66 天草学園 天草市 本町下河内６８０番地 0969-22-3873 ○ 生活介護 40
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⑨身体障害者福祉センター

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員
開設

年月日

1 熊本県身体障害者福祉センター 熊本市東区長嶺南２－３－２ 096-383-6533
社会福祉法人熊本
県社会福祉事業団

- S50.6.20

2 熊本市福祉センター希望荘
熊本市中央区大江５－１－１
５

096-371-5533
社会福祉法人熊本
市社会福祉協議会

- S55.6.1

⑩補装具製作施設

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員
開設

年月日

1
熊本県身体障害者リハビリテー
ションセンター

熊本市東区長嶺南２－３－３
福祉総合相談所内

096-381-4411 熊本県 - S53.11.1

⑪点字図書館

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員
開設

年月日

1 熊本県点字図書館 熊本市東区長嶺南２－３－２ 096-383-6333
社会福祉法人熊本視
覚障がい者福祉協会

- S45.4.1

⑫聴覚障害者情報提供施設

№ 名称 所在地 電話 運営主体 定員
開設

年月日

1
熊本県聴覚障害者情報提供セン
ター

熊本市東区長嶺南２－３－２ 096-383-5595
財団法人熊本県ろう
者福祉協会

- H3.10.1

№ 名称 所在地 電話

1 熊本県北部発達障がい者支援センター
菊池郡大津町室２１３-６さく
らビル２Ｆ

096-293-8189

2 熊本県南部発達障がい者支援センター
八代市永碇町１２９７-１森内
ビル２０１

0965-62-8839

3 熊本市発達障がい者支援センター
熊本市中央区大江５－１－１
ウエルパルくまもと２Ｆ

096-366-1919

⑬発達障がい者支援センター

運営主体

熊本県
（委託先：社会福祉法人　三気の会）

熊本市（委託先：社会福祉法人　熊本市社
会福祉事業団）

熊本県
（委託先：社会福祉法人　清流会）

-167-



⑭福祉型障害児入所施設

No. 名称 電話

1 愛育学園 熊本市
北区清水新地一丁目３－
１

096-344-8705

2 大江学園 熊本市 東区渡鹿八丁目１６－４６ 096-364-0070

3 熊本ライトハウス 熊本市 東区新生一丁目２３－１１ 096-368-2013

4 天草学園 天草市 本町下河内６８０ 0969-22-3873

5 陽光学園
玉名郡南
関町

上坂下７９０ 0968-53-9126

6 大津町若草児童学園
菊池郡大
津町

大津２１４－１ 096-293-2467

7 サポートセンター第一悠愛
阿蘇郡小
国町

宮原２６１７番地 0967-46-2616

8 多良木町立多良木学園
球磨郡多
良木町

黒肥地６５２５－３８ 0966-42-2692

⑮医療型障害児入所施設

No. 名称 電話

1 くまもと江津湖療育医療センター 熊本市 東区画図町大字重富５７５ 096-370-0501

2 熊本県こども総合療育センター 宇城市 松橋町豊福２９００ 0964-32-1143

3 くまもと芦北療育医療センター
葦北郡芦
北町

芦北２８１３ 0966-82-2431

4 はまゆう療育園
天草郡苓
北町

志岐１０５９ 0969-35-1258

所在地

所在地
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⑯児童発達支援センター

No. 名称 電話

1 熊本県ひばり園 熊本市 東区長嶺南二丁目３番２号 096-382-1939

2 三気の家 熊本市 北区室園町２０番４０号 096-346-3323

3 済生会なでしこ園 熊本市 南区白藤三丁目２－７１ 096-357-6615

4 児童発達支援センタースイスイなかま 人吉市
上林町字幸才１１７８番地
の７

0966-24-3288

5 児童発達支援センターすまいるきっず 玉名市 玉名２１８５番地２ 0968-71-1050

6 児童発達支援センター　にこにこ 水俣市 水俣市平町一丁目３番３号 0966-84-9540

7 こどもサポート広場ぐんぐんロケット 山鹿市 新町８０１番地２ 0968-44-2244

8 児童発達支援センター輝なっせ 菊池市 隈府１１０番地４ 0968-24-5667

9 熊本県こども総合療育センター(医療型） 宇城市 松橋町豊福 0964-32-1143

10 熊本県こども総合療育センター(福祉型） 宇城市 松橋町豊福 0964-32-1143

11 児童発達支援センターおひさま
菊池郡大
津町

引水字三吉原７９０番１ 096-285-1318

12 児童発達支援センター　わいわいなかま
上益城郡
御船町

高木４４９４番地４６ 096-282-4180

13 くまもと芦北通園センター
葦北郡芦
北町

大字芦北２８１３ 0966-82-2431

⑰児童発達支援事業所（児童発達支援センター以外）

No. 名称 電話

1 えづこホットクラブ 熊本市 東区画図町大字重富５７５ 096-370-0501

2 えづこランド 熊本市
東区画図町重富字餅溝５７
５

096-370-0501

3
学校法人湖東学園西原幼稚園ちゅうりっぷクラ
ブ

熊本市
東区新南部三丁目３番５１
号

096-382-1156

4
熊本市北児童発達支援ルームぺんぎんさんく
らぶ

熊本市
北区麻生田四丁目１０－２
３

096-339-4197

5
熊本市西児童発達支援ルームかもめさんくら
ぶ

熊本市 西区沖新町６７５ 096-329-7309

6
熊本市横手保育園児童発達支援ルームあひ
るさんくらぶ

熊本市 中央区横手二丁目１－１１ 096-352-4925

7 児童発達支援事業所ドムス・ラエタ 熊本市
中央区白山二丁目８番１２
号

096-245-7228

8 児童発達支援事業ひまわりクラブ 熊本市 東区佐土原一丁目２２-２０ 096-367-0118

9 児童デイサービスおひさまクラブ 熊本市 北区鹿子木町３５６番地 096-245-1399

10 ひなた事業所 熊本市 東区月出6丁目5－10 096-221-7022

11
あい・あーとあかでみー子ども発達サポートセ
ンター

熊本市
中央区黒髪１丁目１２番７
号　地建ビル２Ｆ

096-344-4545

12
熊本市中央児童発達支援ルームつばめさんく
らぶ

熊本市
中央区九品寺１丁目１３番
２０号

096-363-2800

13 エンゼルトール 熊本市
北区龍田弓削１丁目９番３
８号

096-338-2052

14 ひなた事業所　出水 熊本市
中央区出水六丁目６番２４
号

096-221-7022

15 ふりーだむ　子ども支援センター 熊本市
中央区神水一丁目８番１２
号

096-386-8711

16 児童発達支援事業所　パレット 熊本市
西区二本木四丁目９番３５
号

096-227-6538

17 コラゾン熊本 熊本市
中央区帯山四丁目５７番２
５号３階

096-237-6707

所在地

所在地
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18 アイ・アートアカデミー熊本 熊本市
中央区九品寺2丁目3番5号
九品寺ありえす301号室

096-327-9191

19 児童発達支援事業所　パレット新屋敷 熊本市
中央区新屋敷二丁目１５番
１２号

096-288-2434

20 ＬＳＪ江越 熊本市 南区江越一丁目６番２７号 096-370-4277

21 ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター熊本 熊本市 北区清水本町２２番３４号 096-342-4458

22 コラゾン近見 熊本市
南区近見八丁目６番１０１
号

096-342-6150

23 そらひろ　つばさのいえ 熊本市
中央区保田窪一丁目４番３
号ソレイユノボル１０３

096-288-6255

24 子ども支援室みらい　花立教室 熊本市
東区花立五丁目１４番５３
号

096-200-5419

25 子ども支援室　ひだまりはうす 熊本市 東区戸島本町８番７号 096-288-7450

26 コペル＋ 熊本市
中央区坪井一丁目３番４１
号ＮＰパーソンズ４Ｆ

096-344-9490

27 ぱんぷきん 熊本市 北区飛田三丁目１１ 096-344-8282

28 ヴィーデリアン 熊本市
西区島崎二丁目１１番１６
号ＳＫビル３階

096-342-6977

29 放課後等デイサービス　杉島組曲 熊本市 南区富合町杉島８８８番地 096-245-6137

30 子ども支援室　こころの木 熊本市
南区薄場一丁目１４番２８
号

096-245-6772

31 子ども支援室みらい　健軍教室 熊本市
東区健軍一丁目１３番１０
号

096-200-3190

32 ＬＳＪ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ　ＳＩ 熊本市 南区江越二丁目１３番５号 096-273-9588

33 にじいろの木 熊本市
中央区新町一丁目７番２２号
第１７木上ビル１階

096-288-4825

34 ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター熊本東 熊本市
東区渡鹿八丁目９・２５グラ
ンソウジュ１０２号

096-321-6788

35 児童発達支援　りぼん 熊本市 東区戸島西四丁目２－６５ 096-282-8232

36 子ども支援通所事業所　つみき 熊本市
西区新土河原２丁目３番１
８号

096-200-7107

37 子ども支援室みらい　城南教室 熊本市
南区城南町さんさん２丁目
２１番地１

0964-31-0529

38 パステール八代 八代市 千反町１－１０－２８ 0965-43-0358

39 一般社団法人自立支援センターパール 八代市
鏡町有佐字本名９６５番地
１

0965-52-0575

40 しらぬい児童デイサービス 八代市 高小原町１５０７－１ 0965-34-1002

41 八代市のぞみ母子センター 八代市 西松江城町２番１７号 0965-35-4766

42 ゆいまーる 八代市 高下西町１７６０番地 0965-35-1187

43 児童発達支援事業所わっご 八代市 植柳上町６８３－１７ 0965-33-8660

44 児童発達支援事業所ぷくぷく 八代市 田中西町１６号２番地 0965-30-7070

45 発達支援事業所しらぬい 八代市 高小原町１４７６ 0965-62-8890

46 ２ndさくら 八代市 大村町５７０番地１ 0965-35-2222

47 児童発達支援事業所　第一ぷくぷく 八代市 田中東町七号４番地 0965-34-6060

48 ドリーム華琉 八代市 鏡町貝洲２８８番地２ 0965-37-8000

49 第三パステール 人吉市 西間上町字永野２３４５－１ 0966-38-3926

50 おひさま広場 人吉市 鬼木町字小森６５９番地１ 0966-26-3072

51 健人堂キッズクラブ 人吉市 上林町８０２番地１ 0966-27-4168

所在地
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52 多機能型事業所　けやき 人吉市
合ノ原町字莖の角４６１番
地２

0966-22-7022

53 地域療育センターふれあいなかま 荒尾市 川登五反田１７７７－１２ 0968-68-6205

54 ちぽりーの 荒尾市 野原字西原８６番地１ 0968-68-2300

55 こども発達支援センターどーなつあらお 荒尾市
本井手１５５８番地１１７メゾ
ンド緑ヶ丘２Ｆ

0968－53－3003

56 児童支援事業所こじか園 山鹿市 中５７８番地 0968-43-1134

57 ユニコーン 菊池市 泗水町吉富２３０番地１ 0968-38-1133

58 まいすてっぷ 宇土市 新町２丁目２８番地 0964-23-6255

59 児童発達支援事業所　パレット宇土 宇土市 入地町１６３番地１ 0964－27－4869

60 あゆみの森 宇城市 松橋町豊福１７８６番地 0964-33-5406

61 放課後等デイサービスにこにこパーティ 宇城市 松橋町浦川内１６１番地 0964-25-4232

62 パステールＵＫＩ 宇城市 松橋町曲野１１５－１ 0964-33-8008

63 自立支援センターパールうき 宇城市
小川町北新田字中ノ迫６２
３番地１

0964-27-4707

64
一般社団法人自閉症スペクトラム支援センター
にじポートうき

宇城市 不知火町御領３２５番地４ 0966-45-3033

65 すくらむ 宇城市 松橋町曲野３３７５番地３９ 0964－27－9822

66 児童発達支援多機能型事業所のびのびハウス 阿蘇市 黒川４０６番地 0967-35-5211

67 児童発達支援多機能型事業所　あそびぃえーす 阿蘇市 一の宮町中通２１７７ 0967－22－3300

68 天草地域療育センターすくすく園 天草市 川原町７番地４６号 0969-23-7049

69 地域療育支援事業所第２はまゆう療育園 天草市 東町２８－２０ 0969-22-6864

70
地域療育支援事業所第２はまゆう療育園（旧
重心通園）

天草市 東町２８－２０ 0969-22-6864

71 おひさま 天草市 牛深町２０３９番地２ 0969-77-8013

72 合志市社協「れんがの家」 合志市 須屋２５４０ 096-242-2271

73 独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 合志市 須屋２６５９ 096-242-1000

74 ひみつきち 合志市 須屋１９３１－４ 096-345-2555

75
児童発達支援・放課後等デイサービスぴっかり
ん

合志市 幾久富１９０９番地１１９５ 096-277-1450

76 合志市社協「スペーシアれんが」 合志市 須屋２５４０ 096-242-2271

77 児童通所施設　ココ 合志市 須屋６４５番地５ 096-344-8855

78 ボンボン 合志市 幾久冨１１２３－５ 096-227-9003

79 キッズみらい 合志市 御代志１６６１－１７３ 096-342-5758

80 るちぇーれ　子ども発達センター 合志市 御代志１８１２番地１ 096-288-3350

81
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス
ピース

合志市 幾久富１９０９番地８６９ 096－200－2678

82 リハビリ療育ラボ　スタジオＧＩＦＴ 合志市 幾久富１９０９番８５８ 096-321-6377

83 オレンジハウス 合志市 栄２１２７番地１６３ 096-342-6847

84
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所
färg（フェルク）

合志市 須屋１２０５番地１ 096-201-3300

85 大地のこどもたち 合志市 須屋２８３９番地７ 096-248-6000

所在地
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86 こども発達支援センターどーなつ
玉名郡南
関町

大字関町１７１番地３ 0968-53-3003

87 こども発達支援事業所あおぞら
玉名郡和
水町

江田３１０３番地の１ 0968-75-8350

88 すまいるクラブ
菊池郡菊
陽町

大字曲手字部田８１１番地 096-232-2080

89 こども発育支援センターえるぴあ
菊池郡菊
陽町

大字原水５６５１－４ 096-233-2833

90 そらひろ　空のいえ
菊池郡菊
陽町

大字津久礼２３２４番地２ 096-245-7481

91 多機能型支援事業所　笑みっこ
菊池郡菊
陽町

沖野４丁目１８番地４８ 096-232-8325

92 くれぱす
阿蘇郡小
国町

大字宮原２６１７番地 0967-46-2616

93 児童発達支援多機能型事業所あそびぃ
阿蘇郡南
阿蘇村

河陽４９６４番地 0967-67-4020

94 就労移行支援・障害児通所支援モーツァルト
上益城郡
御船町

辺田見字馬場３６１－４ 096-282-6035

95
株式会社キッチン・ブレス　児童発達支援多機
能型事業所エルサ

上益城郡
御船町

田代７８２８番地９６ 096-285-2202

96 子ども支援室みらい　益城教室
上益城郡
益城町

大字古閑７番４号 096－200－7089

97 みらい
上益城郡
嘉島町

大字上六嘉１３８２番地２ 096-237-5888

98 キッズキングダム
上益城郡
嘉島町

大字古閑字大峯２９番２ 096-234-7734

99 氷川学園児童デイサービス事業所風楽
八代郡氷
川町

宮原１１６７番地７ 0965-62-4081

100 つなぐ
八代郡氷
川町

八代郡氷川町野津4603 0965-45-9264

101 第二パステール
球磨郡錦
町

一武１６４３ 0966-38-3926

102 パステール
球磨郡錦
町

大字一武２６５９番地２４ 0966-38-3926

103 通所支援事業所ゆうくらぶ
球磨郡錦
町

大字西７９０番地 0966-38-2520

104
児童発達支援事業所こどもサポートセンター
ぴゅーぱ

球磨郡多
良木町

多良木字口の坪２６８番地
１

0966-42-2361

105
一般社団法人自閉症スペクトラム支援センター
にじ

球磨郡あさ
ぎり町

免田東３５８番地１ 0966-45-3033

106 わくワーク広場　おーぶ
球磨郡あさ
ぎり町

上西２２２番地２ 0966-43-1000

107 ぴーすクラブ
球磨郡あさ
ぎり町

免田西黒田２４６０番地１ 0966-45-0778

108 発達支援ルーム　ＬＳＪ　ＫＵＭＡ
球磨郡湯
前町

２６２６番地１ 0966-43-3327

所在地
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⑱放課後等デイサービス事業所

No. 名称 電話

1 えづこランド 熊本市
東区画図町重富字餅溝５７
５

096-370-0501

2 熊本県ひばり園 熊本市 東区長嶺南二丁目３番２号 096-382-1939

3 児童発達支援事業所ドムス・ラエタ 熊本市
中央区白山二丁目８番１２
号

096-245-7228

4 児童デイサービスおひさまクラブ 熊本市 北区鹿子木町３５６番地 096-245-1399

5 ぶーやん 熊本市 中央区帯山6丁目7-123 096-282-8573

6 ぶーやん２号 熊本市 東区新外1丁目3-90 096-285-1365

7 さくら 熊本市
東区健軍本町３０－３竹田
ビルNo.3

096-297-8425

8 ひなた事業所 熊本市 東区月出6丁目5－10 096-221-7022

9 ぶーやん３号 熊本市 西区城山下代１丁目１－３ 096-273-6740

10 第２さくら 熊本市 東区健軍３丁目４３－１５ 096-369-2051

11 ぶーやん４号 熊本市 北区鶴羽田４丁目１６－５０ 096-247-6022

12
あい・あーとあかでみー子ども発達サポートセ
ンター

熊本市
中央区黒髪１丁目１２番７
号　地建ビル２Ｆ

096-344-4545

13 エンゼルトール 熊本市
北区龍田弓削１丁目９番３
８号

096-338-2052

14 ぶーやん５号 熊本市
中央区出水１丁目７番５６
号

070-5358-7167

15 ひなた事業所　出水 熊本市
中央区出水六丁目６番２４
号

096-221-7022

16 ふりーだむ　子ども支援センター 熊本市
中央区神水一丁目８番１２
号

096-386-8711

17 スマイルホーム　ひまわり（錦ヶ丘） 熊本市 東区錦ヶ丘１２番２号 096-221-1196

18 放課後等デイサービス　キャンパス 熊本市
熊本市西区二本木四丁目
９番３５号

096-227-6538

19 寺子屋一休 熊本市 北区徳王二丁目１番５１号 096-247-6464

20 ふぁみさぽ　ここ 熊本市 中央区八王寺町５２番１号 096-288-6510

21 サポート 熊本市
西区花園七丁目１０番１２
号

096-277-1492

22 ぽこあぽこ熊本 熊本市 南区荒尾三丁目２番１号 096-245-6737

23
放課後等デイサービス事業所
じょうなんキッズ

熊本市
南区城南町塚原７１７番地
５

0964-28-5111

24 コラゾン熊本 熊本市
中央区帯山四丁目５７番２
５号３階

096-237-6707

25 しまさきの森 熊本市
西区島崎五丁目４６番１０
号北野ハイツ

096-245-6613

26 アイ・アートアカデミー熊本 熊本市
中央区九品寺二丁目３番５号
九品寺ありえす３０１号室

096-327-9191

27 たんぽぽ江津 熊本市 東区江津二丁目２０番１号 096-276-6679

28 りんごの木 熊本市
東区尾ノ上二丁目３番３－
２号

096-285-5081

29 るーちぇ　子ども発達センター 熊本市
北区麻生田五丁目１番１６
号

096-276-6920

30 さくら学院 熊本市
中央区南熊本五丁目１１番
１３号

096-371-5052

31 放課後等デイサービス　キャンバス新屋敷 熊本市
中央区新屋敷二丁目１５番
１２号

096-288-2434

32 アトリエKIDS 熊本市 南区出仲間一丁目３番１号ウッディマンション
けやき通り１０６－A号 096-377-5577

33 くれよん 熊本市
北区龍田陳内二丁目４０番
１６号

096-339-3608

所在地
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34 げんキッズ 熊本市 西区蓮台寺五丁目３番３号 096-202-6111

35 リアン八景水谷 熊本市
北区八景水谷一丁目２２番
１２号

096-221-7201

36 ＬＳＪ江越 熊本市 南区江越一丁目６番２７号 096-370-4277

37 ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター熊本 熊本市 北区清水本町２２番３４号 096-342-4458

38 そらひろ　虹のいえ 熊本市
東区昭和町９番２３号トリ
ヴァンベール昭和町１Ｆ

096-285-7093

39 キッズリハ北区 熊本市 北区楡木一丁目１番２０号 096-200-1605

40 コラゾン近見 熊本市
南区近見八丁目６番１０１
号

096-342-6150

41 ふりーだむ　子ども支援センター　出町 熊本市 西区出町７番３号 096-278-7911

42 そらひろ　あさひのいえ 熊本市
中央区薬園町１２番５号ライフサ
ポートマンション薬園１階１００号 096-342-5963

43 バナナランド 熊本市
北区植木町一木５５６番地
２４

096-273-2524

44 放課後等デイサービス　トレサポ 熊本市
中央区平成三丁目１７番２
８号

096-240-6888

45 にじいろ 熊本市
東区長嶺東四丁目５番８５
号

096-200-5282

46 放課後等デイサービス　カムさぁ 熊本市
北区龍田陣内三丁目３７番
７号

096-337-2941

47 放課後等デイサービス　ぼちぼち 熊本市 北区植木町植木192番地 096-240-6616

48 子ども支援室みらい　花立教室 熊本市
東区花立五丁目１４番５３
号

096-200-5419

49 子ども支援室　ひだまりはうす 熊本市 東区戸島本町８番７号 096-288-7450

50 アトリエKIDS平成さくら通り 熊本市
南区江越一丁目１８番１号
ライズ平成さくら通りC号室

096-312-2024

51 ふぁみさぽ　ここ　出水の家 熊本市
中央区出水七丁目４３番１
０号

096-285-5825

52 らしっく 熊本市
西区蓮台寺五丁目３番３３
号

096-288-2422

53 げんキッズ英語プラス 熊本市
西区蓮台寺五丁目３番３号
２階

096－200－5818

54 やさしいひかり 熊本市
中央区坪井一丁目３番４１
号ＮＰパーソンズ３階

096-343-4337

55 はぁと 熊本市
東区長嶺西二丁目６番１４
号

096-389-5507

56 放課後等デイサービス　チャド高平教室 熊本市
北区高平一丁目２１番６４
号

096-374-6030

57 ぱんぷきん 熊本市 北区飛田三丁目１１ 096-344-8282

58 ヴィーデリアン 熊本市
西区島崎二丁目１１番１６
号ＳＫビル３階

096-342-6977

59 そらひろ　ＳＴＥＰ　戸島教室 熊本市 東区戸島西四丁目２－６５ 096-288-6733

60 りんごの木　神水 熊本市
中央区神水一丁目３３－２
２末永ビル５　１Ｆ

096-285-7441

61 たんぽぽ長嶺 熊本市
東区長嶺東八丁目１４番２
１号

096-288-6305

62 ＫＯＢウィッシュ 熊本市
南区御幸笛田二丁目３番１
２号

096-200-6403

63 ＳＭＩＬＥ　ＰＲＥＳＥＮＴＳ・プラバ校 熊本市
中央区出水四丁目１４番１
７号

096-201-1417

64 放課後等デイサービス　杉島組曲 熊本市 南区富合町杉島８８８番地 096-245-6137

65 子ども支援室　こころの木 熊本市
南区薄場一丁目１４番２８
号

096-245-6772

66 ららゆ 熊本市
西区蓮台寺一丁目１番２２
号

096-288-4552

67 放課後クラブ　おりーぶ 熊本市
東区長嶺東六丁目１１番７
号

096-288-6807

所在地
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68 放課後等デイサービス　あゆみ 熊本市
中央区帯山四丁目２４番２
３号

096-384-8181

69
運動・学習療育　放課後等デイサービス　ＱＵＩ
ＬＬ

熊本市
東区長嶺三丁目４番１５９
号

096-387-4945

70 ＬＳＪ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ　ＳＩ 熊本市 南区江越二丁目１３番５号 096-273-9588

71 にじいろの木 熊本市
中央区新町一丁目７番２２
号　第１７木上ビル１階

096-288-4825

72 スマイルホーム　ひまわり（桜木） 熊本市 東区桜木五丁目３番１８号 096-221-1196

73 ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター熊本東 熊本市
東区渡鹿八丁目９・２５グラ
ンソウジュ１０２号

096-321-6788

74 ハッピーテラス水前寺教室 熊本市
中央区渡鹿１丁目１８番４２号Make
Village TOROKU １階１－Ｃ号室 096-277-1167

75 果実の木 熊本市 東区月出１丁目３番２９号 096-381-5838

76 げんキッズ西区役所前 熊本市
西区城山下代２丁目７番７
号　下長テナントビル１階

096-200-2945

77 まなびの広場ホープ 熊本市
西区城山下代３丁目６番１
号

096-329-8001

78 子ども支援通所事業所　つみき 熊本市
西区新土河原２丁目３番１
８号

096-200-7107

79 ぽこあぽこ御幸 熊本市
南区御幸笛田３丁目１－３
－２Ｆ

096-288-9650

80 放課後等デイサービスセンターあした 熊本市
西区二本木３丁目１２番３７
号

096-282-8232

81 子ども支援室みらい　城南教室 熊本市
南区城南町さんさん２丁目
２１番地１

0964-31-0529

82 さくら江津 熊本市 東区江津１丁目２４番１２号 096-211-5725

83 児童発達支援事業所さくら 八代市 高下西町１７６０番地 0965-35-7011

84 パステール八代 八代市 千反町１－１０－２８ 0965-43-0358

85 一般社団法人自立支援センターパール 八代市
鏡町有佐字本名９６５番地
１

0965-52-0575

86 八代市のぞみ母子センター 八代市 西松江城町２番１７号 0965-35-4766

87 ゆいまーる 八代市 高下西町１７６０番地 0965-35-1187

88 児童発達支援事業所ぷくぷく 八代市 田中西町１６号２番地 0965-30-7070

89 こころ事業所 八代市 豊原下町３３２５番地の１ 0965-30-0556

90 発達支援事業所しらぬい 八代市 高小原町１４７６ 0965-62-8890

91 ２ndさくら 八代市 大村町５７０番地１ 0965-35-2222

92 児童発達支援事業所　第一ぷくぷく 八代市 田中東町七号４番地 0965-34-6060

93 ドリーム華琉 八代市 鏡町貝洲２８８番地２ 0965-37-8000

94 放課後デイサービス　しらぬい 八代市 髙小原町１４７６番地２ 0965-39-7788

95 おおきな木 八代市 本町三丁目３号１３番地 0965-37-8600

96 児童発達支援センタースイスイなかま 人吉市
上林町字幸才１１７８番地
の７

0966-24-3288

97 第三パステール 人吉市 西間上町字永野２３４５－１ 0966-38-3926

98 おひさま広場 人吉市 鬼木町字小森６５９番地１ 0966-26-3072

99 健人堂キッズクラブ 人吉市 上林町８０２番地１ 0966-27-4168

100 ＰＣＩ 人吉市 五日町７２　２Ｆ 0966-25-1100

101 多機能型事業所　けやき 人吉市
合ノ原町字莖の角４６１番
地２

0966-22-7022

所在地
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102 健人堂キッズクラブⅡ 人吉市 下原田町１４３３番地１ 0966-32-9236

103
荒尾市社会福祉事業団障害児通所支援事業
所「ピッコロ」

荒尾市 増永２４５２番地２ 0968-64-2515

104 地域療育センターふれあいなかま 荒尾市 川登五反田１７７７－１２ 0968-68-6205

105 ちぽりーの 荒尾市 野原字西原８６番地１ 0968-68-2300

106 こども発達支援センターどーなつあらお 荒尾市
本井手１５５８番地１１７メゾ
ンド緑ヶ丘２Ｆ

0968－53－3003

107 児童発達支援センター　にこにこ 水俣市 平町一丁目３番３号 0966-84-9540

108 とぽす 水俣市 丸島町三丁目２番１２号 0966-84-9440

109 放課後等デイサービス事業所輝なっせ 菊池市 隈府２９５番地３ 0968-24-5667

110 ユニコーン 菊池市 泗水町吉富２３０番地１ 0968-38-1133

111 放課後等デイサービスたしまっこ 菊池市 泗水町田島５８４番地1 0968-38-2802

112 こどもプラス菊池教室 菊池市
隈府２７４番地３エトワール
Ｕ１階

0968-41-8666

113 まいすてっぷ 宇土市 新町２丁目２８番地 0964-23-6255

114 あすなろ 宇土市 松原町２００－７ 0964-24-5050

115 こもれび 宇土市 松山町４１３２ 0964-27-5842

116 デイきらり 宇土市
城之浦町１０８番地９　２０１
号

0964-22-1400

117 放課後等デイサービス　キャンパス宇土 宇土市 入地町１６３番地１ 0964－27－4869

118 きらめき 宇土市 走潟９１番の１ 0964－27－9755

119 放課後等デイサービス　海 上天草市 大矢野町中４５３４番地５ 0964－59－5000

120 生活支援センターきらきら 玉名市 岱明町野口字塚原６６６番 0968-57-5755

121 児童発達支援センターすまいるきっず 玉名市 玉名２１８５番地２ 0968-71-1050

122 多機能型支援センターオリーブ 玉名市
横島町横島字上牟田５８番
６４

0968-84-3133

123 多機能型事業所もんくぅる 玉名市 滑石２４０１番１ 0968-75-2010

124 放課後等デイサービス さくらサポート 玉名市 繁根木２２６番地 0968－76－7500

125 こどもサポート広場ぐんぐんロケット 山鹿市 新町８０１番地２ 0968-44-2244

126 児童支援事業所こじか園 山鹿市 中５７８番地 0968-43-1134

127 放課後クラブ　ぱれっと 山鹿市 山鹿３４０番地１ 0968-36-9723

128 みらい・ステップ 山鹿市 方保田６３番地 0968-41-5738

129 放課後等デイサービス　おひさま 山鹿市 方保田３６３６－２ 0968-36-9592

130 バナナランド鹿本 山鹿市 鹿本町来民５９１番地１ 0968－41－5974

131 放課後等デイサービスにこにこパーティ 宇城市 松橋町浦川内１６１番地 0964-25-4232

132 えもざ園 宇城市 松橋町松橋７２３－４ 0964-27-4177

133 パステールＵＫＩ 宇城市 松橋町曲野１１５－１ 0964-33-8008

134 自立支援センターパールうき 宇城市
小川町北新田字中ノ迫６２
３番地１

0964-27-4707

135
一般社団法人自閉症スペクトラム支援センター
にじポートうき

宇城市 不知火町御領３２５番地４ 0966-45-3033

所在地
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136 ぶーやん松橋 宇城市
松橋町曲野２１６１番地１－
１０６号

0964－27－5454

137 すくらむ 宇城市 松橋町曲野３３７５番地３９ 0964－27－9822

138
児童発達支援多機能型事業所のびのびハウ
ス

阿蘇市 黒川４０６番地 0967-35-5211

139
児童発達支援多機能型事業所　あそびぃえー
す

阿蘇市 一の宮町中通２１７７ 0967－22－3300

140 天草地域療育センターすくすく園 天草市 川原町７番地４６号 0969-23-7049

141
放課後等デイサービス事業所ステップバイス
テップ

天草市 中央新町１４番１１号 0969-22-6507

142
地域療育支援事業所第２はまゆう療育園（旧
重心通園）

天草市 東町２８－２０ 0969-22-6864

143 おひさま 天草市 牛深町２０３９番地２ 0969-77-8013

144 独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 合志市 須屋２６５９ 096-242-1000

145 ひみつきち 合志市 須屋１９３１－４ 096-345-2555

146 くまもと学院・放課後クラブ 合志市
須屋１９２７－１白瀬ビル２
階

096-342-6916

147
児童発達支援・放課後等デイサービスぴっかり
ん

合志市 幾久富１９０９番地１１９５ 096-277-1450

148 ぶーやん６号 合志市 須屋２６７３－６ 096-245-6977

149 合志市社協「スペーシアれんが」 合志市 須屋２５４０ 096-242-2271

150 天空のこどもたち 合志市 栄３７９２番地１１１ 096-248-6000

151 児童通所施設　ココ 合志市 須屋６４５番地５ 096-344-8855

152 ボンボン 合志市 幾久冨１１２３－５ 096-227-9003

153 キッズみらい 合志市 御代志１６６１－１７３ 096-342-5758

154 るちぇーれ　子ども発達センター 合志市 御代志１８１２番地１ 096-288-3350

155 放課後等デイサービス　てらす 合志市 幾久富１６５６番地２２６号 090-8402-8602

156 そらひろ　星のいえ 合志市 須屋２９５８番４６ 096-242-8000

157
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス
ピース

合志市 幾久富１９０９番地８６９ 096－200－2678

158 リハビリ療育ラボ　スタジオＧＩＦＴ 合志市 幾久富１９０９番８５８ 096-321-6377

159 放課後等デイサービス　リトルポニークラブ 合志市 豊岡字山尻２０００番１２６５ 096-295-1244

160 オレンジハウス 合志市 栄２１２７番地１６３ 096-342-6847

161
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所
färg（フェルク）

合志市 須屋１２０５番地１ 096-201-3300

162 大地のこどもたち 合志市 須屋２８３９番地７ 096-248-6000

163 こども発達支援センターどーなつ
玉名郡南
関町

大字関町１７１番地３ 0968-53-3003

164 こども発達支援事業所あおぞら
玉名郡和
水町

江田３１０３番地の１ 0968-75-8350

165 放課後等デイサービス海イルカ
玉名郡長
洲町

大字長洲２９１８－２ 0968-78-7200

166 自立支援センターひまわりの里
玉名郡長
洲町

大字清源寺３２４６番地 0968-78-0589

167 くじらのせなか
玉名郡長
洲町

清源寺４１８－１ 0968-78-6301

168 すまいるクラブ
菊池郡菊
陽町

大字曲手字部田８１１番地 096-232-2080

169 こども発育支援センターえるぴあ
菊池郡菊
陽町

大字原水５６５１－４ 096-233-2833

所在地
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170 こども発育支援センターえるぴあセカンド
菊池郡菊
陽町

大字原水５６５１－６ 096-233-2833

171 太陽のこどもたち
菊池郡菊
陽町

新山２丁目４番－７ 096-285-7057

172 ぽこあぽこ菊陽
菊池郡菊
陽町

武蔵ケ丘北１丁目１０－４３ 096-245-6777

173 こども発育支援センターえるぴあサード
菊池郡菊
陽町

武蔵ケ丘２丁目１２－５ 096-233-2833

174 そらひろ　空のいえ
菊池郡菊
陽町

大字津久礼２３２４番地２ 096-245-7481

175 多機能型支援事業所　笑みっこ
菊池郡菊
陽町

沖野４丁目１８番地４８ 096-232-8325

176 児童発達支援センターおひさま
菊池郡大
津町

引水字三吉原７９０番１ 096-285-1318

177 ピッソリーノ
菊池郡大
津町

大津２１０ 096-294-5030

178 放課後等デイサービス　にじいろくらぶ
菊池郡大
津町

陣内１８５６番地３ 096-285-5359

179 放課後等デイサービス　さくらんぼ
菊池郡大
津町

大津２１１－５ 096-293-7291

180 リーライズ
菊池郡大
津町

引水７１０番地２ 096-293-7200

181 指定児童発達支援多機能型事業所　くまぽこ
菊池郡大
津町

大字大津２１４番地１ 096-293-2467

182 アンサンブル
菊池郡大
津町

大字大津字中井迫２４１１
番地７

090-8353-9248

183 くれぱす
阿蘇郡小
国町

大字宮原２６１７番地 0967-46-2616

184 児童発達支援多機能型事業所あそびぃ
阿蘇郡南
阿蘇村

河陽４９６４番地 0967-67-4020

185 児童発達支援多機能型事業所あそびぃぷらす
阿蘇郡南
阿蘇村

河陽４９６４番地 0967-67-4020

186 児童発達支援センター　わいわいなかま
上益城郡
御船町

高木４４９４番地４６ 096-282-4180

187 就労移行支援・障害児通所支援モーツァルト
上益城郡
御船町

辺田見字馬場３６１－４ 096-282-6035

188 海と太陽の子　御船スクール
上益城郡
御船町

大字高木４１３０番地３ 096-200-3207

189 ささえあいの御船
上益城郡
御船町

大字豊秋２０２１番地 096-282-6239

190
株式会社キッチン・ブレス　児童発達支援多機
能型事業所エルサ

上益城郡
御船町

田代７８２８番地９６ 096-285-2202

191 ぴあすまいる
上益城郡
益城町

広崎９２８－３ 096-288-7233

192 きっずぴあ
上益城郡
益城町

惣領１５５８－３ 096-284-1129

193 子ども支援室みらい　益城教室
上益城郡
益城町

大字古閑７番４号 096－200－7089

194 ひだまり
上益城郡
嘉島町

上仲間１８４ 096-235-6070

195 みらい
上益城郡
嘉島町

大字上六嘉１３８２番地２ 096-237-5888

196 キッズキングダム
上益城郡
嘉島町

大字古閑字大峯２９番２ 096-234-7734

197 ぺるそーな
上益城郡
山都町

城原１７０番地 0967-72-3440

198 氷川学園児童デイサービス事業所風楽
八代郡氷
川町

宮原１１６７番地７ 0965-62-4081

199 つなぐ
八代郡氷
川町

野津４６０３ 0965-45-9224

200 くまもと芦北通園センター
葦北郡芦
北町

大字芦北２８１３ 0966-82-2431

201 第二パステール
球磨郡錦
町

一武１６４３ 0966-38-3926

202 パステール
球磨郡錦
町

大字一武２６５９番地２４ 0966-38-3926

203 通所支援事業所ゆうくらぶ
球磨郡錦
町

大字西７９０番地 0966-38-2520

所在地
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204
児童発達支援事業所こどもサポートセンター
ぴゅーぱ

球磨郡多
良木町

多良木字口の坪２６８番地
１

0966-42-2361

205
一般社団法人自閉症スペクトラム支援センター
にじ

球磨郡あさ
ぎり町

免田東３５８番地１ 0966-45-3033

206 わくワーク広場　おーぶ
球磨郡あさ
ぎり町

上西２２２番地２ 0966-43-1000

207 ぴーすクラブ
球磨郡あさ
ぎり町

免田西黒田２４６０番地１ 0966-45-0778

208 ＬＳＪ（Learning support Jyo-shou）
球磨郡湯
前町

１９５５番地２ 0966-43-2188

209 発達支援ルーム　ＬＳＪ　ＫＵＭＡ
球磨郡湯
前町

２６２６番地１ 0966-43-3327

⑲保育所等訪問支援事業所

No. 名称 電話

1 児童発達支援事業所ドムス・ラエタ 熊本市
中央区白山二丁目８番１２
号

096-245-7228

2 三気の家 熊本市 北区室園町２０－４０ 096-346-3323

3 熊本県ひばり園 熊本市 東区長嶺南２丁目３－２ 096-382-1939

4 済生会なでしこ園 熊本市 南区白藤３丁目２－７１ 096-357-6615

5 児童発達支援事業所さくら 八代市 高下西町１７６０番地 0965-35-7011

6 一般社団法人自立支援センターパール 八代市
鏡町有佐字本名９６５番地
１

0965-52-0575

7 しらぬい児童デイサービス 八代市 高小原町１５０７－１ 0965-34-1002

8 児童発達支援事業所わっご 八代市 植柳上町６８３－１７ 0965-33-8660

9 こころ事業所 八代市 豊原下町３３２５番地の１ 0965-30-0556

10 発達支援事業所しらぬい 八代市 高小原町１４７６ 0965-62-8890

11 児童発達支援事業所　第一ぷくぷく 八代市 田中東町七号４番地 0965-34-6060

12 児童発達支援センタースイスイなかま 人吉市
上林町字幸才１１７８番地
の７

0966-24-3288

13 健人堂キッズクラブ 人吉市 上林町８０２番地１ 0966-27-4168

14 ちぽりーの 荒尾市 野原字西原８６番地１ 0968-68-2300

15 児童発達支援センター輝なっせ 菊池市 隈府１１０番地４ 0968-24-5667

16 まいすてっぷ 宇土市 新町２丁目２８番地 0964-23-6255

17 児童発達支援センター　にこにこ 水俣市 水俣市平町一丁目３番３号 0966-84-9540

18 児童発達支援センターすまいるきっず 玉名市 玉名２１８５番地２ 0968-71-1050

19 自立支援センターパールうき 宇城市
小川町北新田字中ノ迫６２
３番地１

0964-27-4707

20
一般社団法人自閉症スペクトラム支援センター
にじポートうき

宇城市 不知火町御領３２５番地４ 0966-45-3033

21
児童発達支援多機能型事業所のびのびハウ
ス

阿蘇市 黒川４０６番地 0967-35-5211

22
児童発達支援多機能型事業所　あそびぃえー
す

阿蘇市 一の宮町中通２１７７ 0967-22-3300

23 児童発達支援センターおひさま
菊池郡大
津町

引水字三吉原７９０番１ 096-285-1318

24 こども発達支援事業所あおぞら
玉名郡和
水町

江田３１０３番地の１ 0968-75-8350

25 自立支援センターひまわりの里
玉名郡長
洲町

大字清源寺３２４６番地 0968-78-0589

所在地

所在地
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26 くれぱす
阿蘇郡小
国町

大字宮原２６１７番地 0967-46-2616

27 児童発達支援多機能型事業所あそびぃ
阿蘇郡南
阿蘇村

河陽４９６４番地 0967-67-4020

28 児童発達支援多機能型事業所あそびぃぷらす
阿蘇郡南
阿蘇村

河陽４９６４番地 0967-67-4020

29 児童発達支援センター　わいわいなかま
上益城郡
御船町

高木４４９４番地４６ 096-282-4180

30 就労移行支援・障害児通所支援モーツァルト
上益城郡
御船町

辺田見字馬場３６１－４ 096-282-6035

31 くまもと芦北通園センター
葦北郡芦
北町

大字芦北２８１３ 0966-82-2431

32
一般社団法人自閉症スペクトラム支援センター
にじ

球磨郡あさ
ぎり町

免田東３５８番地１ 0966-45-3033

所在地
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（１）医療政策課

①病院

№ 病院名 所在地 電話番号 運営主体 病床数

1 江单病院 熊本市中央区渡鹿５丁目１－３７ 096-366-7125 一般財団法人　杏仁会 198

2 井病院 熊本市中央区八王寺町２７－１１ 096-379-4600 医療法人社団　昭成会 38

3 ニキ　ハーティー　ホスピタル 熊本市東区月出４丁目６－１００ 096-384-3111 医療法人　仁木会 200

4 水前寺とうや病院 熊本市中央区水前寺５丁目２－２２ 096-384-2288 医療法人　清和会 142

5 くわみず病院 熊本市中央区神水１丁目１４－４１ 096-381-8743 社会医療法人　芳和会 100

6 ピネル記念病院 熊本市東区佐土原１丁目８－３３ 096-365-1133 医療法人社団　ピネル会 120

7 くまもと青明病院 熊本市中央区渡鹿５丁目１－３７ 096-366-2291 一般財団法人　杏仁会 176

8 医療法人　東陽会　東病院 熊本市单区出仲間５丁目２－２ 096-378-2222 医療法人　東陽会 63

9 熊本循環器科病院 熊本市单区御幸笛田２丁目１５－６ 096-378-0345 医療法人社団　御幸会 160

10 悠愛病院 熊本市東区画図町下無田１１３９ 096-378-3355 医療法人社団　悠愛会 150

11 整形外科　井上病院 熊本市中央区本荘町６４４ 096-364-5511 医療法人社団 藤浪会 85

12 西日本病院 熊本市東区八反田３－２０－１ 096-380-1111 医療法人財団　聖十字会 399

13 比企病院 熊本市東区尾ノ上３丁目１－３４ 096-381-5151 医療法人社団　仁風会 44

14 メディカルケアセンターファイン 熊本市東区三郎１丁目１２－２５ 096-383-5555 医療法人社団　大浦会 46

15 菊单病院 熊本市北区鶴羽田３丁目１－５３ 096-344-1711 医療法人　室原会 178

16 聖ヶ塔病院 熊本市西区河内町船津８９７ 096-276-1151
医療法人　財団　聖十字
会

300

17 窪田病院 熊本市東区長嶺東２丁目１１－９５ 096-380-2038 医療法人　居中会 100

18 朝日野総合病院 熊本市北区室園町１２番１０号 096-344-3000 医療法人　朝日野会 378

19 自由が丘病院 熊本市北区龍田陳内１丁目３番１０号 096-338-3111 医療法人社団　自由が丘 135

20 慶徳加来病院 熊本市中央区練兵町９８番地 096-322-2611 医療法人　加来会 50

21 本庄内科病院 熊本市東区新外３－９－１ 096-368-2811 医療法人　弘生会 26

22 龍田病院 熊本市中央区黒髪６丁目１２番５１号 096-343-1463 医療法人　尚和会 250

23 弓削病院 熊本市北区龍田町弓削６７９－２ 096-338-3838 医療法人　佐藤会 160

24 医療法人　池田病院 熊本市北区打越町３６番４８号 096-345-1616 医療法人　池田会 199

25 西村内科・脳神経外科病院 熊本市中央区单熊本２丁目７－７ 096-363-5111 医療法人　社団　知新会 44

26 杉村病院 熊本市中央区本荘３丁目７－１８ 096-372-3322 医療法人　杉村会 177

27 单熊本病院 熊本市中央区单熊本３丁目７－２７ 096-366-1268 医療法人　熊单会 51

28 医療法人康生会　小柳病院 熊本市東区山ノ神２丁目２－８ 096-369-3811 医療法人　康生会 198

29 日隇病院 熊本市中央区萩原町９－３０ 096-378-3836 医療法人　日隇会 180

30 済生会熊本病院 熊本市单区近見５丁目３－１ 096-351-8000
社会福祉法人　恩賜財団
済生会

400

31 熊本中央病院 熊本市单区田井島１丁目5-1 096-370-3111
国家公務員共済組合連
合会

361

32 イエズスの聖心病院 熊本市西区上熊本2丁目11-24 096-352-7181 社会福祉法人　聖嬰会 75

33 サキサカ病院 熊本市中央区新町２丁目１０番２７号 096-326-0303 医療法人　匂坂会 59

34 やましろ病院 熊本市中央区坪井１丁目３－４６ 096-343-1200 医療法人社団　健友会 46

35 保田窪整形外科病院 熊本市東区保田窪５丁目７－２７ 096-381-8711 医療法人　保田窪会 39

36 伊井産婦人科病院 熊本市中央区大江本町８－１５ 096-364-4003 医療法人　朊岳会 47

37 大塚病院 熊本市北区植木町豊田６０３ 096-272-0159 医療法人社団元照会 32

38 小林病院 熊本市单区城单町隇庄５７４ 0964-28-2025 医療法人　小林会 70

39 熊本光洋台病院 熊本市单区城单町今吉野１０２０ 0964-28-6000 医療法人社団　井上会 140

40 熊本脳神経外科病院 熊本市中央区本荘６丁目１－２１ 096-372-3911 医療法人　熊愛会 60

41 平成とうや病院 熊本市单区出仲間８丁目２－１５ 096-379-0108 医療法人　清和会 110

42 向陽台病院 熊本市北区植木町鐙田１０２５ 096-272-7211 医療法人　横田会 198

43 城单病院 熊本市单区城单町舞原無番地 0964-28-2555 医療法人　杏和会 198

44 くまもと乳腺・胃腸外科病院 熊本市中央区单熊本4丁目3-5 096-366-1155 医療法人社団　世安会 41

５　健康局

（病床数については、H29年4月1日時点）
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№ 病院名 所在地 電話番号 運営主体 病床数

45 くまもと森都総合病院 熊本市中央区新屋敷１丁目１７－２７ 096-364-6000 医療法人　創起会 199

46 博愛会病院 熊本市中央区紺屋今町4番3号 096-325-2233 医療法人　朝日野会 87

47 医療法人　憲和会　单部中央病院 熊本市单区单高江６丁目２番２４号 096-357-3322 医療法人　憲和会 68

48 熊本託麻台リハビリテーション病院 熊本市中央区帯山8丁目2-1 096-381-5111 医療法人　堀尾会 142

49 森病院 熊本市单区近見１丁目１６番１６号 096-354-0177 医療法人　森和会 194

50 にしくまもと病院 熊本市单区富合町古閑１０１２番地 096-358-1118 医療法人　相生会 146

51 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１番５号 096-353-6501
独立行政法人国立病院
機構

550

52 城山病院 熊本市西区上代９丁目２－２０ 096-329-7878 医療法人　敬愛会 198

53 医療法人　健生会　明生病院 熊本市北区大窪２丁目６番２０号 096-324-5211 医療法人　健生会 234

54 医療法人　金澤会　青磁野リハビリテーション病院 熊本市西区島崎２丁目２２番１５号 096-354-1731 医療法人　金澤会 232

55 くまもと成仁病院 熊本市東区戸島２丁目3-15 096-380-7011 医療法人　成仁会 222

56 くまもと江津湖療育医療センター 熊本市東区画図町大字重富５７５ 096-370-0501 社会福祉法人　志友会 121

57 一般社団法人 熊本市医師会 熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘5丁目16-10 096-363-3311
一般社団法人　熊本市医
師会

227

58 大腸肛門病センター高野病院 熊本市中央区帯山４丁目２－８８ 096-384-1011
社会医療法人社団高野
会

166

59 くまもと悠心病院 熊本市東区小山町１８０８－２ 096-389-1882 医療法人　明和会 120

60 御幸病院 熊本市单区御幸笛田６丁目７－４０ 096-378-1166 医療法人　博光会 186

61 あきた病院 熊本市单区会富町１１２０ 096-227-1611 医療法人むすびの森 201

62 九州記念病院 熊本市中央区水前寺公園３－３８ 096-383-2121 医療法人社団　岡山会 234

63 成尾整形外科病院 熊本市中央区岡田町１２－２４ 096-371-1188 医療法人社団   誠療会 103

64 鶴田病院 熊本市東区保田窪本町１０－１１２ 096-382-0500 医療法人社団　鶴友会 105

65 川野病院 熊本市中央区大江６丁目２５－１ 096-366-3275 医療法人社団　杏風会 32

66 十善病院 熊本市中央区单熊本３丁目６－３４ 096-372-2688 医療法人　朝日野会 91

67 表参道 吉田病院 熊本市中央区北千反畑町２－５ 096-343-6161 医療法人  起生会 126

68 桜十字病院 熊本市单区御幸木部１丁目１－１ 096-378-1111 医療法人　桜十字 641

69 陣内病院 熊本市中央区九品寺６丁目２－３ 096-363-0011 医療法人社団　陣内会 38

70 医療法人社団　上野会　熊本博愛病院 熊本市北区楠６丁目６番６０号 096-338-7117 医療法人社団　上野会 108

71 熊本機能病院 熊本市北区山室６丁目８番１号 096-345-8111 医療法人社団　寿量会 410

72 出田眼科病院 熊本市中央区西唐人町３９番地 096-325-5222 医療法人　出田会 32

73 桜が丘病院 熊本市西区池田３丁目４４番１号 096-352-6264 医療法人　富尾会 221

74 医療法人　寺尾病院 熊本市北区小糸山町７５９ 096-272-0601 医療法人　寺尾会 130

75 医療法人社団　愛育会　福田病院 熊本市中央区新町２丁目２－６ 096-322-2995 医療法人社団　愛育会 161

76 山口病院 熊本市西区田崎３丁目１－１７ 096-356-0666 医療法人　社団 芳仁会 72

77 武蔵ヶ丘病院 熊本市北区楠７丁目１５番１号 096-339-1161 医療法人　田中会 145

78 竜山内科リハビリテーション病院 熊本市北区室園町１０－１７ 096-344-3311 医療法人　山部会 238

79 医療法人　聖粒会　慈恵病院 熊本市西区島崎６丁目１番２７号 096-355-6131 医療法人　聖粒会 98

80 帯山中央病院 熊本市中央区帯山４丁目５－１８ 096-382-6111 医療法人　祐基会 76

81 北部病院 熊本市北区四方寄町１２８１－３ 096-245-1115 医療法人社団 原武会 50

82 嶋田病院 熊本市中央区錬兵町24番地 096-324-3515 医療法人社団 如水会 48

83 熊本泌尿器科病院 熊本市中央区新町４丁目７－２２ 096-354-6781 医療法人　野尻会 52

84 熊本第一病院 熊本市单区田迎町田井島２２４ 096-370-7333 特定医療法人  萬生会 125

85 田上病院 熊本市中央区单千反畑町１０－３ 096-354-5885 医療法人社団  大玄会 45

86 熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１丁目１－１ 096-344-2111 国立大学法人　熊本大学 845

87 自衛隊熊本病院 熊本市東区東本町１５－１ 096-368-5111 防衛省 100

88 熊本市立熊本市民病院 熊本市東区湖東1－１－６０ 096-365-1711 熊本市 556

89 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺单２丁目１－１ 096-384-2111 日本赤十字社 490

90 熊本内科病院 熊本市中央区手取本町７－１ 096-356-5500 一般財団法人　杏仁会 50

91 熊本県立こころの医療センター 熊本市单区富合町平原３９１ 096-357-2151 熊本県 200
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92 伊東歯科口腔病院 熊本市中央区子飼本町４番１４号 096-343-0377 医療法人　伊東会 24

93 熊本整形外科病院 熊本市中央区九品寺１丁目１５－７ 096-366-3666
社会医療法人社団　熊本
丸田会

204

94 熊本市立植木病院 熊本市北区植木町岩野２８５－２９ 096-273-2111 熊本市 141

95 荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００ 0968-63-1115 荒尾市 274

96 荒尾中央病院 荒尾市増永１５４４－１ 0968-64-1333 （医）洗心会 298

97 荒尾こころの郷病院 荒尾市荒尾１９９２番地 0968-62-0657 （医）洗心会 272

98 有明成仁病院 玉名郡長洲町宮野２７７５ 0968-78-1133 （医）聖和会 131

99 有働病院 荒尾市万田４７５－１ 0968-62-1138 （医）有働会 275

100 鴻江病院 荒尾市増永２６２０ 0968-62-0525 （医）杏林会 99

101 公立玉名中央病院 玉名市中１９５０ 0968-73-5000
公立玉名中央病院企業
団

302

102 城ヶ崎病院 玉名市伊倉北方２６５ 0968-73-3375 （医）信和会 184

103 玉名地域保健医療センタ－ 玉名市玉名２１７２ 0968-72-5111
一般社団法人玉名郡市
医師会

150

104 玉名病院 玉名市築地１４５２－３ 0968-72-5155 （医）信愛会 175

105 悠紀会病院 玉名市上小田１０６３ 0968-74-1131 （医）悠紀会 193

106 国民健康保険　和水町立病院 玉名郡和水町江田４０４０ 0968-86-3105 和水町 91

107 三森循環器科・呼吸器科病院 山鹿市大橋通１２０４ 0968-42-1234 医療法人社団三森会 58

108 山鹿温泉リハビリテーション病院 山鹿市新町１２０４ 0968-43-4151 医療法人社団木星会 101

109 山鹿回生病院 山鹿市古閑１５００－１ 0968-44-2211 医療法人回生会 240

110 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１ 0968-44-2185 山鹿市 201

111 山鹿中央病院 山鹿市山鹿１０００ 0968-43-6611 医療法人春水会 120

112 保利病院 山鹿市古閑９８４番地 0968-43-1212 医療法人至誠会 120

113 菊池中央病院 菊池市隇府４９４ 0968-25-3141 （医）信岡会 144

114 菊池有働病院 菊池市深川４３３ 0968-25-3146 （医）有働会 195

115 国立療養所菊池恵楓園 合志市栄３７９６ 096-248-1131 厚生労働省 595

116 独立行政法人国立病院機構　菊池病院 合志市福原２０８ 096-248-2111
独立行政法人国立病院
機構

247

117 独立行政法人国立病院機構　熊本再春荘病院 合志市須屋２６５９ 096-242-1000
独立行政法人国立病院
機構

513

118 合志第一病院 合志市御代志８１２－２ 096-242-2745 特定医療法人　萬生会 132

119 中山記念病院 合志市須屋７０２ 096-343-2617 （医）中山会 167

120 岸病院 菊池市泗水町豊水３３８８－１ 0968-38-2750 （医）菊芳会 64

121 菊陽台病院 菊池郡菊陽町久保田２９８４ 096-232-1191
医療法人社団　熊本清仁
会

139

122 菊陽病院 菊池郡菊陽町原水５５８７ 096-232-3171 社会医療法人　芳和会 315

123 東熊本第二病院 菊池郡菊陽町辛川１９２３－１ 096-232-3939 （医）永田会 111

124 熊本リハビリテーション病院 菊池郡菊陽町曲手７６０ 096-232-3111
社会医療法人社団　熊本
丸田会

225

125 熊本セントラル病院 菊池郡大津町室９５５ 096-293-0555 医療法人　潤心会 308

126 勝久病院 菊池郡大津町室２６１－９ 096-293-5000 医療法人社団　恵生会 60

127 川口病院 菊池市隇府８２３－１ 0968-25-2230 医療法人　川口会 60

128 菊池郡市医師会立病院 菊池市大琳寺字下原７５番地３ 0968-25-2191
一般社団法人菊池郡市
医師会

124

129 阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧１１５３－１ 0967-32-0881 医療法人社団　坂梨会 260

130 阿蘇立野病院 阿蘇郡单阿蘇村立野１８５－１ 0967-68-0111 医療法人社団　順幸会 88

131 阿蘇やまなみ病院 阿蘇市一の宮町宮地１１５－１ 0967-22-0525 （医）高森会 270

132 大阿蘇病院 阿蘇市一の宮町宮地５８３３ 0967-22-2111 （医）大徳会 154

133 小国公立病院 阿蘇郡小国町宮原１７４３ 0967-46-3111
小国町外一ヶ町公立病院
組合

75

134 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６ 0967-34-0311 阿蘇市 124

135 西村病院 上益城郡嘉島町北甘木２０８５ 096-237-1551 医療法人社団　栄康会 96

136 リハビリテーションセンター　熊本回生会病院 上益城郡嘉島町大字鯰字皆根１８８０ 096-237-1133 医療法人　回生会 161

137 東熊本病院 上益城郡益城町惣領１５２２－１ 096-286-2525 医療法人　永田会 52

138 益城中央病院 上益城郡益城町宮園７２２－１ 096-286-3151 医療法人　宮本会 30
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139 さくら病院 上益城郡益城町広崎１４４５番地１５ 096-286-8111 医療法人社団　広崎会 164

140 荒瀬病院 上益城郡甲佐町緑町３３１ 096-234-1161 医療法人　荒瀬会 47

141 谷田病院 上益城郡甲佐町岩下１２３ 096-234-1248 医療法人　谷田会 99

142 瀬戸病院 上益城郡山都町北中島２８０６番地 0967-75-0111 医療法人　幸翔会 50

143 矢部広域病院 上益城郡山都町下馬尾２０４ 0967-72-1121 医療法人　杏章会 85

144 伴病院 上益城郡山都町浜町１６７番地の１ 0967-72-0029 医療法人　潤幸会 36

145 希望ケ丘病院 上益城郡御船町大字豊秋１５４０番地 096-282-1045 医療法人社団　松本会 177

146 益城病院 上益城郡益城町惣領１５３０番地 096-286-3611 社会医療法人　ましき会 210

147 山都町包括医療センターそよう病院 上益城郡山都町滝上４７６－２ 0967-83-1122 山都町 57

148 おおもり病院 宇城市小川町北新田５ 0964-43-1155 医療法人社団　大森会 257

149 熊本県こども総合療育センター 宇城市松橋町豊福２９００ 0964-32-1143 熊本県 60

150 くまもと心療病院 宇土市松山町１９０１ 0964-22-1081 医療法人　再生会 322

151 国立病院機構　熊本单病院 宇城市松橋町豊福２３３８ 0964-32-0826
独立行政法人国立病院
機構

172

152 済生会みすみ病院 宇城市三角町波多７７５－１ 0964-53-1611
社会福祉法人　恩賜財団
済生会

128

153 くまもと温石病院 下益城郡美里町中小路８３５ 0964-46-3000 医療法人　愛生会 155

154 松田病院 宇城市松橋町豊崎１９６２－１ 0964-32-0666 医療法人　松生会 180

155 国民健康保険　宇城市民病院 宇城市松橋町豊福５０５ 0964-32-0335 宇城市 45

156 あおば病院 宇城市松橋町萩尾２０３７番地１ 0964-32-7772 医療法人社団　明心会 178

157 間部病院 下益城郡美里町永富３２８ 0964-47-0032 医療法人　美里みどり会 80

158 宇城総合病院 宇城市松橋町久具６９１番地 0964-32-3111 社会医療法人黎明会 204

159 美里リハビリテーション病院 下益城郡美里町洞岳１３０８番地 0964-48-0211 社会医療法人　黎明会 83

160 桜十字八代病院 八代市通町８番９号 0965-32-7158 医療法人八代桜十字 106

161 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院 八代市竹原町１６７０ 0965-33-4151
独立行政法人労働者健
康安全機構

410

162 高田病院 八代市豊原下町４００１ 0965-33-1191 医療法人尚仁会 290

163 平成病院 八代市大村町７２０－１ 0965-32-8171 医療法人社団　平成会 174

164 丸田病院 八代市萩原町１－５－２２ 0965-35-3100 （医）丸田会 167

165 八代郡医師会立病院 八代郡氷川町今１５１－１ 0965-53-5111
一般社団法人八代郡医
師会

80

166 八代敬仁病院 八代市海士江町２８１７ 0965-34-7911 医療法人　敬仁会 208

167 八代更生病院 八代市古城町１７０５ 0965-33-4205 医療法人山田会 260

168 八代市医師会立病院 八代市平山新町４４３８－３ 0965-31-1700
一般社団法人八代市医
師会

100

169 八代病院 八代市郡築一番町１７９ 0965-37-0317 医療法人カジオ会 149

170 国民健康保険  八代市立病院 八代市妙見町１４５番地 0965-33-3620 八代市 96

171 独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院 八代市通町１０番１０号 0965-32-7111
独立行政法人地域医療
機能推進機構

344

172 国保水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１丁目２番１号 0966-63-2101 水俣市 401

173 みずほ病院 水俣市袋７０５番地の１４ 0966-63-5196 医療法人正仁会 180

174 岡部病院 水俣市桜井町３－３－３ 0966-63-3311 医療法人　岡部病院 149

175 水俣病院 水俣市浜４０５１ 0966-63-3148 医療法人　旭会 200

176 水俣協立病院 水俣市桜井町２－２－１２ 0966-63-1704 社会医療法人　芳和会 60

177 白梅病院 水俣市浜４０８９－１ 0966-63-7575 医療法人　啓愛会 114

178 水俣市立明水園 水俣市浜４０７６番地 0966-63-1108
社会福祉法人　水俣市社
会福祉事業団

65

179 医療法人社団　弘翔会　井上病院 葦北郡芦北町佐敷２８０－１ 0966-82-5865 医療法人社団　弘翔会 40

180 くまもと芦北療育医療センター 葦北郡芦北町芦北２８１３ 0966-82-2431 社会福祉法人　志友会 205

181 渕上病院 水俣市塩浜町２番１９号 0966-63-6551 医療法人　すえひろ会 35

182 溝部病院 葦北郡芦北町湯浦４０３番地１ 0966-86-2770 医療法人康生会 44

183 愛生会外山病院 人吉市单泉田町８９ 0966-22-6878 医療法人愛生会 79

184 医療法人蘇春堂球磨病院 人吉市上青井町１７６ 0966-22-3121 医療法人蘇春堂 160

185 医療法人蘇春堂人吉中央温泉病院 人吉市上青井町１７０－１ 0966-24-2854 医療法人蘇春堂 116
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№ 病院名 所在地 電話番号 運営主体 病床数

186 医療法人外山胃腸病院 人吉市单泉田町１ 0966-22-3221 医療法人外山胃腸病院 108

187 球磨郡公立多良木病院 球磨郡多良木町多良木４２１０ 0966-42-2560
球磨郡公立多良木病院
企業団

199

188 独立行政法人地域医療機能推進機構　人吉医療センター 人吉市老神町３５ 0966-22-2191
独立行政法人地域医療
機能推進機構

252

189 光生病院 人吉市下原田町字西門１１２５－２ 0966-22-5207 医療法人蘇春堂 206

190 誠心会東病院 球磨郡あさぎり町岡原北９４６ 0966-45-5711 医療法人誠心会 54

191 堤病院 人吉市下林町２３２ 0966-22-0200 医療法人回生会 55

192 手塚病院 人吉市上青井町１６１ 0966-22-5271 医療法人壭久会 50

193 吉田病院 人吉市下城本町１５０１ 0966-22-4051 医療法人　精翠会 198

194 万江病院 人吉市瓦屋町字典子１７１８－１ 0966-22-2357 医療法人　恵泉会 60

195 人吉リハビリテーション病院 人吉市下新町３５９番地 0966-24-6111 医療法人社団　同心会 57

196 天草厚生病院 天草市有明町小島子１３６０ 0969-25-6111 医療法人社団　平成会 180

197 天草慈恵病院 天草郡苓北町上津深江２７８－１０ 0969-37-1111 社会医療法人　稲穂会 169

198 天草セントラル病院 天草市五和町御領９０９３ 0969-32-2111 医療法人　一陽会 302

199 天草第一病院 天草市今釜新町３４１３－６ 0969-24-3777 医療法人社団　永寿会 128

200 一般社団法人　天草郡市医師会立天草地域医療センター 天草市亀場町食場地蔵円８５４－１ 0969-24-4111
一般社団法人　天草郡市
医師会

210

201 独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央総合病院 天草市東町１０１ 0969-22-0011
独立行政法人地域医療
機能推進機構

155

202 天草病院 天草市佐伊津町５７８９ 0969-23-6111 医療法人　天草病院 437

203 うしぶか心愛病院 天草市二浦町亀浦３１９８ 0969-72-9553 医療法人　木下会 120

204 上天草総合病院 上天草市龍ケ岳町高戸１４１９－１９ 0969-62-1122 上天草市 195

205 酒井病院 天草市本町下河内９６４ 0969-22-4181 医療法人　啓正会 150

206 ニュー天草病院 天草市太田町２－１ 0969-22-3191 医療法人　永輝会 180

207 重症心身障害児施設　はまゆう療育園 天草郡苓北町志岐１０５９ 0969-35-1258 社会福祉法人　慈永会 170

208 福本病院 天草市牛深町１５２２－４６ 0969-73-3131 医療法人社団　福本会 75

209 天草郡市医師会立　苓北医師会病院 天草郡苓北町富岡３６００－３ 0969-35-1133
一般社団法人　天草郡市
医師会

50

210 天草市立　牛深市民病院 天草市牛深町３０５０番地 0969-73-4171 天草市 150

211 国民健康保険　天草市立　新和病院 天草市新和町小宮地７６３番地３ 0969-46-2003 天草市 40

212 天草市立　栖本病院 天草市栖本町馬場２５６０－１４ 0969-66-2165 天草市 70

213 国民健康保険　天草市立　河浦病院 天草市河浦町白木河内２２３番地１１ 0969-76-1151 天草市 99
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②災害拠点病院

№ 名称 住所 電話 備考

1 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺单２－１－１ 096-384-2111 基幹災害拠点病院

2 熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５ 096-353-6501 地域災害拠点病院

3 済生会熊本病院 熊本市单区近見５丁目３番１号 096-351-8000 地域災害拠点病院

4
社会医療法人黎明会
宇城総合病院

宇城市松橋町久具６９１ 0964-32-3111 地域災害拠点病院

5 公立玉名中央病院 玉名市中１９５０番地 0968-73-5000 地域災害拠点病院

6 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１ 0968-44-2185 地域災害拠点病院

7
医療法人社団　川口会
川口病院

菊池市隇府８２３－１ 0968-25-2230 地域災害拠点病院

8 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６ 0967-34-0311 地域災害拠点病院

9
医療法人杏章会
矢部広域病院

上益城郡山都町下馬尾２０４ 0967-72-1121 地域災害拠点病院

10 熊本労災病院 八代市竹原町１６７０ 0965-33-4151 地域災害拠点病院

11 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１ 0966-63-2101 地域災害拠点病院

12 人吉医療センター 人吉市老神町３５ 0966-22-2191 地域災害拠点病院

13 上天草総合病院 上天草市龍ヶ岳町高戸１４１９－１９ 0969-62-1122 地域災害拠点病院

14 天草中央総合病院 天草市東町１０１ 0969-22-0011 地域災害拠点病院
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③救急医療機関

№ 名称 住所 電話 運営主体 定員

1 杉村病院 熊本市中央区本荘３－７－１８ 096-372-3322 医療法人 177

2 九州記念病院
熊本市中央区水前寺公園３－
３８

096-383-2121 医療法人 234

3 慶徳加来病院 熊本市中央区練兵町９８ 096-322-2611 医療法人 50

4 江单病院 熊本市中央区渡鹿５－１－３７ 096-375-1112 一般財団法人 198

5 十善病院
熊本市中央区单熊本３－６－３
４

096-372-2688 医療法人 91

6 東病院 熊本市单区出仲間５－２－２ 096-378-2222 医療法人 63

7 川野病院 熊本市中央区大江６－２５－１ 096-366-3275 医療法人 32

8 熊本脳神経外科病院 熊本市中央区本荘６－１－２１ 096-372-3911 医療法人 60

9 西日本病院
熊本市東区八反田町３－２０－
１

096-380-1111 医療法人 399

10 山口病院 熊本市西区田崎３－１－１７ 096-356-0666 医療法人 72

11 医療法人聖粒会慈恵病院 熊本市西区島崎６－１－２７ 096-355-6131 医療法人 98

12 熊本整形外科病院
熊本市中央区九品寺１－１５－
７

096-366-3666 社会医療法人 204

13 くわみず病院
熊本市中央区神水１－１４－４
１

096-381-2248 医療法人 100

14 済生会熊本病院 熊本市单区近見町５－３－１ 096-351-8000 済生会 400

15 国立病院機構 熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５ 096-353-6501 国立病院機構 550

16 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺单２－１－１ 096-384-2111 日赤 490

17 熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１ 096-344-2111 国立大学法人 848

18 熊本機能病院 熊本市北区山室６－８－１ 096-345-8111 医療法人 410

19 朝日野総合病院 熊本市北区室園町１２－１０ 096-344-3000 医療法人 378

20 熊本中央病院 熊本市单区田井島１－５－１ 096-370-3111 その他 361

21 单部中央病院 熊本市单区单高江６－２－２４ 096-357-3322 医療法人 68

22 くまもと森都総合病院 熊本市中央区大江３－２－６５ 096-364-6000 医療法人 199

23 整形外科井上病院 熊本市中央区本荘町６４４ 096-364-5511 医療法人 85

24 嶋田病院 熊本市中央区練兵町２４ 096-324-3515 医療法人 48

25 表参道吉田病院 熊本市中央区北千反畑町２－５ 096-343-6161 医療法人 126

26 青磁野リハビリテーション病院 熊本市西区島崎２－２２－１５ 096-354-1731 医療法人 232

27 武蔵ヶ丘病院 熊本市北区楠７－１５－１ 096-339-1161 医療法人 145

28 寺尾病院 熊本市北区小糸山町７５９ 096-272-0601 医療法人 130

29 御幸病院
熊本市单区御幸笛田６－７－４
０

096-378-1166 医療法人 186

30 桜十字病院 熊本市单区御幸木部１－１－１ 096-378-1111 医療法人 641

31 平成とうや病院 熊本市单区出仲間８－２－１５ 096-379-0108 医療法人 110

32 城单病院 熊本市单区城单町舞原無番地 0964-28-2555 医療法人 198
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員

33 帯山中央病院 熊本市中央区帯山４－５－１８ 096-382-6111 医療法人 76

34 高野病院 熊本市中央区帯山４－２－８８ 096-384-1011 社会医療法人 166

35 熊本市立植木病院
熊本市北区植木町岩野２８５－
２９

096-273-2111 市町村 141

36 竜山内科リハビリテーション病院 熊本市北区室園町10-17 096-344-3311 医療法人 238

37 熊本泌尿器科病院 熊本市中央区新町4丁目7-22 096-354-6781 医療法人 52

38 国民健康保険宇城市民病院 宇城市松橋町豊福５０５ 0964-32-0335 市町村 45

39 国立病院機構 熊本单病院 宇城市松橋町豊福２３３８ 0964-32-0826 国立病院機構 172

40 宇城総合病院 宇城市松橋町久具６９１ 0964-32-3111 社会医療法人 204

41 済生会みすみ病院 宇城市三角町波多７７５－１ 0964-53-1611 済生会 128

42 天草郡市医師会立天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１ 0969-24-4111 一般社団法人 210

43 天草慈恵病院 苓北町上津深江２７８－１０ 0969-37-1111 社会医療法人 169

44 天草中央総合病院 天草市東町１０１ 0969-22-0011 ＪＣＨＯ 155

45 上天草市立上天草総合病院
上天草市龍ヶ岳町高戸１４１９
－１９

0969-62-1122 市町村 195

46 天草第一病院 天草市今釜新町３４１３－６ 0969-24-3777 医療法人社団 128

47 天草市立牛深市民病院 天草市牛深町３０５０ 0969-73-4171 市町村 148

48 国民健康保険天草市立河浦病院
天草市河浦町白木河内２２３－
１１

0969-76-1151 市町村 99

49 国民健康保険天草市立新和病院 天草市新和町小宮地７６３－３ 0969-46-2003 市町村 40

50 天草市立栖本病院 天草市栖本町馬場２５６０－１４ 0969-66-2165 市町村 70

51 荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００ 0968-63-1115 市町村 274

52 公立玉名中央病院 玉名市中１９５０ 0968-73-5000 市町村 302

53 国民健康保険和水町立病院 玉名郡和水町江田４０４０ 0968-86-3105 市町村 91

54 玉名郡市医師会立玉名地域保健医療センター 玉名市玉名２１７２ 0968-72-5111 一般社団法人 150

55 三森循環器科・呼吸器科病院 山鹿市大橋通１２０４ 0968-42-1234 医療法人 58

56 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１ 0968-44-2185 市町村 201

57 保利病院 山鹿市古閑９８４ 0968-43-1212 医療法人 120

58 山鹿中央病院 山鹿市山鹿１０００ 0968-43-6611 医療法人 120

59 熊本セントラル病院 菊池郡大津町室９５５ 096-293-0555 医療法人 308

60 菊池郡市医師会立病院 菊池市大琳寺７５－３ 0968-25-2191 一般社団法人 124

61 菊池中央病院 菊池市隇府４９４ 0968-25-3141 医療法人 144

62 岸病院 菊池市泗水町豊水３３８８－１ 0968-38-2750 医療法人 64

63 熊本リハビリテーション病院 菊池郡菊陽町曲手７６０ 096-232-3111 社会医療法人 225

64 川口病院 菊池市隇府８２３－１ 0968-25-2230 医療法人 60

65 菊陽台病院 菊池郡菊陽町久保田２９８４ 096-232-1191 医療法人 139
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№ 名称 住所 電話 運営主体 定員

66 国立病院機構 熊本再春荘病院 合志市須屋２６５９ 096-242-1000 国立病院機構 513

67 阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧１１５３－１ 0967-32-0881 医療法人 260

68 小国公立病院 阿蘇郡小国町宮原１７４３ 0967-46-3111 市町村 75

69 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６ 0967-34-0311 市町村 124

70 大阿蘇病院 阿蘇市一の宮町宮地５８３３ 0967-22-2111 医療法人 154

71 山都町包括医療センターそよう病院 上益城郡山都町滝上４７６－２ 0967-83-1122 市町村 57

72 労働者健康安全機構 熊本労災病院 八代市竹原町１６７０ 0965-33-4151 労働者健康安全機構 410

73 熊本総合病院 八代市通町１０－１０ 0965-32-7111 ＪＣＨＯ 344

74 国保水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１ 0966-63-2101 市町村 401

75 岡部病院 水俣市桜井町３－３－３ 0966-63-3311 医療法人 149

76 人吉医療センター 人吉市老神町３５ 0966-22-2191 ＪＣＨＯ 252

77 球磨病院 人吉市上青井町１７６ 0966-22-3121 医療法人 160

78 外山胃腸病院 人吉市单泉田町　１ 0966-22-3221 医療法人 108

79 球磨郡公立多良木病院 球磨郡多良木町多良木４２１０ 0966-42-2560 市町村 199

80 熊本地域医療センター
熊本市中央区本荘５－１６－１
０

096-363-3311 一般社団法人 227

81 八代市立病院 八代市妙見町１４５ 0965-33-3620 市町村 96

82 八代北部地域医療センター 八代郡氷川町今１５１－１ 0965-53-5111 一般社団法人 80

83 天草郡市医師会立苓北医師会病院 天草郡苓北町富岡３６００－３ 0969-35-1133 一般社団法人 50
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No 診療所名 所在地 電話番号 開設者

1 住友生命保険相互会社熊本支社医務室 熊本市中央区花畑町９－２４　２Ｆ 096-355-2303 住友生命保険相互会社

2 すえふじ医院 熊本市中央区出水１－５－３８ 096-375-0375 医療法人社団  藤榮会

3 田島内科クリニック 熊本市中央区单千反畑町１１－１ 096-325-3888 田島  弘

4 水前寺脳神経外科医院 熊本市中央区水前寺３－３０－４０ 096-384-0186 医療法人社団  良明会

5 構医クリニック新水前寺 熊本市中央区国府１－１－９－２Ｆ 096-363-5031 住岡  輝明

6 あけぼの第２クリニック 熊本市中央区本山３－１－２ 096-353-2510 医療法人社団  松下会

7 白山あらき胃腸科肛門科内科 熊本市中央区菅原町７－１２ 096-363-8880 荒木  啓介

8 赤坂外科内科クリニック 熊本市東区新外３－９－６７ 096-367-6980 医療法人社団  赤坂会

9 あらき循環器内科 熊本市中央区西子飼町７－６ 096-346-0570 荒木  春夫

10 有馬医院 熊本市中央区新大江２－２１－１ 096-364-1002 有馬  庸一

11 大塚内科 熊本市東区花立５－１－３６ 096-365-7855 大塚  恵一

12 小沢医院 熊本市中央区单熊本４－３－２０ 096-371-2231 医療法人社団  イチイ会

13 阿部皮膚科医院 熊本市中央区下通１－１－１４ マテリア８ビル３階 096-322-8103 阿部  重夫

14 岡耳鼻咽喉科医院 熊本市東区花立２－１６－２４ 096-369-0717 医療法人社団  香聖会

15 地方職員共済組合熊本診療所 熊本市中央区水前寺６－１８－１ 096-333-2078 地方職員共済組合

16 熊谷耳鼻咽喉科医院 熊本市中央区单坪井町４ー１９ 096-352-1521 熊谷  直賢

17 熊本県赤十字血液センター 熊本市東区長嶺单２－１－１ 096-384-6727 日本赤十字社

18 清田循環器科内科医院 熊本市東区沼山津３－６－３ 096-365-3322 医療法人社団  清田会

19 熊本刑務所医務課診療所 熊本市中央区渡鹿７－１２－１ 096-364-3165 法務省

20 桑原産科婦人科医院 熊本市東区桜木２－２－６ 096-365-4103 桑原  仁

21 外科内科　池田医院 熊本市中央区八王寺町１２－３１ 096-378-2231 池田  昭二

22 井内科クリニック 熊本市中央区水前寺４－３０－２３ 096-383-0291 医療法人社団  清泉会

23 石川整形外科リウマチ科 熊本市单区田井島２丁目3-47 096-379-6800 石川  浩一郎

24 水前寺胃腸科・外科 熊本市中央区水前寺３－３－２８ 096-384-1930 稲田  正雄

25 石原外科・胃腸科医院 熊本市单区八幡７－３－１４ 096-357-9201 石原  信彦

26 絹脇内科 熊本市中央区水前寺公園１５－３７ 096-385-1188 医療法人  平成会

27 緒方医院 熊本市单区奥古閑町１６８８ 096-223-1000 緒方  賢治

28 小山眼科クリニック 熊本市中央区安政町１－２３ 金井ビル３Ｆ 096-326-1152 小山  哲郎

29 片岡整形外科医院 熊本市東区新生２－４－２ 096-368-3259 片岡  泰文

30 桑原クリニック 熊本市中央区单熊本２－１１－２７ 096-362-3511 医療法人  邦真会

31 熊本皮ふ科形成外科 熊本市中央区帯山３－３７－１５ 096-382-0006 医療法人社団  藤樹会

32 日本赤十字社熊本健康管理センター 熊本市東区長嶺单２－１－１ 096-384-3100 日本赤十字社

33 天神内科医院 熊本市中央区大江６－２２－１１ 096-366-2233 医療法人社団　天神会

34 片岡内科医院 熊本市单区八幡１１－１８－８ 096-357-8155 片岡  宏一郎

35 冨野内科医院 熊本市東区長嶺单４－１０－１８ 096-383-8211 冨野  新八郎

36 戸山外科胃腸科医院 熊本市東区小峯２－５－３３ 096-365-2222 医療法人社団  東陵会

37 津野田内科医院 熊本市東区東京塚町１－３２ 096-381-5259 医療法人  医誠会

38 そのだ脳神経外科医院 熊本市東区画図町所島１３５－１ 096-379-3888 医療法人社団  画図園友会

39 原口循環器科内科医院 熊本市東区保田窪２－１－４ 096-383-3880 医療法人社団　原口会

40 林田クリニック 熊本市中央区萩原町３－２１ 096-379-7755 医療法人社団　林田クリニック

41 橋口医院 熊本市中央区渡鹿５丁目１７－２６ 096-364-2821 医療法人社団　橋口医院

42 橋本行生内科 熊本市中央区水前寺２－２５－１６ 096-387-1363 橋本　行則

43 閌内科循環器科医院 熊本市单区田迎６－１１－４３ 096-379-2323 閌　義憲

44 古賀クリニック 熊本市中央区本山４－１－４３ 096-324-1201 古賀　裕

45 くわみず病院附属平和クリニック 熊本市中央区本荘２－１５－１８ 096-371-4751 社会医療法人　芳和会

46 福島循環器科内科医院 熊本市東区健軍１－１０－２ 096-367-9655 福島　敬祐

47 坂本内科循環器科医院 熊本市東区江津２丁目２６－２０ 096-366-2580 坂本　安弘

48 佐田クリニック 熊本市中央区渡鹿４－１０－７ 096-372-5577 佐田　英信

49 桜間脳神経外科 熊本市中央区妙体寺町５－２ 096-343-2511 医療法人　博和会

50 福永耳鼻咽喉科医院 熊本市中央区新屋敷１－２１－７ 096-371-2101 医療法人　福永会

51 蛇島肛門科外科 熊本市中央区出水１－６－１３ 096-364-2002 桑原　知明

④診療所
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52 福山整形外科医院 熊本市中央区水道町１－２３ 加地ビル５，６Ｆ 096-353-3810 加地　絋

53 ゆのはら産婦人科医院 熊本市中央区单熊本５－９－３ 096-372-1110 柚原　健男

54 熊本眼科医院 熊本市中央区九品寺２－２－１ 096-371-6133 医療法人　仁和会

55 特別養護老人ホームみゆき園医務室 熊本市单区御幸笛田６丁目6-71 096-379-3666 社会福祉法人　健成会

56 鳥谷医院 熊本市中央区九品寺５－７－１２ 096-371-9660 医療法人　鳥谷会

57 瀬口医院 熊本市单区白藤２丁目2-38 096-357-9475 瀬口　良三郎

58 総合保健センター 熊本市東区東町４－１１－２ 096-365-8800 公益財団法人　熊本県総合保健センター

59 ヤマサキ胃腸科クリニック 熊本市单区馬渡２－１２－２１ 096-379-6151 医療法人社団　謙心会

60 福光内科循環器科 熊本市中央区新大江２－２３－２２ 096-362-2228 福光　圭輔

61 福間レディースクリニック 熊本市中央区帯山３－１５－１０ 096-382-3600 福間　啓造

62 軽費老人ホーム富貴苑医務室 熊本市单区御幸笛田６丁目6-70 096-378-1666 社会福祉法人　健成会

63 冬田循環器科内科医院 熊本市東区長嶺東２－１－１０ 096-389-0030 冬田　昌利

64 とくべ内科クリニック 熊本市東区長嶺東８丁目１番４７号 096-380-1030 医療法人社団　徳部会

65 村田外科･胃腸科･ひふ科医院 熊本市中央区本山１丁目－５－１６ 096-356-3232 医療法人村田会

66 いんでレディースクリニック 熊本市東区新生２－３－６ 096-367-2333 医療法人社団　新生会

67 宮﨑耳鼻咽喉科医院 熊本市中央区萩原町７－３０ 096-379-0606 医療法人社団　桜樹会

68 前野胃腸科クリニック 熊本市单区平成２丁目７－２１ 096-370-1511 前野　正伸

69 三井小児科医院 熊本市東区尾ノ上４－１１－２４８ 096-369-4848 医療法人社団　祐慈

70 渡辺医院 熊本市東区画図町下無田１４６５－１ 096-378-7330 渡辺　亨

71 吉田小児科内科医院 熊本市東区東京塚町１８－３４ 096-381-0511 吉田　典生

72 山田外科クリニック 熊本市中央区草葉町２－３１ 096-352-5994 山田　絋

73 前田内科医院 熊本市中央区上水前寺１－１－２６ 096-381-2548 前田　毅

74 中熊内科胃腸科外科医院 熊本市单区並建町５１８ 096-227-0023 中熊　健一朗

75 特別養護老人ホーム天寿園 熊本市单区奥古閑町４３７５番１ 096-223-0533 社会福祉法人　寿量会

76 戸島中央クリニック 熊本市東区戸島西１丁目２７－２６ 096-367-6000 内田　明

77 八木産婦人科医院 熊本市中央区水前寺１－１９－５ 096-383-2311 医療法人社団　志成会

78 堀江内科医院 熊本市中央区新大江３－１７－３ 096-383-2458 堀江　建

79 松本外科内科医院 熊本市中央区新市街１２－５ 096-352-0338 医療法人社団　松本外科医院

80 西内科クリニック 熊本市中央区九品寺３－９－３ 096-364-2636 医療法人社団　西会

81 特別養護老人ホームバラ苑医務室 熊本市東区小山町１７８１ 096-380-2321 社会福祉法人　日生会

82 三隅医院 熊本市单区川尻４－７－３３ 096-357-9446 三隅　一彦

83 みとま神経内科クリニック 熊本市中央区新大江２－５－１２ 096-372-3133 医療法人社団　映和

84 医療法人　健軍クリニック 熊本市東区新生２丁目２－２ 096-367-6666 医療法人　健軍クリニック

85
特別養護老人ホーム
　おとなの学校　八角堂校医務室

熊本市西区花園２丁目１０－１６ 096-322-7255 社会福祉法人　照敬会

86 朊暁苑 熊本市東区小山町２２１０ 096-388-0333 社会福祉法人　託麻会

87 慈愛園パウラスホーム診療所 熊本市中央区神水１－１４－１ 096-384-1727 社会福祉法人　慈愛園

88 慈愛園老人ホーム診療所 熊本市中央区神水１－１４－１ 096-383-2648 社会福祉法人　慈愛園

89 島添小児科医院 熊本市单区单高江７－９－４０ 096-358-2500 島添　健輔

90 澁江産科婦人科 熊本市東区花立３－２９－２０ 096-365-5050 医療法人社団　橘公會

91 土井医院 熊本市单区銭塘町２０２９－５ 096-223-0252 土井　理

92 三浦内科クリニック 熊本市中央区中央街１－２７ 096-323-0732 三浦　洋

93 あわい眼科医院 熊本市東区八反田１－９－２ 096-383-2005 医療法人社団　粟井会

94 内科・熊本クリニック 熊本市東区沼山津４ー１ー１ 096-367-4681 医療法人社団　中下会

95 きたの胃腸科内科クリニック 熊本市東区東本町１－４３ ＫＲビル 096-367-2525 医療法人 きたの胃腸科内科ｸﾘﾆｯｸ

96 豊田消化器外科医院 熊本市東区江津１丁目３０－２０ 096-371-4835 医療法人社団　豊徳会

97 土井内科胃腸科医院 熊本市单区砂原町３４１ 096-227-1818 医療法人社団　心英

98 上野クリニック 熊本市中央区本荘町６７１－１ 096-371-2020 上野洋一

99 町野胃腸科外科 熊本市東区東野２丁目４－６ 096-369-8071 町野　健輔

100 外科眼科　何医院 熊本市单区幸田２丁目７－３０ 096-378-5171 医療法人社団　英会

101 陸上自衛隊健軍駐とん地医務室 熊本市東区東町１－１－１ 096-368-5111 防衛省

102 水前寺大腸肛門科医院 熊本市中央区水前寺３－５－１１ 096-381-2241 医療法人社団　水前寺大腸肛門科医院

103 成田クリニック 熊本市東区江津１丁目１－１ 096-363-7771 医療法人社団　恵水会
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104 はっとり心療クリニック
熊本市中央区水前寺１－２１－３０
－２０１ 　ﾒｲﾌｪｱ水前寺

096-382-1324 朋部　陵子

105 はくざん胃腸科・循環器科クリニック 熊本市中央区菅原町１－１８ 096-364-6060 井手上　邦雄

106 特別養護老人ホーム　シルバー日吉診療所 熊本市单区平成２丁目６－９ 096-370-0055 社会福祉法人　熊本单福祉会

107 広重耳鼻咽喉科医院 熊本市東区新外２－５－１２ 096-368-6110 医療法人社団　広健会

108 武藤泌尿器科クリニック 熊本市東区東野２－２－１ 096-365-0511 武藤　真二

109 宮脇クリニック 熊本市中央区出水５－１１－２４－１号 096-366-3181 医療法人　湧志会

110 山口外科内科医院 熊本市東区榎町３－１ 096-367-2100 医療法人社団　榎会

111 あけぼのクリニック 熊本市单区白藤５丁目１－１ 096-358-7211 医療法人社団　松下会

112 髙村耳鼻咽喉科医院 熊本市東区保田窪５－１０－２６ 096-382-8700 医療法人　髙村会

113 産科・婦人科　うしじまクリニック 熊本市单区田迎４－７－２３ 096-379-2727 医療法人　英会

114 明芳会診療所 熊本市東区長嶺单４－１２－６５ 096-387-2200 社会福祉法人　明芳会

115 永田耳鼻咽喉科医院 熊本市单区日吉２丁目７－５５ 096-357-3881 医療法人　雅美会

116 かまた眼科クリニック 熊本市東区長嶺单２－４－１１ 096-381-8632 医療法人　かまた眼科クリニック

117 木村胃腸科内科医院 熊本市单区八幡１１－７－１ 096-357-5221 医療法人社団　憲鈴会

118 井上整形外科クリニック 熊本市中央区琴平本町３－４３ 096-364-5510 医療法人社団　藤浪会

119 ぺえ小児科内科医院 熊本市单区八分字町８９－１ 096-227-3163 医療法人社団　星州会

120 斎藤耳鼻咽喉科医院 熊本市中央区神水１丁目３３－１６ 096-381-5375 斎藤　龍也

121 特別養護老人ホーム　こぼり苑 熊本市单区護藤町１５８６ 096-358-5688 社会福祉法人　上ノ郷福祉会

122 大宮整形外科医院 熊本市单区单高江７－９－５２ 096-358-3166 医療法人社団　大宮会

123 原口胃腸科内科クリニック 熊本市单区田迎４丁目８－１２ 096-370-2088 原口　修

124 医療法人社団  上塚会　上塚外科医院 熊本市单区川尻６丁目３－１５ 096-357-5711 医療法人社団  上塚会

125 たかき消化器内科 熊本市東区花立２丁目６－８ 096-331-3113 高木　功

126 北野小児科医院 熊本市单区近見２丁目２－３０ 096-352-8990 北野　昭人

127 竹下外科整形外科医院 熊本市中央区大江５丁目４－２４ 096-372-6411 医療法人　竹下外科整形外科医院

128 石原・伊牟田内科 熊本市中央区水前寺２－１９－８ 096-383-3448 医療法人　瑞恭会

129 八王寺町クリニック 熊本市中央区八王寺町１６－７３ 096-378-6880 医療法人社団　林生会

130 宮竹小児科医院 熊本市東区沼山津２丁目１－２ 096-360-2260 医療法人　わらべ会

131 特別養護老人ホーム　ライフケア花みずき　医務室 熊本市中央区出水７丁目９０－１ 096-370-6511 社会福祉法人　ゆりえ会

132 直海内科クリニック　 熊本市中央区本山町７８ 096-352-6631 直海　晶二郎

133 特別養護老人ホーム　ハーモニー医務室 熊本市東区秋津町秋田１７１－３ 096-360-5050 社会福祉法人　はちす福祉会

134 六反田内科・循環器科 熊本市单区島町４丁目１４－３０ 096-358-6010 医療法人社団　六花会

135 仁誠会クリニック新屋敷 熊本市中央区新屋敷１丁目１４－２ 096-211-5151 医療法人社団　仁誠会

136 本多内科医院 熊本市中央区帯山３丁目８－６１ 096-381-2552 本多　恵

137 いなだ眼科 熊本市西区花園２丁目１－５８ 096-311-2830 医療法人稲田会

138 あそうだ整形外科クリニック 熊本市北区麻生田２丁目１４番８号 096-337-6611 医療法人せいすい会

139 うちの産婦人科 熊本市单区八幡５丁目１０－１２ 096-288-5566 医療法人　内野会

140 小島眼科 熊本市中央区坪井４丁目５－２１ 096-344-8858 医療法人　点睛

141 東部クリニック 熊本市東区秋津新町１－２８ 096-369-3331 医療法人社団　知新会

142 秋津レークタウンクリニック 熊本市東区秋津町秋田３４４１番地２０ 096-368-6007 医療法人　社団　熊本労安会

143 三嶋内科 熊本市北区武蔵ヶ丘８丁目４－６１ 096-339-6000 医療法人　聖英会

144 みずもとこどもクリニック 熊本市西区上代4丁目12-10 096-325-1238 医療法人社団仁愛会　

145 川原整形外科 熊本市中央区新大江２丁目１９－１５ 096-362-2400 川原　康二

146 藤川医院 熊本市東区水源１丁目１８－２ 096-368-2447 医療法人社団　藤川医院

147 西村内科医院 熊本市東区花立１丁目４－１０ 096-214-7001 医療法人社団　弘史会　

148 田上内科クリニック 熊本市東区東本町１－１ 田上ビル 096-214-1011 田上　典郎

149 村上クリニック 熊本市中央区迎町１丁目１－１３ 096-354-1798 村上　俊朗

150 いずみ整形外科 熊本市单区鳶町2丁目8番11号 096-358-7000 医療法人　清伸会

151 たけの胃腸科内科 熊本市单区野口２丁目12-1 096-320-2555 藤岡　優一

152 宇野耳鼻咽喉科・アレルギー科医院 熊本市東区秋津新町１－１ 096-368-2628 医療法人　悠宇会

153 村上耳鼻咽喉科医院 熊本市西区池田１丁目３２－６６ 096-351-8733 医療法人社団　村上会

154 村上内科循環器科医院 熊本市中央区本山４丁目１－１５ 096-353-6201 村上　義敬

155 沢田内科医院 熊本市中央区帯山４丁目２１－２２ 096-382-6401 医療法人社団メディカルアクセス
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156 有明海リハビリテーションクリニック 熊本市单区奥古閑町４３７５番地３ 096-223-2175 医療法人社団　寿量会

157 吉田耳鼻咽喉科クリニック 熊本市北区飛田３丁目９－２２ 096-346-2888 医療法人　誠香会

158 阿部内科医院 熊本市中央区本荘６丁目１２－１４ 096-362-4008 医療法人　阿部内科医院

159 片瀨内科医院 熊本市中央区八王寺町３６－４１ 096-379-3111 医療法人社団　片瀨会

160 小島内科小児科医院 熊本市中央区帯山５丁目２５－２７ 096-381-9852 医療法人社団　こぶし小島会

161 特別養護老人ホーム あいこう医務室 熊本市北区清水新地３丁目５－３３ 096-348-0660 社会福祉法人 愛光会

162 なかがわ整形 熊本市北区武蔵ヶ丘２丁目２番２号 096-386-3188 医療法人 フォーチュン

163 上通りメンタルクリニック 熊本市中央区上通町５－２０ セントラルハイツ２０２ 096-211-0632 橋村  哲男

164 京塚クリニック 熊本市中央区帯山３丁目３８－１３ 096-213-2511 青木　了

165 すどう・きたの医院 熊本市中央区新大江１丁目５－１３ 096-364-3635 医療法人社団　貞恕会　すどう・きたの医院

166 中村こころのクリニック 熊本市单区田迎４丁目９－３６ ＫＳビル１０２号 096-334-3556 中村　能文

167 上原胃腸科外科小児科クリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目８－２３ 096-337-3884 医療法人社団　草生会

168 ひらやまクリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘５丁目２３－７ 096-337-8838 医療法人社団　英山会

169 魚返外科胃腸科医院 熊本市東区三郎２丁目１－１７ 096-381-0805 魚返　英寛

170 室原内科・小児科 熊本市中央区国府１丁目１１－９ 096-364-3080 医療法人　室原会

171 おがた胃腸科内科 熊本市单区平田１丁目１３－６ 096-212-3933 緒方  宏行

172 田代産婦人科医院 熊本市中央区大江４丁目５－５ 096-362-1414 田代　正道

173 仁誠会クリニックながみね 熊本市東区戸島西２丁目３－１０ 096-331-2211 医療法人社団　仁誠会

174 松原リウマチ科・整形外科 熊本市東区月出５丁目３－１５ 096-214-0551 医療法人社団　星輝会

175 森永上野胃・腸・肛門科 熊本市中央区坪井６丁目22-1 096-346-0111 医療法人　ウッドメッド会

176 熊本放射線外科 熊本市中央区出水７丁目９０－２ 096-370-0712 医療法人社団　人優会

177 西村クリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目３－１１ 096-337-6600 医療法人　二葉会

178 もりの木クリニック 熊本市東区長嶺单３丁目８番１１２号 096-387-3212 医療法人社団　杜の木会

179 特別養護老人ホーム　さくらの苑医務室 熊本市西区松尾町近津１３６１番地 096-311-4333 社会福祉法人　諒和会

180 守屋医院 熊本市東区若葉３丁目９－２ 096-214-0177 守屋　信英

181 柏木医院 熊本市中央区坪井２丁目８－１７ 096-343-5108 柏木  孝史

182 平岡内科クリニック 熊本市東区長嶺西１丁目6-95 096-340-8617 平岡　武典

183 寒野整形外科医院 熊本市中央区出水１丁目７－３０ 096-363-2100 寒野　龍弘

184 レディースクリニックなかむら 熊本市東区長嶺单１丁目５－４８ 096-213-1555 医療法人　　愛光会

185 橋本整形外科内科 熊本市北区改寄町２３８０－５ 096-272-0052 医療法人　裕和会

186 健軍熊本泌尿器科 熊本市東区健軍３丁目５０－１ 096-331-7477 医療法人　野尻会

187 おかもとクリニック 熊本市東区月出２丁目４－１ 096-386-5553 岡本  美保

188 アクアつかさクリニック 熊本市北区鶴羽田１丁目１４－１ 096-345-0680 藤本　英司

189 夢診療所 熊本市中央区萩原町２－８ 096-214-8477 渡邊  興光

190 ながみね田村整形外科 熊本市東区戸島西３丁目１－３９ 096-331-3210 医療法人優和会

191 河本内科・小児科クリニック 熊本市北区徳王１丁目７番１号 096-323-6300 医療法人　清河会

192 末次内科 熊本市西区上高橋２丁目１３－６ 096-329-4755 医療法人　セントラルファイブ

193 さかぐち小児科医院 熊本市東区戸島西３丁目１－３５ 096-331-7772 医療法人　正实会

194 川口内科クリニック 熊本市東区湖東１丁目２番１９号 096-214-0055 医療法人社団　祐湧会

195 佐伯内科クリニック 熊本市中央区神水１丁目３５－１５ 096-349-8393 佐伯　敬

196 あやの第一クリニック 熊本市東区長嶺单１丁目２－１０ 096-387-3800 綾野　義博

197 鶴屋百貨店　健康管理室 熊本市中央区安政町３－３５ 096-356-2111 株式会社　鶴屋百貨店

198 特別養護老人ホーム　さわらび診療所 熊本市北区龍田町弓削８６４－１ 096-386-3855 社会福祉法人　熊本菊寿会

199 河野整形外科医院 熊本市中央区世安町４７ 096-362-2811 河野 淳亮

200 ひぐち小児科・小児外科 熊本市東区花立５丁目９－１６ 096-331-0021 樋口 章浩

201 よしむた総合診療所 熊本市東区小山６丁目１０－１５ 096-380-5442 医療法人社団　日生会

202 ひがし眼科医院 熊本市单区出仲間１丁目５－２４ 096-379-3737 医療法人　修真会

203 野津原内科医院 熊本市中央区黒髪６丁目1-23 096-343-0720 医療法人　杏友会

204 西部脳神経外科内科 熊本市西区上代7丁目２９－２０ 096-329-6611 医療法人　順風会

205 後藤内科クリニック 熊本市单区御幸笛田４丁目１４－２３ 096-370-1110 医療法人社団　響会

206 安政町メディカルクリニック 熊本市中央区安政町６－２８ 096-356-0333 医療法人社団 フィリア会

207 なかがわ内科クリニック 熊本市中央区横手１丁目8-5 096-325-5050 中川　いづみ

208 さくら小児科 熊本市单区出仲間9丁目7番30号 096-379-6573 医療法人 青垣会
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209 川島整形外科 熊本市中央区子飼本町1-13 096-345-2666 医療法人社団川島会

210 魚住クリニック 熊本市中央区出水７丁目３６－２５ 096-370-7111 医療法人　光陽会

211 くまもと麻酔科クリニック 熊本市東区沼山津1丁目3-1 サンセール健軍東 096-360-0500 東　兼充

212 髙田千年クリニック 熊本市中央区新町１丁目８番１７号 096-351-3005 医療法人　千年会

213 牧野けんじ皮ふ科医院 熊本市中央区北千反畑町1番28号 096-215-1212 医療法人　公健会

214 北部脳神経外科・神経内科 熊本市北区楠野町1067-1 096-275-2468 医療法人社団　郁栄会

215 水前寺皮フ科医院 熊本市中央区水前寺2丁目１９－３ 096-382-4551 医療法人社団　税田会

216 特別養護老人ホーム　るり苑　医務室 熊本市東区上单部１丁目１６番３６号 096-388-2121 社会福祉法人　白川直会会

217 大山皮膚科医院 熊本市单区近見１丁目４番15号 096-326-3355 医療法人社団　可愛山会

218 にこにこ健康相談室 熊本市中央区帯山７丁目９－１３０ 096-383-7312 江﨑　真澄

219 くまもと発育クリニック 熊本市北区室園町20-40 096-346-8219 岡田　稔久

220 堤整形外科クリニック 熊本市中央区大江１丁目２０－２ 096-361-1881 医療法人社団　大江会

221 松野皮ふ科・形成外科 熊本市单区田迎2丁目18番20号 096-370-4112 医療法人社団松野皮ふ科形成外科

222 松元整形・外科 熊本市北区飛田４丁目１０－１０ 096-345-3993 医療法人　順徳会

223 寺原診療所 熊本市中央区壺川２丁目10-5 壺川ビル1階 096-323-4160 橋本　泰嘉

224 くまなんヒコクリニック 熊本市中央区萩原町１７番１７号 096-370-2000 医療法人　邦洋会

225 胃腸科・内科こうせいクリニック 熊本市单区白藤１丁目21-91 096-357-5511 医療法人　胃腸科・内科こうせいクリニック

226 ささおか整形外科リハビリテ－ションクリニック 熊本市单区田迎1丁目6－5 096-334-3111 医療法人　ささおか整形外科クリニック

227 水本整形外科・いわした内科 熊本市中央区国府２丁目１７－３４ 096-362-3311 医療法人社団　翔輝会

228 医療法人　腎生会　中央仁クリニック 熊本市東区下江津8丁目3-23 096-334-6655 医療法人　腎生会

229 小山内科クリニック 熊本市中央区城東町４－２ 096-322-5809 医療法人　アクティブエイジング研究所

230 県庁前クリニック 熊本市中央区水前寺６丁目２３－１５ 096-385-7168 医療法人　社団　県庁前クリニック

231 川尻尾﨑内科 熊本市单区川尻５丁目１－６２ 096-357-9115 医療法人 社団 紘会

232 あだち内科胃腸科 熊本市北区龍田7丁目36番40号 096-338-1888 医療法人社団　龍安

233 中村整形外科 熊本市西区池田２丁目５番２２号 096-323-7770 医療法人　聖孝会

234 よやすクリニック 熊本市中央区世安町231-9 096-322-0353 中田　滋寛

235 ヘルスアートクリニックくまもと 熊本市中央区花畑町1-1 三井生命ビル１F 096-319-5656 中原　和彦

236 なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 熊本市单区田迎４丁目９番４１号 096-370-6000 医療法人　幸会

237 ゆめの里診療所 熊本市西区河内町野出3番地1 096-277-3055 社会福祉法人　明悠会

238 特別養護老人ホーム　みかんの丘　医務室 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番地2 096-278-4055 社会福祉法人　陽光

239 熊本県福祉総合相談所診療所 熊本市東区長嶺单２丁目３－３ 096-381-4411 熊本県

240 浦本医院 熊本市西区春日2丁目11番16号 096-352-2960 医療法人　龍生会

241 清水まんごくクリニック 熊本市北区清水万石4丁目1番5号 096-341-1325 医療法人社団　清水まんごくクリニック

242 砥上内科胃腸科医院 熊本市中央区黒髪6丁目２７－１ 096-345-8211 砥上　幸一郎

243 特別養護老人ホーム　シルバーピアさくら樹　医務室 熊本市東区佐土原３丁目１２－２６ 096-365-5533 社会福祉法人　百八会

244 熊本県赤十字血液センター　下通り出張所 熊本市中央区下通１丁目８－２９ 三国屋ビル２F 096-325-9218 日本赤十字社

245 よもぎクリニック 熊本市北区四方寄町１４１１－９ 096-275-6088 医療法人　松实会

246 しまだ内科クリニック 熊本市中央区黒髪５－４－４８ 096-341-1360 島田　達也

247 熊本ホームケアクリニック 熊本市中央区神水１－１９－２１ セイケイビル１０１ 096-387-2918 井田　栄一

248 みねとまクリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘２丁目１－３０ 096-337-3370 峯苫　智明

249 宮川眼科クリニック 熊本市北区清水新地6丁目2番72号 096-348-1860 宮川　真一

250 吉井皮ふ科 熊本市東区健軍本町５２－３ 096-331-5253 医療法人　吉井会

251 桜町クリニック 熊本市中央区桜町2番17号 第2甲斐田ビル1F 096-312-1900 西村　紀久夫

252 田嶋外科内科医院 熊本市西区田崎２丁目２－４８ 096-355-6900 医療法人　田嶋会

253 大林新地クリニック 熊本市北区清水新地7丁目9番22号 096-386-3337 医療法人弘智会

254 竹下内科医院 熊本市中央区大江５丁目４－６ 096-211-5171 医療法人竹下内科医院

255 くろかみ心身クリニック 熊本市中央区黒髪1丁目3番16号 096-343-6682 医療法人寺岡会

256 さくらクリニック 熊本市北区麻生田５丁目１３－８ 096-337-3677 医療法人社団　さくら

257 岡﨑麻酔科クリニック 熊本市東区長嶺单５丁目１－１７ 096-369-0616 岡﨑　止雄

258 久光クリニック 熊本市中央区米屋町1丁目16-1 PSビル101号 096-319-1181 久光　正太郎

259 特別養護老人ホーム　力合つくし庵　医務室 熊本市单区合志４丁目３－５０ 096-357-2941 社会福祉法人　三顧会

260 佐々木脳神経外科 熊本市单区荒尾１丁目８－６３ 096-358-7814 医療法人　浩徳会

261 白藤耳鼻咽喉科クリニック 熊本市单区白藤１丁目２６－１５ 096-320-0555 医療法人社団　ゆたか会
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262 島崎井上クリニック 熊本市西区島崎４丁目１１－１９ 096-322-8333 医療法人　博済会

263 平井皮膚科・アレルギー科 熊本市北区武蔵ヶ丘４丁目１０－２５ 096-348-1877 医療法人社団　平井会

264 医療法人　くだか眼科 熊本市西区池田1丁目１４－８０ 096-325-8200 医療法人　くだか眼科

265 ふじの医院 熊本市单区良町１丁目６－３６ 096-214-8990 医療法人社団　ふじの医院

266 みわクリニック 熊本市中央区帯山５丁目８番２２号 096-381-6666 医療法人社団　秋月会

267 藤木皮膚科クリニック 熊本市中央区呉朋町２丁目３６－１ 096-356-4112 医療法人社団恵藤会

268 影下皮膚科クリニック 熊本市東区西原１丁目２－６６ 096-213-1777 影下　登志郎

269 定永耳鼻咽喉科クリニック 熊本市東区京塚本町７番１７号 096-386-2855 医療法人　永明会

270 足立・有馬小児科神経内科 熊本市東区長嶺東４丁目２－１ 096-349-1717 足立　尚登

271 特別養護老人ホーム　たくまの里 熊本市東区御領１丁目１３番２６号 096-382-3222 社会福祉法人くまもと福祉会

272 武藤眼科・大久保内科 熊本市中央区子飼本町１－１８ 096-343-3510 医療法人　宏保会

273 神﨑耳鼻咽喉科医院 熊本市中央区水前寺５丁目２８番２４号 096-381-1773 医療法人社団　一龍会

274 宮津内科クリニック 熊本市中央区水前寺６丁目４５番３号 096-223-7231 宮津　利加子

275 牧内科循環器科医院 熊本市单区川尻１丁目１－１ 096-357-9007 牧　明

276 緒方消化器内科 熊本市中央区通町２３番地 096-353-2361 医療法人社団一陽会

277 ほんだ耳鼻咽喉科医院 熊本市東区新单部３丁目１－５ 096-213-1008 医療法人社団　明和会

278 ウィメンズクリニック　グリーンヒル 熊本市東区戸島西３丁目１番１００号 096-360-5511 医療法人　グリーンヒル

279 ソフィアレディースクリニック水道町 熊本市中央区水道町９番５－１ 096-322-2996 医療法人社団　ソフィア愛育会

280 きぬはら整形外科クリニック 熊本市中央区出水４丁目２６番１１号 096-373-1377 医療法人社団　絹原会

281 みつぐまち診療所 熊本市北区貢町１３５番地 096-323-6122 医療法人　医誠会

282 長嶺单クリニック 熊本市東区月出７丁目１－１２ 096-387-0803 医療法人　明薫会

283 小野・出来田内科医院 熊本市中央区横手１丁目２－１２１ 096-355-7532 小野　俊一

284 山本皮膚科クリニック 熊本市東区戸島西３丁目２－４８ 096-331-1010 医療法人　社団　方丈会

285 さくらんぼこどもクリニック 熊本市中央区帯山１丁目２５－１ 096-340-0415 医療法人社団　桜佳会

286 水前寺内科循環器科 熊本市中央区水前寺４丁目１９－２４ 096-384-1058 医療法人社団　英紘会

287 なかくま眼科 熊本市東区三郎２丁目１５－８ シュプリームステージ 096-277-6688 中熊　真一

288 内尾土井クリニック 熊本市中央区山崎町８番地１１ 096-352-3031 土井　俊徳

289 介護老人保健施設　葵の森　医務室 熊本市西区松尾町近津１４８０番地 096-311-4004 社会福祉法人　諒和会

290 武田整形外科 熊本市单区田井島３丁目１５番２５号 096-377-6501 武田　浩志

291 米村眼科医院 熊本市中央区帯山２丁目４－２０ 096-382-7190 医療法人　米村会

292 ＡＲＴ女性クリニック 熊本市東区神水本町２５番１８号 096-360-3670 医療法人　聖命愛会

293 あいこう泌尿器科・内科クリニック 熊本市单区良町１丁目２２－５ 096-334-2700 愛甲　巌

294 いずみクリニック　胃腸科・内科 熊本市東区東本町３－１５ 096-365-9000 泉　文治

295 桜木頭痛クリニック 熊本市東区桜木４丁目１７番１７号 096-277-7070 医療法人　俊和会

296 田中整形外科 熊本市東区長嶺单３丁目３－１ 096-383-5566 医療法人　明陽会

297 たつだ整形外科 熊本市北区龍田１丁目１６-７ 096-249-4777 医療法人　福山会

298 もとむら小児クリニック 熊本市東区新外４－６－８ 096-365-7711 本村　栄章

299 山本内科クリニック 熊本市東区健軍本町１１番６号 096-331-5511 山本　太郎

300 聖アンナレディスクリニック 熊本市中央区帯山４丁目２－８２ 096-381-9670 医療法人　平聖会

301 平成こどもクリニック 熊本市中央区平成２丁目１５－７ 096-370-6337 医療法人　碧蘿会

302 メディカルスクエア九品寺クリニック 熊本市中央区九品寺５丁目１５－７ 096-364-1777 医療法人　秋葉会

303 田崎橋耳鼻咽喉科クリニック 熊本市西区田崎２丁目１番６６号 096-354-1133 医療法人社団　清裕会

304 岡山眼科医院 熊本市单区田井島1-2-1 ゆめタウンはません2階 096-370-2600 医療法人　ビジョンケア

305 子ども発達支援センター
熊本市中央区大江５丁目１番１号
熊本市総合保健福祉センター２階

096-366-8240 熊本市

306 熊本市保健所
熊本市中央区大江５丁目１番１号
熊本市総合保健福祉センター４階

096-364-3186 熊本市

307 やまもと内科・心療内科 熊本市東区京塚本町1-8 096-383-3831 山本　淑子

308 特別養護老人ホーム　風の木苑　医務室 熊本市東区西原１丁目１１－６３ 096-385-1888 社会福祉法人　永幸福祉会

309 一般社団法人　日本健康倶楽部　熊本支部診療所 熊本市单区江越2-19-33 096-359-7789 一般社団法人　日本健康倶楽部

310 宇土泌尿器科内科クリニック 熊本市单区砂原町472-3 096-227-0788 宇土　巌

311 立石内科 熊本市西区春日１丁目８番２３－１ 096-322-6565 医療法人　社団　愛徳会

312 春日クリニック 熊本市西区春日３丁目２５－１ 096-351-7151 医療法人社団 清心会

313 特別養護老人ホーム　ゆうとぴあ 熊本市单区富合町古閑994-1 096-358-4117 社会福祉法人　福寿会
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314 田尻クリニック 熊本市中央区水前寺２丁目６－３ 096-385-5430 医療法人　ゆうこう会

315 成松医院 熊本市单区富合町榎津1201番地 096-357-4122 成松　明子

316 深迫内科医院 熊本市单区富合町小岩瀬114番地1 096-357-3223 深迫　格

317 熊本市立雁回敬老園 熊本市单区富合町木原２３１６番地 096-357-4100 熊本市

318 せんだメディカルクリニック 熊本市中央区島崎１丁目３２－１ 096-356-8223 医療法人CCR

319 つきで整形外科 熊本市東区月出1丁目3-3 096-213-1666 宮薗　一樹

320 菅医院 熊本市中央区新町４丁目１－２４ 096-352-0849 菅　博明

321 えがみ小児科 熊本市北区楠８丁目１６－６３ 096-339-0331 江上　公康

322 山田眼科 熊本市中央区世安町229番地 096-288-1656 山田　和博

323 中村内科医院 熊本市東区健軍４丁目３－１６ 096-367-0701 中村　享道

324 特別養護老人ホーム　白川の里医務室 熊本市東区小山町２４９３番地 096-380-5891 社会福祉法人　白川園

325 水前寺公園クリニック 熊本市中央区水前寺公園4-2 夢参道ビル１F 096-385-3335 田中　智樹

326 眼科こがクリニック 熊本市中央区八王寺町11-53 096-377-1702 医療法人　優心会

327 池沢小児科医院 熊本市西区野中1丁目1番16号 096-354-6123 池澤　誠

328 新水前寺クリニック 熊本市中央区水前寺公園1-24 キャッスル水前寺102号 096-285-3741 有馬　俊裕

329 特別養護老人ホーム　サンビレッジ高平台 熊本市北区大窪３丁目11-47 096-345-3777 社会福祉法人　郁栄会

330 越山眼科医院 熊本市東区錦ヶ丘３２－２５ 096-368-2468 越山　靖夫

331 せぐち小児科クリニック 熊本市单区江越２丁目２４－３３ 096-334-1331 医療法人　聖愛会

332 虹クリニック 熊本市单区薄場3丁目11-51 096-357-7500 丸山　正子

333 かよこクリニック 熊本市中央区上通町1番17号 ソネットビル2F 096-324-2415 医療法人社団澄心会

334 熊本未来クリニック 熊本市北区清水新地３丁目1番23号 096-386-3386 医療法人社団中耳サージセンター熊本未来

335 島津クリニック 熊本市西区春日７丁目１６－８ 096-354-1525 医療法人社団　清礼会

336 森川レディースクリニック 熊本市中央区水前寺６丁目３１－１ 096-381-4115 医療法人　愛信会

337 ひらやま整形外科クリニック 熊本市西区中原町字骨居込６８８－１０ 096-329-5000 医療法人　Ｍ　du　soleil

338 川口消化器内科 熊本市東区新单部２丁目７－５８ 096-382-3100 医療法人社団徳豊会

339 はっとり小児科 熊本市中央区单熊本４丁目３－４０ 096-371-3122 朋部　愛子

340 前田胃腸科・内科クリニック 熊本市東区長嶺单１丁目６－２６ 096-386-8686 医療法人　祐愛会

341 植木いまふじクリニック 熊本市北区植木町一木597番地 096-272-5100 医療法人　かぜ

342 植木温泉医院 熊本市北区植木町米塚142 096-274-7151 樋口　要

343 植木シルバークリニック 熊本市北区植木町岩野24 096-273-1333 医療法人社団　武山会

344 榎本内科医院 熊本市北区植木町平野77-1 096-273-0220 医療法人　啓和会

345 清田産婦人科医院 熊本市北区植木町一木178-4 096-273-4111 医療法人社団　豊育会

346 桑原内科小児科医院 熊本市北区植木町岩野457-5 096-273-3330 医療法人社団　四知会

347 下村皮ふ科クリニック 熊本市北区植木町滴水442-18 096-275-1170 医療法人　浩洋会

348 田原坂クリニック 熊本市北区植木町平原212 096-272-5487 医療法人社団　東洋会

349 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター黎明館 熊本市北区植木町豊田187番地 096-272-5055 社会福祉法人　三峰福祉会

350 東家耳鼻咽喉科医院 熊本市北区植木町舞尾588-1 096-273-1111 医療法人社団　東家会

351 中垣胃腸科医院 熊本市北区植木町植木８０番地 096-273-1555 医療法人社団　鹿泉会

352 新生整形外科医院 熊本市北区植木町正清58番地3 096-274-6253 医療法人　聖弘会

353 うしじま小児科クリニック 熊本市单区城单町下宮地５０６ 0964-26-2511 牛嶋　正

354 障害者支援施設　くまむた荘　医務室 熊本市单区城单町沈目１５０２ 0964-28-4680 社会福祉法人　恵春会

355 藤田外科医院 熊本市北区植木町滴水440-1 096-272-1527 医療法人社団　藤田会

356 森田整形外科医院 熊本市北区植木町一木596 096-273-1011 医療法人社団　直整会

357 特別養護老人ホーム　祥麟館 熊本市单区城单町沈目１５１３ 0964-28-7711 社会福祉法人　恵春会

358 宗像医院 熊本市单区城单町阿高３２５－１ 0964-28-3188 医療法人社団　嵩山会

359 和漢堂　松田医院 熊本市单区城单町藤山３６０－２ 0964-28-3331 医療法人社団　東医会

360 師井医院 熊本市北区植木町植木186 096-272-0030 医療法人社団　春陽堂

361 たまのい内科クリニック 熊本市单区城单町阿高１５７ 0964-28-1555 医療法人　たまのい内科クリニック

362 大隇整形外科医院 熊本市单区城单町千町２０５２－２ 0964-28-6600 医療法人社団　宏生会

363 よねむら眼科クリニック 熊本市北区植木町広住397-1 096-275-5211 医療法人　祐杏会

364 こころの元気クリニック 熊本市中央区水道町8番2 秀匠苑ビル5Ｆ 096-288-3146 山田　健二

365 内田クリニック 熊本市中央区水前寺2丁目6-20 096-285-5073 内田　隆

366 皮ふ科前川クリニック 熊本市北区清水新地6丁目8-5 096-339-3121 前川　嘉洋
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367 熊本リウマチ内科 熊本市北区四方寄町1604-7 096-245-5617 坂田　研明

368 いちぐちクリニック 熊本市東区錦ヶ丘３３－１ 096-331-3770 一口　修

369 品川スキンクリニック　熊本院 熊本市中央区紺屋今町１番１号 シティ１２ビル５階 096-325-5108 医療法人社団翔友会

370 植木町養護老人ホーム愉和荘 熊本市北区植木町米塚105 096-274-6049 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

371 前田内科医院 熊本市中央区白山２－１１－１６ 096-364-3952 医療法人　前田会

372 やまべクリニック 熊本市中央区本荘6丁目6-10 096-371-0388 山部　政則

373 熊本県精神保健福祉センター 熊本市東区月出３丁目１－１２０ 096-386-1255 熊本県

374 熊本心身医療クリニック 熊本市東区沼山津４丁目１番２０号 096-285-7721 医療法人　明薫会

375 下通アイクリニック 熊本市中央区手取本町4番8号 マツモトレコードビル2F 096-352-0701 仲間　祥子

376 しもむらクリニック 熊本市单区島町4丁目4番1号 096-358-8666 下村　修

377 小山胃腸科内科クリニック 熊本市中央区水前寺公園２８番３９号 096-381-7273 医療法人　保生堂

378 田畑こどもクリニック 熊本市東区健軍本町１－５ 096-214-7112 医療法人社団　メディカル・プロ

379 駒木小児科クリニック 熊本市中央区上水前寺２丁目４－２５ 096-383-8711 医療法人　ＹＣＴ

380 出町おがたこどもクリニック 熊本市西区出町4-10 096-351-4970 医療法人　敬哲会

381 日赤通り谷﨑ＭＡクリニック 熊本市中央区帯山8丁目1-11 096-374-7878 医療法人社団　ヘルスアライアンス

382 にのみやクリニック 熊本市中央区帯山２丁目１２番１０号 096-381-8766 医療法人社団　二宮会

383 とみあい内科クリニック 熊本市单区富合町新４２４－３ 096-288-3133 浅尾　禎孝

384 萬生会在宅療養支援診療所 熊本市北区清水亀井町１番２６ 096-346-2511 特定医療法人萬生会

385 すみれ眼科クリニック 熊本市单区鳶町2丁目4-1 096-320-2333 医療法人　すみれ眼科クリニック

386 池上第二クリニック 熊本市中央区細工町2丁目6 グランブルー五福　1Ｆ 096-326-5566 池上　研

387 尾田胃腸内科・内科 熊本市中央区单熊本１丁目9-25 ACTY熊本２F 096-375-0028 医療法人社団　賢清

388 下通り心身医療クリニック 熊本市中央区新市街10-6 ベスト電器熊本本店ビル7Ｆ 096-355-8555 医療法人　明薫会

389 大林内科医院 熊本市中央区内坪井町１０－１３ 096-352-0045 大林　武裕

390 いしはら皮膚外科クリニック 熊本市单区近見2丁目17-37 096-325-1112 石原　剛

391 和田医院 熊本市单区川口町２０１７－１ 096-223-0019 医療法人　和田会

392 牧野皮膚科医院 熊本市中央区水前寺1丁目17番17号 096-340-8002 医療法人社団　牧野皮膚科医院

393 柏田内科クリニック 熊本市中央区坪井3丁目1-44 096-343-2555 柏田 元文

394 みはらライフケアクリニック 熊本市東区上单部２丁目１番７９号 096-237-7555 三原　修一

395 化血研　健康管理室 熊本市北区大窪1丁目6番1号 新管理棟3階 096-344-1211 一般財団法人　化学及血清療法研究所

396 まつなが形成外科・皮ふ科医院 熊本市東区月出１丁目８番２７号 096-213-7123 松永　若利

397 ひまわり在宅クリニック 熊本市单区江越2丁目14番26号 096-285-3251 医療法人　ソレイユ

398 とくなが内科胃腸科外科クリニック 熊本市東区若葉１丁目３５番１１号 096-368-2896 医療法人　徳永会

399 みすみ胃腸科外科 熊本市单区富合町杉島921-1 096-358-1700 医療法人　三角会

400 つるはらクリニック 熊本市東区上单部２丁目４－２ 096-227-7100 医療法人ひまわり会

401 よしむらクリニック 熊本市東区長嶺单４丁目１番３４号 096-282-8300 吉村　良平

402 長嶺そよかぜクリニック 熊本市東区月出６丁目５－１３０ 096-285-4123 医療法人　若葉会

403 吉永クリニック 熊本市東区月出１丁目8-26 096-383-3000 吉永　秀哉

404 おびやま在宅クリニック 熊本市中央区帯山４丁目４１番２３号 096-297-7126 宮﨑　久義

405 共立美容外科熊本 熊本市中央区水道町５－２１ コスギ不動産水道町ビル５階 096-323-8021 山田　雅明

406 熊本市单区健康センター 熊本市单区富合町清藤405番3号 096-357-4138 熊本市

407 國武整形外科皮膚科クリニック 熊本市東区若葉１丁目３７－１５ 096-369-7224 医療法人社団　國満会

408 田中耳鼻咽喉科 熊本市中央区新市街７－１７ 096-354-0055 医療法人　田中会

409 熊本市東区健康センター 熊本市東区東本町16番30号 096-367-9111 熊本市

410 熊本市こどもセンター　 熊本市中央区大江5丁目1-50 096-366-8181 熊本市

411 岡﨑クリニック 熊本市東区下单部３丁目３番１４号 096-385-0055 医療法人　岡﨑会

412 行德眼科 熊本市中央区内坪井町２番２号 096-352-0269 行德　雄二

413 花園内科クリニック 熊本市西区花園５丁目１３番２１号 096-325-0800 医療法人　花志会

414 熊本東耳鼻咽喉科クリニック 熊本市東区月出5丁目4番8号 096-367-8688 医療法人社団　明正会

415 かみくまもと耳鼻咽喉科 熊本市中央区段山本町６番１号 096-288-3387 医療法人　セレステ

416 くりあ診療所 熊本市西区春日6丁目4番32号 096-247-6363 医療法人　クリア

417 特別養護老人ホーム　向山つくし庵 熊本市中央区本山１丁目６番１７号 096-356-2941 社会福祉法人　三顧会

418 ふくもと整形外科 熊本市東区花立一丁目13番15号 096-285-5500 医療法人　福本会

419 佐藤皮膚科医院 熊本市中央区单熊本５－７－３ 096-371-3933 後藤　和重
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420 特別養護老人ホーム　上熊本苑　医務室 熊本市西区上熊本3丁目12番24号 096-288-0256 社会福祉法人　愛誠会

421 山田内科医院 熊本市東区保田窪本町１６－３５ 096-382-2700 医療法人　清流

422 医療法人原武会　北部眼科・小児眼科 熊本市北区四方寄町1281-1 096-245-1156 医療法人社団　原武会

423 きらクリニック
熊本市東区小山町2493番地 特別
養護老人ホーム　白川の里

096-380-6696 医療法人　白川会

424 ヒルサイドガーデンクリニック 熊本市单区城单町今吉野989番地 0964-28-0068 医療法人　杉村会

425 いしばし小児科 熊本市北区津浦町19番2号 096-211-1115 医療法人社団　成郁会

426 さめしま整形外科医院 熊本市中央区妙体寺町３番１号 096-345-3645 医療法人　マルベリック

427 さくら通りクリニック 熊本市中央区萩原町１７番２４号 096-274-3725 医療法人　あさかぜ会

428 赤星医院 熊本市中央区神水１－１６－１６ 096-383-1251 赤星　泉

429 江津耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック 熊本市東区江津4丁目5番1号 096-370-8770 医療法人　悠輝会

430 熊本少年鑑別所医務室診療所 熊本市西区池田１－９－２７ 法務大臣　

431 あつじレディースクリニック 熊本市中央区单坪井３－１７ 096-356-9325 厚地　功一

432 藤木眼科 熊本市東区戸島西3丁目2番45号 096-331-3388 医療法人　藤木会

433 なかむら皮ふ科形成外科 熊本市東区長嶺单5-1-3 096-234-6100 中村　徳志

434 新屋敷在宅クリニック 熊本市中央区新屋敷２丁目１３－１２ コート新屋敷３０２号 090-82961121 花輪　健郎

435 前田産婦人科医院 熊本市单区出仲間７丁目２番３２号 096-378-8010 医療法人　フェリチタ

436 芹川消化器内科クリニック 熊本市東区栄町４－１８ 096-368-3926 医療法人　芹川消化器内科クリニック

437 夕診クリニック 熊本市单区野田２丁目９－１ 096-357-8888 宮嵜　俊幸

438 よねざわ眼科 熊本市北区兎谷1-2-18 096-343-0880 医療法人　ビジョンケア

439 地域密着型介護老人福祉施設　はるの里　医務室 熊本市单区城单町舞原253-1、254-4 0964-28-5400 社会福祉法人　嘉悠会

440 特別養護老人ホーム「川尻ヒルズ」医務室 熊本市单区单高江７丁目３番 096-288-2806 社会福祉法人竹崎記念福祉会

441 中川クリニック 熊本市中央区安政町３番４号 096-356-6636 医療法人社団　理志会

442 國武整形外科医院 熊本市单区近見６丁目１－３１ 096-355-2610 國武　由紀夫

443 宮本外科・消化器内科 熊本市北区八景水谷２丁目６－２６ 096-345-7588 医療法人　メディカルフォレスト

444 ながみね耳鼻咽喉科クリニック 熊本市東区長嶺单７丁目９－１０ 096-388-8787 医療法人　小畑会

445 明午橋内科クリニック 熊本市中央区单千反畑町１５番４０号 096-353-5500 森下　祐子

446 たさき眼科クリニック 熊本市西区田崎1丁目3-76 096-245-7766 医療法人　たさき眼科クリニック

447 ワイズスキンケアクリニック 熊本市中央区手取本町１１－１ テトリアくまもと銀染コアビル６Ｆ 096-312-2666 泉　依子

448 グッドライフ熊本駅前　医務室 熊本市西区春日2丁目1番24号 096-355-0020 社会福祉法人　青照会

449 なかむら漢方内科 熊本市中央区新屋敷３丁目９－２２ 096-211-5511 中村　雅生

450 きさぬきクリニック 熊本市中央区本荘町７２０－３ 096-288-5703 木佐貫　浩一

451 良町ふくしまクリニック 熊本市单区良町４丁目１番８０号 096-370-0021 医療法人社団　純生会

452 花畑クリニック 熊本市中央区花畑町１－５ 096-324-2861 医療法人社団　緑水会

453 にしだ整形外科 熊本市東区下江津３丁目１５番５号 096-370-3310 医療法人　西田会

454 とだか内科クリニック 熊本市東区下江津２丁目１３－５ 096-379-7500 医療法人　ウェルネスサポートシステム

455 明生園 熊本市西区花園７丁目19-1 096-325-1350 社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

456 田原の郷医科歯科診療所 熊本市北区植木町鞍掛1522-1 096-273-3000 社会福祉法人　心和会

457 みやざきこどもクリニック 熊本市東区東町四丁目6番30号 096-368-0390 医療法人　マーチ・ブラウン

458 メンタルクリニック保田窪 熊本市東区保田窪5丁目10-23 096-213-6945 医療法人　横田会

459 新町いえむらクリニック 熊本市中央区新町１丁目７－１５ 096-353-5656 医療法人　家村会

460 井上医院 熊本市東区京塚本町10-8 096-383-9223 井上克巳

461 よしむら産婦人科皮ふ科クリニック 熊本市中央区子飼本町６－２０ 096-345-8300 吉村　寿博

462 わかばクリニック 熊本市東区若葉３丁目１３番２０号 096-285-6014 医療法人わかば会

463 特別養護老人ホームかなんの杜医務室 熊本市北区植木町滴水9番2 096-272-3300 社会福祉法人　滄溟会

464 在宅・よろず相談クリニック 熊本市中央区水前寺３丁目４３－２７ 096-234-7772 俵　哲

465 えがしらクリニック 熊本市東区画図町重富510番1号 096-214-8787 医療法人社団　大樹会

466 みやじま眼科 熊本市東区水源２丁目３番３号 096-331-8228 医療法人　宮嶋会

467 医療法人　華翔会　下通眼科 熊本市中央区下通１丁目５番１３号 オケマツビル２Ｆ 096-342-6816 医療法人華翔会

468 石原循環器科内科医院 熊本市東区西原２丁目１１番３号 096-382-3388 医療法人西原会

469 グレースメディカルクリニック 熊本市東区佐土原１丁目１６番３６号 096-360-9013 伊藤　信久

470
ルネサスセミコンダクタマニュファクチュ
アリング株式会社
　川尻工場健康管理センター

熊本市单区八幡１丁目１－１ 096-357-2111 ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱
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471 しみず整形外科内科クリニック 熊本市单区出仲間６丁目１１番１号 096-378-1822 医療法人　しみず会

472 通町眼科医院 熊本市中央区上通町１－２６ aune KUMAMOTO ７階 096-274-1113 伊佐敷　靖

473 熊本国税局　診療所 熊本市西区春日２丁目１０番１号 熊本地方合同庁舎Ｂ棟 096-354-6171 財務省共済組合　熊本国税局支部

474 整形外科　金井クリニック 熊本市中央区古城町１番６号 096-227-7750 医療法人　薫緑会

475 くどう皮ふ科医院 熊本市西区上熊本３丁目２２番２１号 096-324-7011 医療法人　藤風会

476 東熊クリニック 熊本市東区戸島西三丁目７番１５号 096-365-0033 医療法人社団　青嶺会

477 平山ハートクリニック 熊本市東区佐土原３丁目１１番１０１号 096-367-8080 平山　統一

478 養護老人ホーム　明飽苑　医務室 熊本市西区城山薬師２丁目１０－１０ 096-319-4777 社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

479 イオンタウン田崎総合診療クニリック 熊本市西区田崎町字下寄３８０番 イオンタウン田崎２F 096-362-0322 医療法人　インジェックス

480 清藤クリニック 熊本市北区武蔵ケ丘4丁目10-14 096-223-5373 医療法人　清藤クリニック

481 くまがい眼科 熊本市中央区水前寺公園５番３８号 ラティス水前寺公園１F 096-383-0555 熊谷　直樹

482 ノットホーム診療所 熊本市中央区黒髪５丁目23-1 096-343-0489 社会福祉法人リデルライトホーム

483 たけむら耳鼻咽喉科クリニック 熊本市北区楠8丁目8番8号 096-338-4133 医療法人　竹村会

484 城山皮膚科・泌尿器科クリニック 熊本市西区城山下代３丁目１－３ 096-329-6677 中山　一郎

485 上村内科クリニック 熊本市中央区上京塚町4番1号 096-382-3888 医療法人　継匠会

486 駕町太田皮ふ科 熊本市中央区安政町５番１５ 医療法人　浩仁会

487 軽費老人ホーム暁荘医務室 熊本市東区戸島西２丁目4-50 096-369-5788 社会福祉法人　白川園

488 しみ・ほくろクリニック 熊本市中央区下通１丁目７-１３ タジリビル４F 096-342-4345 松村　秀樹

489 桜十字クリニック 熊本市单区御幸笛田７丁目１１番８５号 096-383-7772 医療法人　桜十字

490 ひかり眼科クリニック 熊本市单区单高江７丁目７－３０ 096-358-1511 医療法人　拓雄会

491 甲斐整形外科 熊本市单区平成２丁目３番２７号 096-285-6751 医療法人　かい

492 あさはら整形外科 熊本市北区室園町10番13号 096-345-8500 浅原　洋資

493 まつもと在宅クリニック 熊本市中央区神水本町１３番１号 096-237-7108 松本　武敏

494 山崎内科 熊本市中央区渡鹿１丁目１８番８８号 096-371-5301 医療法人　やまさき

495 ハニークリニック 熊本市中央区安政町１-２６ 日吉屋ビル４Ｆ 096-319-2920 医療法人　爽美会

496 たぐち整形外科クリニック 熊本市東区山ノ神２丁目14-91 096-331-4976 医療法人　結喜会

497 フォーシーズンズレディースクリニック 熊本市中央区城東町４番７号 グランガーデン熊本ビル２階 096-278-7870 医療法人　ＦＳＬＣ

498 宮崎眼科医院 熊本市北区植木町植木１９２番地１ 096-272-1027 医療法人　隆誠会

499 熊本県厚生連診療所 熊本市中央区单千反畑町２番３号 096-328-1055 熊本県厚生農業協同組合連合会

500 みうら小児科クリニック 熊本市東区下江津7丁目7-20 096-379-0055 医療法人社団　児裕会

501 熊本県医師会心臓検診センター 熊本市中央区单熊本５丁目１番１号 テルウェル熊本ビル５階 096-354-3838 公益社団法人　熊本県医師会

502 むさしヶ丘クリニック 熊本市北区楠６丁目６－５５ 村上ビル２階 096-277-1790 髙橋　教朗

503 山口胃腸科 熊本市東区三郎１丁目14番23号 096-349-8336 医療法人社団　山口会

504 近見医院 熊本市单区近見８丁目１４番５５号 096-358-1008 西春　泰司

505 庄野循環器科内科医院 熊本市東区健軍４丁目5-4 096-331-3777 庄野　信

506 蓮台寺クリニック 熊本市西区蓮台寺３丁目４番３号 096-355-2810 鈴木　義史

507 熊本市　衛生管理室 熊本市中央区手取本町１番１号 地下１階 328-2164 熊本市

508 秋津緒方眼科 熊本市東区東野２丁目７番１３号 096-365-2200 医療法人　よつば会

509
社会福祉法人託麻会　地域密着型介
護老人福祉施設　託麻苑医務室

熊本市東区戸島町４６０番１ 096-388-1200 社会福祉法人　託麻会

510 楢原医院 熊本市单区近見２丁目１４－１ 096-354-5768 楢原　智子

511 虹の里渡鹿診療所 熊本市東区渡鹿8丁目1-70 096-372-7300 医療法人　虹の里会

512 宇土内科胃腸科医院 熊本市中央区国府１丁目２１番２３号 096-364-7175 医療法人　俊恵会

513 中央眼科クリニック 熊本市中央区安政町１－６ 桑本ビル３Ｆ 096-326-6600 医療法人　拓雄会

514 鈴木熊本ファーストビューティクリニック 熊本市中央区单坪井町1-1 並木坂NKビル5F 096-312-2680 鈴木　隆

515 むらかみ内科クリニック 熊本市東区山ノ神2丁目2-32 096-331-2551 村上　和憲

516 城山耳鼻咽喉科 熊本市西区城山大塘１丁目２４-１９ 096-329-0888 青山　猛

517 藤崎宮前クリニック 熊本市中央区北千反畑町１‐１ 東ビル１Ｆ 096-341-0017 井形　るり子

518 美・ケイ　クリニック 熊本市東区下江津８-９-１０-１Ｆ 096-370-1055 宮野　滋

519 熊本血管外科クリニック 熊本市中央区上通町1-1 NK第1ビル　3F 096-288-3851 医療法人　熊本血管外科クリニック

520 ともクリニック 熊本市中央区安政町1-25 石澤ビル４階 096-355-2387 井形　朊英

521 なごみクリニック 熊本県熊本市北区清水新地6丁目6番12号 096-321-6544 医療法人社団　奉仕会

522 特別養護老人ホーム　輝祥苑　医務室 熊本県熊本市西区戸坂町１７７番４４ 096-355-0522 社会福祉法人　立志福祉会
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523 杉耳鼻咽喉科医院 熊本市東区月出１丁目５－１２ 096-383-3087 杉　宣宏

524 水前寺耳鼻咽喉科クリニック 熊本市中央区新大江3丁目12番20号 096-381-3387 医療法人　宇野会

525 ながしまクリニック 熊本市中央区安政町５番６号 SKYビル4・5階 096-321-6886 長島　秀幸

526 ソラ　クリニック 熊本市東区佐土原２丁目７番１号 096-273-9050 小山　一静

527 下田クリニック 熊本市单区城单町さんさん１丁目６番２号 0964-28-2001 医療法人　花桜会

528 天野整形外科皮ふ科医院 熊本市西区田崎１丁目３－８０ 096-326-2002 医療法人　天野会

529 アラキ整形外科 熊本市西区春日３丁目１番２０号 096-326-8000 医療法人社団　光寿会

530 医療法人社団　青葉会　石神クリニック 熊本市西区出町２－１５ 096-322-6018 医療法人社団　青葉会

531 池田内科医院 熊本市西区城山下代３丁目１－２ 096-329-8818 医療法人社団　城山会

532 上野整形外科医院 熊本市北区龍田弓削１丁目9-70 096-338-2811 上野　敦弘

533 緒方脳神経外科医院 熊本市西区池田１－１４－８２ 096-353-5300 医療法人社団　杏医会

534 大弓クリニック 熊本市北区楡木２丁目１１番５６号 096-339-3066 大弓　政雄

535 おがた小児科 熊本市西区花園５－２４－８９ 096-326-5411 緒方　利光

536 黄　医院 熊本市中央区新町１－７－２６ 096-354-6383 医療法人社団　柴田会

537 川原胃腸科内科 熊本市中央区新町３－９－１０ 096-352-0945 医療法人　社団　文仁会

538 片岡産婦人科医院 熊本市北区龍田４丁目３０番４５号 096-339-1103 片岡　慎二郎

539 上熊本内科 熊本市西区上熊本１丁目３－４ 096-325-1331 医療法人社団　陽光会

540 かじお温泉クリニック 熊本市北区梶尾町１７００－１ 096-346-3300 医療法人　社団　悠愛会

541 北熊本井上産婦人科医院 熊本市北区鶴羽田１丁目１４－２７ 096-345-3911 医療法人社団　育成会

542 仁誠会クリニック黒髪 熊本市中央区黒髪６丁目２９－３７ 096-345-6533 医療法人社団　仁誠会

543 くわみず病院附属くすのきクリニック 熊本市北区龍田５丁目１番４１号 096-339-0187 社会医療法人　芳和会

544 斉藤寿外科医院 熊本市北区高平２丁目２５－３６ 096-344-7982 斉藤　寿

545 三の宮内科・泌尿器科医院 熊本市北区龍田１丁目16-1 096-338-3511 医療法人社団　紀元会

546 佐藤医院 熊本市西区上熊本３丁目２－１０ 096-355-0200 佐藤　紀良

547 さとう胃腸内科クリニック 熊本市北区西梶尾町４５２－３ 096-245-0093 医療法人　社団　秋康会

548 白石内科医院 熊本市中央区桜町２－２２ 096-325-6630 白石　民夫

549 重永内科クリニック 熊本市西区上代１丁目１９－６ 096-322-3355 重永　孝治

550 杉野クリニック 熊本市西区春日７丁目１９－７ 096-352-8247 医療法人社団　杉野会

551 千場内科クリニック 熊本市北区清水新地1丁目５－３８ 096-343-8988 千場　文江

552 鶴田胃腸科内科医院 熊本市中央区坪井１丁目９－２６ 096-343-2801 医療法人社団　鶴田会

553 出町内科 熊本市西区出町５－３８ 096-322-7752 右山　尚文

554 外間整形外科医院 熊本市西区上熊本２丁目１３－１２ 096-352-7277 外間　祥介

555 長野皮膚科形成外科医院 熊本市北区清水亀井町２６－２７ 096-345-2511 長野　博章

556 永知医院 熊本市西区春日１－３－８ 096-353-5087 永廣　雄一

557 中嶋内科 熊本市北区硯川町１１３４ 096-245-0005 医療法人　社団　博文会

558 原眼科 熊本市北区楠６丁目１－５ 096-339-5541 医療法人社団　敬竜会

559 しまさきバス通り総合内科クリニック 熊本市西区島崎２丁目８－２０ 096-288-4149 医療法人　社団　明邦会

560 八景水谷クリニック 熊本市北区八景水谷１丁目３１－１６ 096-344-8811 医療法人社団　大塚メディカル

561 日隇眼科医院 熊本市中央区練兵町５６ 096-352-3681 日隇　陸太郎

562 藤好クリニック 熊本市中央区古川町２５－１ 096-353-2233 医療法人社団　良順会

563 堀尾内科医院 熊本市西区河内町船津２９４５－１ 096-276-1515 堀尾　直

564 たなか益田クリニック 熊本市西区上熊本２丁目１２－２８ 096-352-0131 医療法人社団　益昌会

565 まえだクリニック 熊本市北区龍田８丁目１５番６４号 096-338-1637 医療法人社団　なつみ会

566 前田内科胃腸科小児科クリニック 熊本市北区清水本町４－３ 096-343-4204 医療法人社団　清翠会

567 水上医院 熊本市中央区黒髪６丁目９－２０ 096-343-2913 医療法人社団　水上会

568 三宅クリニック 熊本市西区小島３－３９－３ 096-329-5600 医療法人社団　三宅クリニック

569 山城外科胃腸科 熊本市北区武蔵ヶ丘４丁目１０－１０ 096-338-2676 山城　和夫

570 陸上自衛隊北熊本駐屯地医務室 熊本市北区八景水谷２－１７－１ 096-343-3141 防衛省

571 熊本刑務所京町拘置支所 熊本市中央区京町１丁目１３－２ 096-352-9135 法務省

572 熊本大学保健センター 熊本市中央区黒髪２丁目４０－１ 096-342-2164 国立大学法人熊本大学

573 熊本市立熊本市民病院附属芳野診療所 熊本市西区河内町野出１４１０ 096-277-2007 熊本市

574 一般財団法人　化学及血清療法研究所　本所健康管理室 熊本市北区大窪１丁目６－１ 096-344-1211 一般財団法人　化学及血清療法研究所

575 特別養護老人ホーム天望庵 熊本市北区龍田陳内１丁目３番３０号 096-339-7111 社会福祉法人　慈雄会
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576 リデルライトホーム診療所 熊本市中央区黒髪５丁目２３番１号 096-343-0489 社会福祉法人リデルライトホーム

577 特別養護老人ホーム三和荘医務室 熊本市西区城山大塘４丁目１－１５ 096-329-6500 社会福祉法人　真光会

578 特別養護老人ホーム　くわのみ荘診療室 熊本市北区鹿子木町４０５ 096-245-1447 社会福祉法人　青山会

579 銀杏寮診療所 熊本市西区春日５丁目１７－３６ 096-352-6602 社会福祉法人　同胞友愛会

580 厚生労働省第二共済組合　熊本医療センター診療部 熊本市中央区二の丸１－５ 096-353-6501 厚生労働省第二共済組合

581 田島医院 熊本市西区田崎３－１－２５ 096-352-2433 田島　和周

582 平山泌尿器科医院 熊本市北区八景水谷１－２４－３２ 096-345-8588 医療法人社団　英山会

583 特別養護老人ホーム　リバーサイド熊本医務室 熊本市西区河内町野出１９３６－１ 096-277-2288 社会福祉法人熊本厚生事業福祉会

584 朋部胃腸科 熊本市中央区新町２丁目１２－３５ 096-325-2300 医療法人社団　魁正会

585 小貫医院 熊本市北区龍田５丁目１０番４３号 096-338-8011 小貫　清美

586 やん胃腸科外科医院 熊本市西区上熊本３丁目１６番１８号 096-351-1377 医療法人　社団　ラファエル会

587 えとう小児科クリニック 熊本市西区島崎２丁目２－１３ 096-351-8282 医療法人社団 えとう小児科ｸﾘﾆｯｸ

588 はせがわクリニック 熊本市西区春日７丁目１９－３８ 096-322-7701 長谷川　芳彦

589 柴田内科・柴田整形外科 熊本市中央区内坪井町２番５号 096-359-1231 医療法人　堅誠会

590 特別老人ﾎｰﾑ ｺｽﾓｽ･ﾌｧﾐﾘｰ熊本医務室 熊本市北区太郎迫町１４４番１ 096-245-2800 社会福祉法人 愛誠会

591 さかいレディース・メンタルクリニック 熊本市中央区辛島町６番２号 ペアレントビル６０２号 096-323-5511 境　多嘉子

592 わたなべ眼科クリニック 熊本市西区城山下代３丁目２－１ 096-329-6011 医療法人 社団　恵翔会

593 かたおか整形外科・リウマチ科 熊本市西区城山下代３丁目１－６ 096-329-2222 片岡　康文

594 特別養護老人ホ－ム聖母の丘 医務室 熊本市西区島崎６丁目１番２７号 096-355-3017 社会福祉法人 聖母会

595 城間整形外科 熊本市西区出町４－４ 096-311-2800 城間　公博

596 稲葉内科医院 熊本市西区花園１丁目２０番６０号 096-352-3427 医療法人社団　美銀

597 木下耳鼻咽喉科医院 熊本市北区清水亀井町１９番１４号 096-344-1303 医療法人　木下会

598 三和クリニック 熊本市西区城山下代３丁目６－１ 096-329-6777 医療法人　三和会

599 片岡医院 熊本市中央区練兵町２５－２ ヴェルビュ練兵町２０１号 096-352-1733 片岡　厚生

600 小堀胃腸科外科 熊本市中央区黒髪２丁目３２番３号 096-344-1001 医療法人社団小堀胃腸科外科

601 城北胃腸科内科クリニック 熊本市北区高平３丁目１４番３５号 096-341-5050 医療法人　大光会

602 てつクリニック 熊本市北区麻生田２丁目１４番２２号 096-339-2200 医療法人社団　てつクリニック

603 しばた内科胃腸科 熊本市北区清水岩倉１丁目１－１１ 096-344-3111 柴田　淳治

604 はらぐちこどもクリニック 熊本市北区麻生田２丁目１番６号 096-386-3211 医療法人社団　恵育会

605 こすみ皮膚科クリニック 熊本市中央区山崎町３１番地 096-325-0333 医療法人　美澄会

606 末永産婦人科医院 熊本市西区二本木２丁目１０ー１３ 096-352-7280 医療法人　末永会

607 宮本内科小児科医院 熊本市中央区細工町４丁目２１番地 096-325-7100 医療法人社団宮本会

608 浜崎医院 熊本市中央区新町２丁目９番６号 096-352-0556 濱崎　信一郎

609 なかむらファミリークリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘７丁目１－１ 096-339-1711 医療法人社団澄心会

610 山下内科医院 熊本市西区二本木１丁目２番３０号 096-322-6511 医療法人社団　昌洋会

611 かねみつ胃腸科外科医院 熊本市西区新土河原２丁目３番４３号 096-326-1500 医療法人社団かねみつ胃腸科外科医院

612 下田内科クリニック 熊本市北区鶴羽田3丁目14番23号 096-345-5015 医療法人　社団　下田会

613 きはら循環器科内科 熊本市中央区黒髪１丁目１－２５ 096-343-0511 医療法人社団きはら

614 おがた小児科内科医院 熊本市北区飛田３丁目９番２０号 096-344-8282 医療法人　おがた会

615 熊本市医師会ヘルスケアセンター 熊本市中央区本荘５丁目１５－１２ 096-366-2711 一般社団法人　熊本市医師会

616 医療法人出田会　呉朋町診療所 熊本市中央区呉朋町１丁目２１番地 096-325-0200 医療法人　出田会

617 上杉整形外科 荒尾市荒尾７８９－４ 090-9404-8998 上杉　勇貴

618 あだち内科胃腸科クリニック 荒尾市本井手１５５８－９５ 0968-65-8500 足達　照之

619 荒尾駅前クリニック 荒尾市大正町１－２－３ 0968-64-1895 医療法人藤ノ瀬会

620 荒尾クリニック 荒尾市荒尾６００－３ 0968-63-1166 医療法人社団荒尾クリニック

621 石塚眼科医院 荒尾市荒尾７８９－１５ 0968-64-2780 石塚　千聡

622 伊藤医院 荒尾市四ツ山町３－５－２ 0968-62-0405 医療法人藤杏会

623 牛島内科医院 荒尾市一部９０４－１ 0968-64-2361 医療法人社団牛島会

624 江崎耳鼻咽喉科クリニック 荒尾市荒尾２０１８－１ 0968-62-5533 医療法人　泰光会

625 特別養護老人ホームオレンジヒル小岱 荒尾市樺２５１６ 0968-68-8100 社会福祉法人恵伸会

626 こどもクリニック友枝 荒尾市荒尾４１６０－２５６ 0968-65-8181 医療法人童夢会

627 軽費老人ホーム小岱荘 荒尾市増永２４５２－２０ 0968-64-2038 社会福祉法人荒尾市社会福祉事業団

628 医療法人さとう総合内科クリニック 荒尾市荒尾８１３－１ 0968-62-1273 医療法人さとう総合内科クリニック
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629 関整形外科 荒尾市荒尾１７２ 0968-64-0237 医療法人社団昭和会

630 高橋医院 荒尾市野原１１５番地１ 0968-68-0035 医療法人まつもと

631 高橋整形外科医院 荒尾市原万田８１５－２ 0968-64-1311 医療法人社団高整会

632 田中良医院 荒尾市平山２２６８－５ 0968-66-0666 医療法人良心会

633 田宮医院 荒尾市大島町３－４－４４ 0968-62-0017 医療法人芳正会

634 田宮泌尿器科クリニック 荒尾市荒尾４１６０－２７１ 0968-65-8330 医療法人　恵真会

635 西山眼科医院 荒尾市大正町１－１－３１ 0968-62-0005 西山　正一

636 特別養護老人ホーム白寿園 荒尾市一部２１２２ 0968-68-0176 社会福祉法人杏風会

637 藤枝医院 荒尾市蔵満１８８４番地１ 0968-68-3232 医療法人　平成会

638 ふれあいクリニック 荒尾市川登１７６１－２４ 0968-68-6565 医療法人社団荒尾クリニック

639 産科婦人科まつおレディースクリニック 荒尾市荒尾４１６０－２５７ 0968-66-3110 医療法人州裕会

640 緑ヶ丘クリニック 荒尾市緑ヶ丘２－４－３ 0968-64-8007 医療法人玉和会

641 医療法人社団九萬会单整形外科医院 荒尾市荒尾４５４４－２５ 0968-64-2302 医療法人九萬会

642 本里内科 荒尾市宮内７２４－１ 0968-64-0556 医療法人本里内科

643 荒尾市養護老人ホーム緑風園 荒尾市増永２４５２－18 0968-62-0643 社会福祉法人荒尾市社会福祉事業団

644 有明整形外科医院 玉名市立願寺１８９－１ 0968-73-7191 医療法人社団好生会

645 浦田医院 玉名市岩崎１０２３－３ 0968-74-2412 医療法人如春会

646 大礒耳鼻咽喉科医院 玉名市亀甲１７０ 0968-73-4133 医療法人恵生会

647 おおかど胃腸科クリニック 玉名市六田３８－６ 0968-72-5611 医療法人大光会

648 大野医院 玉名市宮原７０６ 0968-72-3405 医療法人　有世会

649 大林循環器科内科医院 玉名市築地２５－２ 0968-72-3866 医療法人弘真会

650 岡本外科医院 玉名市亀甲２４８－１ 0968-74-2277 医療法人誠真会

651 河野医院 玉名市高瀬３４９番地 0968-73-3734 医療法人社団済和会

652 河野クリニック 玉名市繁根木１３１－１ 0968-72-2345 医療法人秀和会

653 木下皮ふ科クリニック 玉名市築地１９５－３ 0968-76-8788 医療法人社団京桃会

654 国崎整形外科医院 玉名市秋丸４１５－２ 0968-73-6776 医療法人彩美会

655 隇部医院 玉名市中３３ 0968-72-2456 医療法人寿孝会

656 熊本県有明保健所 玉名市岩崎１００４－１ 0968-72-2184 熊本県

657 公立玉名中央病院附属健診センター 玉名市中１９４７ 0968-73-6135 公立玉名中央病院企業団

658 坂木整形外科医院 玉名市中１１１５ 0968-73-5205 医療法人青葉会

659 坂本産婦人科クリニック 玉名市高瀬３８ 0968-74-2045 医療法人坂本会

660 特別養護老人ホームさくら苑 玉名市伊倉北方１５３３ 0968-75-1139 社会福祉法人玉寿会

661 佐藤胃腸科・肛門科・外科医院 玉名市伊倉片諏訪２９１－２ 0968-72-3100 医療法人佐藤会

662 下川産婦人科医院 玉名市中１８０６ 0968-73-3527 下川　研一

663 特別養護老人ホーム岱山苑診療所 玉名市築地兎町１５９６－１ 0968-74-3361 社会福祉法人浩風会

664 たまきな荘 玉名市玉名字西原２１９４ 0968-73-3337 社会福祉法人玉医会

665 玉名第一クリニック 玉名市築地字市場７９－１ 0968-72-4165 医療法人玉和会

666 玉名脳神経外科医院 玉名市岩崎１１－１ 0968-75-1511 医療法人社団武内会

667 玉名泌尿器科クリニック 玉名市岩崎４６８－１ 0968-74-3272 医療法人育史会

668 トッパングループ健康保健組合熊本診療所 玉名市伊倉北方８００ 0968-73-2191 トッパングループ健康保険組合

669 トッパングループ健康保健組合玉名大倉診療所 玉名市大倉山ノ後４３６ 0968-73-2311 トッパングループ健康保険組合

670 永田皮膚科医院 玉名市中１０２７－６ 0968-74-1566 医療法人三精会

671 ひらしま小児科医院 玉名市岩崎字六反田１３８－３ 0968-73-5530 医療法人平心会

672 平山耳鼻咽喉科医院 玉名市立願寺字池田１３６－３ 0968-73-3933 医療法人社団清明会

673 福島眼科医院 玉名市高瀬５０８ 0968-72-3016 医療法人福島眼科医院

674 福島耳鼻咽喉科医院 玉名市高瀬２２６－１ 0968-73-7755 福島　正人

675 前田小児科医院 玉名市立願寺１３８ 0968-74-1333 医療法人社団　一心会前田小児科医院

676 まつおクリニック 玉名市山田高岡原２０１６－１ 0968-73-2800 医療法人社団あすなろ会

677 本里内科医院 玉名市大倉１５７４－４ 0968-72-2352 本里　秀俊

678 山瀬内科小児科歯科医院 玉名市高瀬６７４ 0968-72-3056 山瀬　秀夫

679 山本眼科 玉名市亀甲１１５－５ 0968-72-2207 医療法人直親会

680 吉田医院 玉名市繁根木２２８ 0968-73-5100 吉田　一成

681 由富医院 玉名市中１８４１－２ 0968-74-1600 医療法人　玉章会
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682 坂田内科医院 玉名市岱明町高道１１９６－１ 0968-66-8600 坂田哲宣

683 岱明苑診療所 玉名市岱明町古閑３８８ 0968-57-1220 社会福祉法人熊本東翔会

684 棚瀬医院 玉名市岱明町大字高道６７７ 0968-57-0103 棚瀬　一幸

685 古庄胃腸科・内科医院 玉名市岱明町大野下１５１２－１ 0968-57-0013 医療法人大精会

686 本田医院 玉名市岱明町大野下７９５－２－１ 0968-57-0012 本田　剛

687 栗﨑医院 玉名市横島町横島７３２９ 0968-84-3933 栗﨑　寛治

688 特別養護老人ホーム慈幸苑 玉名市横島町横島２３８１－１ 0968-84-3711 社会福祉法人創友会

689 しまかわ胃腸科外科医院 玉名市横島町横島４３０１－１ 0968-84-3722 医療法人明光会

690 安田内科医院 玉名市横島町横島３３８７ 0968-84-3131 医療法人安田会

691 吉村循環器科内科医院 玉名市横島町横島３８９４－１ 0968-84-2765 医療法人吉村医院

692 有明診療所 玉名市天水町部田見４４０ 0968-82-3332 社会福祉法人天恵会

693 小田整形外科医院 玉名市天水町小天７１９８ 0968-82-4488 医療法人社団幸義会

694 中野医院 玉名市天水町部田見８１２－２ 0968-82-3970 中野　一彦

695 特別養護老人ホーム葉山苑 玉名郡玉東町木葉３４８ 0968-85-2072 社会福祉法人啓世会

696 安成医院 玉名郡玉東町木葉７５５－６ 0968-85-2047 医療法人木生会

697 パナソニック　プレシジョンデバイス株式会社　熊本工場　診療所 玉名郡和水町高野１０８０番地 0968-86-4321 パナソニック健康保険組合

698 森の里クリニック 玉名郡和水町大田黒６９９ 0968-34-2800 医療法人社団直心会

699 山﨑医院 玉名郡和水町板楠２７７０ 0968-34-2653 山﨑　裕治

700 和楽荘 玉名郡和水町平野１３００ 0968-34-2227 社会福祉法人三加和福祉会

701 さかき診療所 玉名郡单関町上長田６３８番地１ 0968-53-1125 医療法人親仁会

702 田尻医院 玉名郡单関町関町１２１８－１ 0968-53-0016 医療法人田尻会

703 田辺クリニック 玉名郡单関町上坂下３４８０ 0968-53-8211 平山　雅章

704 ながすクリニック 玉名郡長洲町長洲１３５４ 0968-78-0527 医療法人池満会

705 淡河黒田医院 玉名郡長洲町梅田６９６番地１ 0968-78-6517 医療法人社団淡河会

706 特別養護老人ホーム月華苑 玉名郡長洲町清源寺１０６０ 0968-69-2018 社会福祉法人池修会

707 多田隇内科医院 玉名郡長洲町宮野１８７－１ 0968-78-3011 中島　奈津子

708 田宮二郎内科 玉名郡長洲町長洲２９３２－３ 0968-78-2150 医療法人和幸会

709 西山クリニック 玉名郡長洲町清源寺２７９４－１ 0968-78-7811 医療法人慧仁会

710 ジャパンマリンユナイテッド（株）有明診療所 玉名郡長洲町有明１ 0968-65-7353 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

711 山田クリニック 荒尾市東屋形２丁目１４－９ 0968-62-7722 医療法人山田クリニック

712 西整形外科医院 荒尾市蔵満１８５９－１ 0968-68-2511 医療法人宏徳会

713 和水町特別養護老人ホームきくすい荘 玉名郡和水町江田４０２５ 0968-86-2177 和水町

714 鶴上整形外科リウマチ科 玉名市亀甲２３８ 0968-72-2007 医療法人鶴整会

715 さかた耳鼻咽喉科クリニック 荒尾市緑ヶ丘二丁目４番１号 0968-69-3310 医療法人　志崇会

716 佐藤眼科・内科 荒尾市荒尾４１６０番地２７０ 0968-65-5900 医療法人　樹尚会

717 荒尾脳神経外科医院 荒尾市川登１９２１ 0968-65-6030 医療法人博美会

718 和水クリニック 玉名郡和水町原口７２９－１ 0968-86-6001 山隇　かおり

719 多田隇整形外科医院 荒尾市宮内出目６９１ 0968-62-0813 医療法人鴻恩会

720 いしかわ産婦人科 荒尾市野原２５９番地１ 0968-68-5511 医療法人賢勝会

721 みどり皮ふ科クリニック 荒尾市荒尾４１６０－２７３ 0968-65-5611 幸丸　正広

722 宮﨑クリニック 玉名市天水町小天６９２８－２ 0968-82-2408 宮﨑孝一

723 医療法人柳育会　新やなぎ健診クリニック巡回診療所 荒尾市高浜１８２５－２０（初回实施地） 0968-68-7712 医療法人柳育会

724 松山医院 荒尾市原万田４６２ 0968-62-0418 松山　公明

725 いまおかクリニック 玉名郡長洲町宮野１４６８－１ 0968-78-3410 医療法人社団　立春栄会

726 吉田整形外科クリニック 荒尾市牛水６７０番地６ 0968-62-6200 吉水会

727 ひがし成人・循環器内科クリニック 玉名市岩崎６６５番地１ 0968-71-0600 医療法人　隆望会

728 公益財団法人福岡県すこやか健康事業団 長洲町長洲２１６８（初回巡回健診地） 0927-22-2511 公益財団法人福岡県すこやか健康事業団

729 酒井医院 玉名市松木１３番地２ 0968-71-0777 医療法人　優愛会

730 くどう小児科クリニック 荒尾市東屋形４丁目２－１ 0968-64-5511 医療法人　よつば会

731 大塚医院 玉名市天水町小天６９８６番地１ 0968-82-2005 大塚　良一

732 西原クリニック 荒尾市西原町１丁目４番２４号 0968-62-0622 医療法人　成風舎

733 泌尿器科内科むらかみクリニック 玉名市繁根木４０番地２ 0968-57-8615 村上　滋孝

734 公益財団法人　福岡労働衛生研究所　玉名診療所 玉名市岱明町野口１９７番地（初回巡回診療地） 0968-74-3241 公益財団法人福岡労働衛生研究所
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735 ふじさわクリニック 荒尾市四ツ山町三丁目６番３号 0968-64-2238 医療法人　栄和会

736 健康財団クリニック 荒尾市蔵満５６４番地７（初回巡回診療地） 0968-63-0812 一般財団法人　医療情報健康財団

737 西良文医院 荒尾市川登２０５０番地８ 0968-66-2321 医療法人　潮悠会

738 福本内科医院 玉名市岱明町鍋８３４ 0968-57-2811 医療法人　福寿会

739 ひらやま医院 荒尾市増永２７３７－３ 0968-62-0665 医療法人ひらやま医院

740 四ツ山クリニック 荒尾市四ツ山町３丁目１番４号 0968-62-0407 医療法人藤杏会

741 やざわ整形外科クリニック 玉名市松木２７－１ 0968-72-3000 矢澤克典

742 山村皮膚科医院 荒尾市大島字角田133‐5 0968-62-3515 医療法人社団山杏会

743 鹿井内科 玉名市高瀬２３３－１ 0968-72-2275 鹿井　太朗

744 井上産婦人科医院 山鹿市大橋通５０３―１ 0968-44-6615 井上　尊文

745 井上小児科医院 山鹿市山鹿３２９－１ 0968-44-5628 医療法人温故会

746 上塚外科胃腸科医院 山鹿市山鹿１０７２－１ 0968-43-6655 医療法人社団恕心会

747 うちだ内科医院 山鹿市山鹿３４３ 0968-44-5800 医療法人社団博英会

748 大坂整形外科医院 山鹿市熊入町３１５ 0968-43-1500 医療法人社団征栄会

749 大坪内科呼吸器科医院 山鹿市昭和町４０８ 0968-44-7722 医療法人社団信栄会

750 熊本県山鹿保健所 山鹿市山鹿４６５－２ 0968-44-4121 熊本県

751 軽費老人ホーム愛隣荘 山鹿市津留２００６－１ 0968-43-2772 社会福祉法人愛隣園

752 後藤整形外科医院 山鹿市山鹿１３２６－１ 0968-44-3245 医療法人社団清風会

753 さがわ医院 山鹿市山鹿１４０８－４ 0968-44-2540 佐川　博文

754 障害者支援施設　愛隣館 山鹿市津留２０２２ 0968-43-2771 社会福祉法人　愛隣園

755 谷産婦人科医院 山鹿市山鹿５２３ 0968-44-5128 医療法人社団星愛会

756 徳永循環器科内科医院 山鹿市山鹿１４７８－２ 0968-44-3111 医療法人山鹿慈恵会

757 特別養護老人ホーム　愛隣の家 山鹿市津留２０２７ 0968-43-2770 社会福祉法人愛隣園

758 特別養護老人ホーム　チブサン荘 山鹿市鍋田１８８８－１ 0968-43-6711 山鹿むつみ福祉会

759 星田内科医院 山鹿市熊入町１２３―３ 0968-43-7100 星田　正勝

760 前原耳鼻咽喉科医院 山鹿市昭和町６０５ 0968-44-2019 医療法人祐恵会前原耳鼻咽喉科医院

761 松永整形外科リウマチ科 山鹿市方保田３１４２ 0968-42-1611 医療法人松永会

762 横手医院 山鹿市津留２０８６ 0968-44-2773 医療法人翠光会

763 小林医院 山鹿市鹿北町四丁１７０５ 0968-32-3893 医療法人社団小林会

764 特別養護老人ホームあやすぎ荘 山鹿市鹿北町岩野５４９７－２ 0968-32-2117 社会福祉法人平成会

765 きくか松岡クリニック 山鹿市菊鹿町宮原８６－４ 0968-48-2055 松岡　三正

766 特別養護老人ホーム　矢筈荘 山鹿市菊鹿町長５０２番地 0968-48-2111 社会福祉法人菊寿会

767 福間医院 山鹿市菊鹿町上内田５５７－３ 0968-48-9143 福間　泰隆

768 かもと整形外科医院 山鹿市鹿本町来民５６０－２ 0968-46-5811 医療法人裕貴会

769 桑木内科 山鹿市鹿本町御宇田６５０ 0968-46-2063 桑木　敏光

770 武内医院 山鹿市鹿本町来民６９３ 0968-46-2620 医療法人春水会

771 特別養護老人ホーム一本松荘診療所 山鹿市鹿本町津袋４５０ 0968-46-2524 社会福祉法人不動会

772 冨田クリニック 山鹿市鹿本町津袋４４３ 0968-46-2121 医療法人社団冨田会

773 中川医院 山鹿市鹿本町御宇田４４６番地 0968-46-3106 医療法人社団清松会

774 はとの眼科クリニック 山鹿市鹿本町御宇田７２２－１ 0968-46-1700 医療法人敬明会

775 平井・藤岡医院 山鹿市鹿本町来民４９５－１ 0968-46-2146 医療法人慈愛会

776 特別養護老人ホームあいさと 山鹿市鹿央町合里１０３９ 0968-36-2333 社会福祉法人千草会

777 幸村医院 山鹿市鹿央町合里４１１ 0968-36-2000 医療法人社団幸村医院

778 東内科小児科医院 山鹿市方保田３１４５番地６ 0968-44-3444 医療法人社団東昭会

779 まえはら泌尿器科クリニック 山鹿市中９７５番地３ 0968-43-8888 医療法人　昭陽会

780 大橋通クリニック 山鹿市大橋通７０３ 0968-44-5161 医療法人　菅村会

781 たなか眼科医院 山鹿市山鹿９９２番地８ 0968-43-3415 医療法人　山鹿会

782 藤原クリニック 山鹿市单島３８７ 0968-42-8887 藤原一徳

783 養護老人ホ－ム寿楽荘 山鹿市鹿本町来民９７８番１ 0968-46-2046 社会福祉法人山鹿むつみ福祉会

784 養護老人ホーム清楽園 山鹿市菊鹿町松尾５０４番１ 0968-48-2124 社会福祉法人山鹿むつみ福祉会

785 坂本医院 山鹿市平山５４４２番地１ 0968-44-2763 医療法人社団　坂本会

786 やまがクリニック 山鹿市方保田3643番地１ 0968-41-5433 医療法人　太一会

787 吉里医院 山鹿市古閑１０７５番地９ 0968-43-2188 医療法人　尚徳会
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788 医療法人社団明光会　岡山眼科医院 菊池市隇府１２１ 0968-25-2209 医療法人　社団　明光会

789 岩根クリニック 菊池市隇府１１０ 0968-25-4230 岩根英治

790 河野整形外科医院 菊池市北宮３４０－１ 0968-24-5000 河野邦治

791 牧診療所 菊池市深川４００ 0968-25-2317 医療法人　牧念人会

792 菊池眼科 菊池市片角２５８－１ 0968-25-5678 医療法人　菊池眼科

793 菊池こどもクリニック 菊池市大琳寺２７６－３ 0968-25-1164 医療法人　菊池こどもクリニック

794 隇部医院 菊池市隇府１０１５ 0968-25-2851 隇部　力

795 熊本県菊池保健所 菊池市隇府１２７２－１０ 0968-25-4155 熊本県

796 黒川産婦人科医院 菊池市隇府１０７５－２３ 0968-25-1071 医療法人　社団　篤心会

797 木庭耳鼻咽喉科医院 菊池市大琳寺２４１－１７ 0968-24-2551 医療法人　社団　一ノ寿会

798 斎藤産婦人科医院 菊池市片角２９４－２ 0968-24-1177 斎藤厚生

799 城間クリニック 菊池市隇府９５２ 0968-25-2506 医療法人　盛啓会

800 高木医院 菊池市隇府１３２４ 0968-25-2532 濱口隆博

801 中野クリニック 菊池市大琳寺２７５－１ 0968-25-5861 医療法人　社団　健誠会

802 杜の里　かねこクリニック 菊池市藤田４０－１ 0968-23-7522 金子洋文

803 米田産婦人科医院 菊池市隇府４９７－１ 0968-25-2589 米田義典

804 七城木村クリニック 菊池市七城町林原１０５７ 0968-26-9555 木村圭志

805 特別養護老人ホーム　清泉 菊池市七城町亀尾２４２９ 0968-26-4811 社会福祉法人　愛敬会

806 古田医院 菊池市七城町甲佐町２９６ 0968-25-2280 医療法人　社団　喜生会

807 旭志石田医院 菊池市旭志弁利８２－１ 0968-37-2037 石田文章

808 一般財団法人化学及血清療法研究所菊池健康管理室 菊池市旭志川辺１３１４－１ 0968-37-3100 一般財団法人化学及血清療法研究所

809 特別養護老人ホーム　あさひが丘荘内診療所 菊池市旭志伊坂４４９－１ 0968-37-3636 社会福祉法人　広友会

810 いしはら皮ふ科クリニック 菊池郡大津町室２１５－８ 0962-93-3003 石原秀治

811 古賀眼科 菊池郡大津町室３９８－５ 0962-93-1411 古賀市郎

812 さとう医院 菊池郡大津町室３７７－１ 0962-93-2550 佐藤公望

813 竹田津医院 菊池郡大津町室１５６ 0962-93-2521 医療法人　社団　樹

814 たしろクリニック 菊池郡大津町大津１２１２－１７ 0963-40-3220 田代和弘

815 樽美外科整形外科医院 菊池郡大津町大津１１７７ 0962-93-2100 樽美光一

816 特別養護老人ホームつつじ山荘診療所 菊池郡大津町大津２０６１ 0962-93-4014 社会福祉法人　双友会

817 なみかわ小児科 菊池郡大津町室９５９ 0962-93-1163 医療法人　仁童会

818 本田技研工業（株）熊本健康管理センター 菊池郡大津町平川１５００ 0962-93-1111 本田技研工業（株）熊本製作所

819 宮本内科医院 菊池郡大津町室５３９－１ 0962-93-1700 医療法人　社団　聖和会

820 山縣内科医院 菊池郡大津町大津２０５７ 0962-93-4430 医療法人　社団　山縣会

821 仁誠会クリニック大津 菊池郡菊陽町原水２９７３ 0962-32-9595 医療法人　社団　仁誠会

822 河野内科クリニック 菊池郡菊陽町津久礼３０１１－４ 0962-33-1717 河野正一郎

823 菊陽レディースクリニック 菊池郡菊陽町新山２－８－２３ 0962-13-5656 医療法人　菊陽会

824 しもむら整形外科医院 菊池郡菊陽町津久礼２２３２－１ 0962-32-5836 下村　義文

825 竹長小児科内科医院 菊池郡菊陽町杉並台２－１２－１５ 0962-32-1110 竹長幸男

826 ちが産婦人科医院 菊池郡菊陽町原水２９５１－１ 0962-32-9131 医療法人　社団　博慈会

827 てらしま小児科医院 菊池郡菊陽町津久礼２２３４－１ 0962-32-5151 寺嶋隆則

828 特別養護老人ホームきほう苑 菊池郡菊陽町辛川１９２９ 0962-32-1188 社会福祉法人　清陽会

829 光の森脳神経外科内科 菊池郡菊陽町光の森6丁目1番地６ 0962-32-7711 医療法人　順風会

830 ふじおか内科 菊池郡菊陽町久保田２７３３－３ 0962-32-7550 医療法人　藤岡会

831 菊陽中部クリニック 菊池郡菊陽町津久礼８６８－５ 0962-32-1566 医療法人　星乃会

832 松岡耳鼻咽喉科医院 菊池郡菊陽町津久礼２４８６－１ 0962-32-5011 医療法人　社団　松陽会

833 宮原内科皮膚科医院 菊池郡菊陽町津久礼２３７７－１ 0962-32-8383 医療法人　社団　宮原会

834 武蔵しもむら医院 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘二丁目10番7号 0963-39-7561 下村正彦

835 矢野医院 菊池郡菊陽町原水１６１１ 0962-32-5266 矢野克比古

836 山本胃腸科・内科クリニック　アピ ワン 菊池郡菊陽町原水１１５６番地１３ 0962-32-8333 医療法人　社団　山本胃腸科・内科クリニック

837 池田クリニック 合志市幾久富１８６６－１３３２ 0962-48-8600 医療法人　榮邦会

838 大森医院 合志市竹迫１９８３－２ 0962-48-0003 大森邦弘

839 緒方整形外科医院 合志市幾久富１７５８－６９０ 0962-48-8181 緒方正光

840 温耳鼻咽喉科医院 合志市幾久富１９０９－５４７ 0962-48-6188 医療法人　社団　開成会
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841 紀水ナーシングホーム内診療所 合志市竹迫２２２４ 0962-48-7110 社会福祉法人　学優会

842 友田皮ふ科医院 合志市幾久富１９０９－９６４ 0962-48-6211 医療法人　社団　ともだ会

843 播磨医院 合志市幾久富１８６６－３４３ 0963-48-3511 医療法人　セイト会

844 ひかりヶ丘眼科・内科医院 合志市幾久富１９０９－１３７９ 0963-48-6305 医療法人　社団　栄康会

845 平瀬内科医院 合志市幾久富１９０９－２２７ 0962-48-5227 医療法人　平瀬会

846 みやの小児科 合志市幾久富１８６６－５１３ 0962-48-5800 医療法人　社団　高島会

847 むさし眼科クリニック 菊池郡合志町幾久富１９０９－５４５ 0962-48-6390 医療法人　本田会

848 山岡胃腸科クリニック 合志市幾久富１７５８－１４５ 0962-48-9001 医療法人　社団　山秀会

849 岸眼科 菊池市泗水町豊水３３８８－１ 0968-38-0075 医療法人　明厚会

850 救護施設菊池園 菊池市泗水町吉富１７－１ 0968-38-2956 社会福祉法人　紫翠会

851 清原医院 菊池市泗水町福本７７５ 0968-38-2106 医療法人　社団　清杏会

852 公立菊池養生園診療所 菊池市泗水町吉富２１９３ 0968-38-2820 菊池養生園保健組合

853 郷胃腸科内科クリニック 菊池市泗水町豊水３７３８－１ 0968-38-2121 医療法人　社団　佳翔会

854 古賀医院 菊池市泗水町吉富１９３５ 0968-38-2222 古賀　毅

855 田中医院 菊池市泗水町吉富３１６９ 0968-38-7070 医療法人　社団　秀薫会

856 特別養護老人ホーム泗水苑医務室 菊池市泗水町永１０２１ 0968-38-6680 社会福祉法人　泗水福祉会

857 いのうえ眼科 合志市須屋６７２－７ 0963-44-1311 医療法人　菁莪斎

858 柴田整形外科 合志市須屋１９７９－３ 0963-46-5500 医療法人　柴田会

859 障害者支援施設　白鳩園 合志市御代志７２２－１ 0962-42-0115 社会福祉法人　山紫会

860 庄嶋医院 合志市合生４０９５－１ 0962-42-3388 医療法人　社団　庄嶋会

861 障害者支援施設　くぬぎ園 合志市御代志７２２－７ 0962-42-5666 社会福祉法人　山紫会

862 特別養護老人ホーム　菊香園 合志市御代志７１８－４ 0962-42-0138 社会福祉法人　山紫会

863 成松内科医院 合志市須屋１８４０－１０ 0963-45-5151 医療法人　社団　成和会

864 三菱電機株式会社熊本事業所診療所 合志市御代志９９７ 0962-42-5714 三菱電気株式会社熊本事業所

865 森本整形外科医院 合志市御代志１６６５－１６６ 0962-42-2231 森本敬三

866 岩倉整形外科内科医院 菊池郡大津町室５３２－１ 0962-93-8888 医療法人社団岩倉会

867 菊池広域保健センター 菊池市泗水町吉富２１９３番地１ 0968-38-2820 菊池養生園保健組合

868 副島耳鼻咽喉科クリニック 合志市須屋２５２６－１ 0962-49-1777 副島会

869 えうら耳鼻咽喉科クリニック 菊池郡大津町室門出２１２－１ 0963-40-3387 正佑会

870 たに耳鼻咽喉科アレルギー科 菊池郡菊陽町光の森６丁目１番地３ 0962-33-3387 プロシード

871 よしもと小児科 菊池郡菊陽町原水１１５６－２ 0962-33-2520 吉本会

872 菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘 菊池市今５８番地 0968-25-1600 菊池市

873 たぶち内科循環器科 菊池郡菊陽町光の森３丁目１７－３ 0962-32-3588 田渕　利文

874 かつき皮膚科医院 菊池市大琳寺字東善寺２３５番地 0968-24-5500 颯悠会

875 医療法人　西山医院 菊池市隇府字町１１５番４ 0968-25-2561 医療法人　西山医院

876 宮本内科クリニック 菊池市隇府２７７番地２ 0968-25-2047 宮交会

877 しばた内科クリニック 菊池郡大津町室５５ 0962-93-2050 柴田　昌一朗

878 宮川内科医院 合志市栄２４９７－１０ 0962-48-2155 五岳会

879 後藤整形外科医院 菊池市隇府字藪ノ内９２３番地 0968-25-2906 医療法人　後藤会

880 堀田眼科 菊池郡菊陽町大字久保田２８０２番地１ 0962-92-3455 堀田眼科

881 本多内科胃腸科医院 菊池郡菊陽町馬場楠４２７番地 0962-32-2021 医療法人社団慶仁会

882 かとう整形外科　光の森 菊池郡菊陽町光の森３－１７－４ 0963-49-2255 医療法人　椎の葉会

883 いはら形成外科クリニック 菊池郡菊陽町光の森７丁目１４－７ 0963-40-2560 猪原英二

884 仁誠会クリニック光の森 菊池郡菊陽町光の森３丁目１－１ 0963-60-7112 医療法人　社団　仁誠会

885 いけざわこどもクリニック 合志市野々島２４６１ 0962-42-6633 医療法人　いけざわこどもクリニック

886 あらいクリニック 菊池郡大津町錦野３９４ 0962-93-2358 荒井　光広

887 ふくだ医院 菊池郡大津町大津1210番5 0962-93-2771 医療法人　福田会

888 つくれクリニック 菊池郡菊陽町津久礼２６８４－１ 0962-85-3335 医療法人社団　峯和会

889 まつもとこどもクリニック 合志市須屋264番地4 0963-38-8960 医療法人　童心会

890 アトピアクリニック 菊池郡菊陽町辛川４９６－６ 0963-49-2766 稲葉葉一

891 ナカシマセブンクリニック 合志市須屋１４１５番地５ 0962-88-0777 中嶋淳滋

892 特別養護老人ホーム不二の里診療所 菊池市泗水町吉富２２７６－１ 0968-38-1755 社会福祉法人東康会

893 養護老人ホームふじのわ荘診療所 菊池市亘91番地 0968-25-2500 社会福祉法人　菊愛会
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894 養護老人ホームこすもす荘診療所 菊池市泗水町吉富2900 0968-38-2902 社会福祉法人　菊愛会

895 養護老人ホーム光進園内診療所 菊池郡大津町室１７０７番地 0962-93-2311 社会福祉法人光進会

896 さくら眼科内科クリニック 菊池郡菊陽町光の森７丁目３３番地１ 0963-40-2325 医療法人　拓雄会

897 ちとせ眼科 菊池郡菊陽町光の森７丁目３番地７ 0962-43-1100 医療法人　至誠会

898 赤星医院 菊池市隇府７１９ 0968-25-2738 赤星一信

899 岩上眼科 菊池郡大津町大津１２１２－２９ 0962-92-2053 医療法人社団　静澄会

900 大津じんないクリニック 菊池郡大津町陣内１１６７番地５ 0962-94-5403 医療法人　田中会

901 きくち宮本泌尿器科 菊池市隇府７７５番地 0968-24-8101 宮本　健次

902 古荘医院 菊池市隇府１６２ 0968-25-2046 渡邊　孝寛

903 かたやま内科・漢方クリニック 合志市御代志２０３７－３ 0962-73-6960 片山　功夫

904 光の森メンタルクリニック 菊池郡菊陽町光の森７丁目４１－４ 0962-32-8102 医療法人　梟会

905 ヒューマン・ケア　こうしの杜診療所 合志市豊岡２０００番地１９０ 0962-73-6767 社会福祉法人　慈敬会

906 千年内科クリニック 合志市幾久富１９０９番地５６９ 0962-73-7227 医療法人　仁志会

907 まつもと耳鼻咽喉科医院 菊池市亘１１番地１ 0968-23-6111 医療法人社団　嘉資会

908 特別養護老人ホーム　大地の里　えがお内医務室 合志市須屋２６７０番地３ 0962-42-0111 社会福祉法人　大地

909 平山内科クリニック 合志市御代志４６８－１ 0962-73-6104 平山　正剛

910 合志メディカルクリニック 合志市須屋２７８９番地２ 0962-27-6162 医療法人社団　裕友会

911 いけだ泌尿器科・内科 菊池郡菊陽町原水１１６６－１ 0962-33-1000 池田　和義

912 なかふさ心療内科・光の森 菊池郡菊陽町光の森７丁目２５－５ 0962-88-6802 中房　憲司

913 Ｌｅｅこどもクリニック 合志市豊岡２０００－５３ 0962-15-5980 李　光鐘

914 地域密着型介護老人福祉施設　健やか園 菊池市七城町甲佐町字浪の田85番1 0968-24-7716 社会福祉法人　秀正会　理事長　生嶋秀人

915 光進会クリニック 菊池郡大津町大字室字三郎松１７２４番地１ 0962-94-8888 医療法人社団　光進会

916 和み内科診療所 合志市栄2127-233 0962-48-7534 中川和子

917 のざわ医院 菊池郡大津町引水578番地2 0962-93-8000 野澤　文昭

918 三隅内科医院 合志市豊岡2000-596 0962-48-6161 三隅修平

919 特別養護老人ホーム喜寿園　医務室 菊池郡大津町室１７１３ 0962-94-6555 社会福祉法人光進会　理事長　井上太喜郎

920 特別養護老人ホーム　ヒューマン・ケア　たかばの杜 合志市幾久富字城戸内１１２１－１ 0962-73-6767 社会福祉法人　慈敬会

921 特別養護老人ホーム　ケアタウン光の森 菊池郡菊陽町津久礼３００２番地１ 0962-73-8686 社会福祉法人ゆうき会

922 一の宮整形外科 阿蘇市一の宮町宮地１８０１番地の１ 0967-22-3911 古閑　　今朝輝

923 特別養護老人ホーム　　あそん里　医務室 阿蘇市一の宮町坂梨八千場２３６５ 0967-22-1511 社会福祉法人　　治誠会

924 家入整形外科 阿蘇市内牧３５３番地 0967-32-0048 医療法人　　恵浩会

925 市原胃腸科外科 阿蘇市黒川１４８４ 0967-34-1211 医療法人社団　　恒仁会

926 小野主生医院 阿蘇市内牧字中町２２７－１２ 0967-32-0039 小野　　崇

927 坂梨ハートクリニック 阿蘇市小里２４９－２ 0967-24-6262 医療法人　坂梨ハート会

928 障害者支援施設　たちばな園　　医務室 阿蘇市三久保７１５番地 0967-32-2100 社会福祉法人　　蘇幸会

929 問端内科 阿蘇市内牧１１５番地 0967-32-0102 医療法人社団　　問端会

930 特別養護老人ホーム　阿蘇みやま荘　　医務室 阿蘇市黒川１３６５番地 0967-34-0848 阿蘇広域行政事務組合

931 ＮＯＫ（株）　熊本事業場健康管理室 阿蘇市永草字堤２０８９番地 0967-35-0331 ＮＯＫ株式会社

932 脇胃腸科 阿蘇市内牧１０４９－１３ 0967-32-2500 医療法人社団　　澄幸会

933 特別養護老人ホ－ム　　悠清苑　診療所 阿蘇郡单小国町満願寺５８５４番地の１ 0967-44-0800 社会福祉法人　　昭寿会

934 蓮田医院 阿蘇郡单小国町赤馬場１９５６番地の１７ 0967-42-0125 医療法人社団　　昭仁会

935 おぐに整形外科 阿蘇郡小国町宮原１７７１－１ 0967-46-2121 梅田　修二

936 産山村診療所 阿蘇郡産山村山鹿４８９番地の５ 0967-25-2011 産山村

937 阿蘇医療センター波野診療所 阿蘇市波野大字波野２７０３番地 0967-24-2203 阿蘇市

938 特別養護老人ホ－ム　梅香苑　医務室 阿蘇郡高森町高森３１７５番地 0967-62-3111 社会福祉法人　　岳寿会

939 平田医院 阿蘇郡高森町高森１６１３番地の６ 0967-62-0735 医療法人社団　　美峰会

940 馬原内科医院 阿蘇郡高森町高森１６７８番地 0967-62-0646 医療法人社団　　馬原内科医院

941 特別養護老人ホ－ム　水生苑　　医務室 单阿蘇村一関１２８２番地 0967-62-9688 社会福祉法人　　白久寿会

942 藤本医院 阿蘇郡单阿蘇村中松２８３６番地 0967-67-0020 藤本　　康子

943 渡邉内科 单阿蘇村河陰４６６７番 0967-67-1777 医療法人社団　　清流会

944 上村医院 阿蘇郡单阿蘇村下野４０１－５ 0967-35-0336 医療法人社団　　順幸会

945 特別養護老人ホ－ム　陽ノ丘荘　診療所 阿蘇郡单阿蘇村河陽４４６３番地 0967-67-2500 社会福祉法人　　順和会

946 特別養護老人ホームみどりの館医務室 阿蘇郡西原村布田字化粧塚８９７－１ 0962-79-4825 社会福祉法人　　成仁会
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947 永広医院 阿蘇郡西原村小森３２０９番地の２ 0962-79-2222 永広　武

948 のむら内科クリニック 阿蘇郡西原村小森１１１３－３ 0962-92-2250 野村　裕常

949 眼科古嶋医院 阿蘇市黒川１５２１ 0967-34-0008 眼科古嶋医院

950 救護施設真和館医務室 阿蘇郡西原村鳥子字上陣ノ上３０７２番地 0962-79-1121 社会福祉法人致知会

951 たくもと小児科クリニック 阿蘇市黒川１４９９番地４ 0967-34-2202 医療法人　育栄会

952 松見内科クリニック 阿蘇市一の宮町宮地4735-6 0967-22-0260 松見信太郎

953 特別養護老人ホームなでしこの里 阿蘇郡産山村田尻６１８番２ 0967-25-3511 社会福祉法人やまなみ会

954 栗林内科医院 阿蘇市一の宮町宮地３０８８－１ 0967-24-1024 栗林　範臣

955 特別養護老人ホームひのおか順心館診療所 阿蘇市赤水字無田ノ上１８９４番地１ 0967-35-0560 社会福祉法人　順和会

956 おおむら内科クリニック 阿蘇郡小国町宮原４２５－１２ 0967-32-8010 大村陽一

957 特別養護老人ホーム　乙姫荘　医務室 阿蘇市乙姫１７７６番地 0967-32-5000 社会福祉法人　角岳会

958 社会医療法人社団熊本丸田会　单郷谷整形外科医院 阿蘇郡高森町大字高森２１８６番地１ 0096-76-2351 社会医療法人社団熊本丸田会

959 单阿蘇原眼科 阿蘇郡单阿蘇村河陰3989-1 0963-39-5541 医療法人社団敬竜会

960 渡邉総合内科クリニック 阿蘇郡高森町高森２０２２－３ 0967-67-1777 医療法人社団清流会

961 古閑医院 阿蘇市一の宮町宮地字桐子１４４６－１ 0967-22-3000 医療法人社団宏元会

962 寺﨑内科胃腸科クリニック 阿蘇郡单阿蘇村大字白川２１１０番地１ 0967-62-0378 医療法人阿蘇久仁会

963 養護老人ホーム悠和の里医務室 阿蘇郡小国町宮原２７５８番地 0967-46-3015 社会福祉法人　小国町社会福祉協議会

964 上村ぬくもり診療所 阿蘇郡单阿蘇村河陽4457-1 0967-67-2500 医療法人社団　順幸会

965 熊本県阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-22-1110 熊本県

966 大久保耳鼻咽喉科医院 上益城郡御船町辺田見４１０－１ 0962-82-3900 医療法人社団　安貴会

967 古閑整形外科胃腸科医院 上益城郡御船町上野１５３６ 0962-84-2010 医療法人社団　古閑整形外科胃腸科医院

968 たかぞえ内科循環器内科クリニック 上益城郡御船町御船９４８番地 0962-82-0070 医療法人　啓成会

969 泰泉堂牟田医院 上益城郡御船町御船９３５ 0962-82-0216 牟田　光一郎

970 特別養護老人ホーム　グリーンヒルみふね 上益城郡御船町辺田見８４０－９ 0962-81-7777 社会福祉法人　恵寿会

971 みふね眼科 上益城郡御船町辺田見字馬場４１０－１ 0962-82-3711 医療法人社団　あおば

972 藤岡医院 上益城郡御船町御船１０６１ 0962-82-0405 医療法人社団　藤岡会

973 御船クリニック 上益城郡御船町御船１０５０ 0962-82-0106 医療法人　祥和会

974 嘉島クリニック 上益城郡嘉島町鯰２６３９ 0962-37-1732 医療法人社団　如水会

975 さかた耳鼻咽喉科 上益城郡嘉島町鯰１８３４番地１ 0962-37-4133 医療法人社団　坂田会

976 たなか内科眼科 上益城郡嘉島町鯰１８９８－３ 0962-35-7235 医療法人社団　みどり会

977 特別養護老人ホーム　康寿苑 上益城郡嘉島町北甘木２０７３ 0962-37-3001 社会福祉法人　嘉悠会

978 山地外科胃腸科医院 上益城郡嘉島町上島２４９１ 0962-37-0003 医療法人社団　五代会

979 市原産婦人科医院 上益城郡益城町惣領字中道１４８７ 0962-86-7568 市原　憲吉

980 おがた整形外科 上益城郡益城町福富字前畑８０２－２ 0962-89-3301 医療法人　福富会

981 株式会社井関熊本製造所診療所 上益城郡益城町安永１４００ 0962-86-5515 株式会社井関熊本製造所

982 川崎医院 上益城郡益城町田原１８４－２ 0962-86-4565 川嵜　弘

983 椎崎胃腸科外科医院 上益城郡益城町惣領１４２１－１ 0962-86-7344 医療法人社団　椎崎会

984 清水眼科 上益城郡益城町大字惣領１４２９番地５号 0962-89-0288 医療法人社団　清水会

985 高本脳神経外科医院 上益城郡益城町惣領１３１６番地 0962-89-0088 医療法人　赤髭会

986 砥川クリニック 上益城郡益城町砥川１７２６ 0962-86-5770 壬生　保博

987 ふくだ整形外科 上益城郡益城町馬水８０５ 0962-86-7391 医療法人社団　福田会

988 益城整形外科 上益城郡益城町安永８０５番地４ 0962-86-1818 医療法人　益城整形外科

989 特別養護老人ホーム　桜の丘 上益城郡甲佐町西寒野１１６１ 0962-34-1191 社会福祉法人　綾友会

990 桃崎整形外科 上益城郡甲佐町緑町字中野２７５－２０ 0962-35-8111 医療法人　順和会

991 坂本クリニック 上益城郡山都町下市３９－１ 0967-72-0210 医療法人社団　志楽会

992 高田整形外科クリニック 上益城郡山都町城平８４２ 0967-72-1007 医療法人　高田会

993 野田医院 上益城郡山都町浜町２６７ 0967-72-0307 医療法人社団　皆晴会

994 矢部大矢荘診療所 上益城郡山都町北中島字境の谷２６８４－２ 0967-75-0333 社会福祉法人　蘇单会

995 山都町立養護老人ホーム　浜美荘 上益城郡山都町上寺２１７８－５ 0967-72-1553 山都町

996 井無田へき地診療所 上益城郡山都町井無田１２９４－３ 0967-82-2881 山都町

997 北部へき地診療所 上益城郡山都町東竹原２８５番地の１ 0967-85-0204 山都町

998 特別養護老人ホーム　蘇望苑診療所 上益城郡山都町滝上２２３番地の１ 0967-83-0870 社会福祉法人  蘇清会

999 山口医院 上益城郡山都町菅尾４９８番地 0967-83-0506 医療法人社団  緑水会
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1000 甲佐眼科クリニック 上益城郡甲佐町大字岩下字東園６８番の１３ 0962-35-5600 医療法人　邦仁会

1001 しばた眼科 上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２イオンモール熊本１階 0962-35-2246 柴田　大史

1002 よしむら内科・循環器科 上益城郡嘉島町大字上島２２９９－１ 0962-35-7773 吉村　力也

1003 からしま小児科 上益城郡嘉島町大字上島９６１ 0962-35-6333 辛嶋　眞如

1004 香田整形外科 上益城郡嘉島町北甘木２０１８番地 0962-37-2811 医療法人　香和会

1005 小屋迫医院 上益城郡甲佐町大字岩下９６番地１ 0962-34-0165 医療法人社団　秀誠会

1006 のぐち皮ふ科 上益城郡嘉島町鯰１８３４番１ 0962-37-4112 医療法人　博麗会

1007 養護老人ホーム　緑川荘 上益城郡甲佐町緑町５０番地 0962-34-0109 社会福祉法人　五色会

1008 特別養護老人ホーム　花へんろ 上益城郡益城町惣領１６７０ 0962-87-8706 社会福祉法人　ましき苑

1009 小糸整形外科 上益城郡御船町木倉１１８２ 0962-82-0050 医療法人社団　博倫会

1010 特別養護老人ホーム　風ノ木 上益城郡山都町千滝２１１番地 0967-72-3401 社会福祉法人　徳生会

1011 特別養護老人ホーム悠優かしま 上益城郡嘉島町大字上仲間151番地1 0962-35-2301 社会福祉法人　千寿会

1012 特別養護老人ホーム　そよ風の里”ほたる” 上益城郡山都町今３２２番地１ 0967-83-0311 社会福祉法人　三和会

1013 はがこどもクリニック 上益城郡益城町大字宮園４０８－１ 0962-89-7020 芳賀　雄作

1014 特別養護老人ホーム　いこいの里 上益城郡益城町福原１９８８番地１ 0962-87-5666 社会福祉法人錦光会

1015 養護老人ホームオアシス　医務室 上益城郡御船町大字木倉4780番地 0962-82-0459 社会福祉法人　伸生紀

1016 特別養護老人ホーム　ひろやす荘 上益城郡益城町大字安永1080番地 0962-86-4192 社会福祉法人　慈光会

1017 田上皮ふ科クリニック 上益城郡御船町辺田見３４－１ 0962-81-1112 田上　俊英

1018 大串内科 上益城郡嘉島町鯰２７７８ 0962-34-7873 大串　和久

1019 養護老人ホーム　花へんろ 上益城郡益城町赤井１８００番地 0962-86-2075 社会福祉法人　ましき苑

1020 益城なかぞのクリニック 上益城郡益城町宮園７３２－９ 0962-86-1700 医療法人社団みらい

1021 かいがクリニック 上益城郡益城町木山３５８番地１ 0962-86-2023 海賀　千弘

1022 ましきクリニック 上益城郡益城町惣領１３０８－３ 0962-87-8733 医療法人　秀康会

1023 緑川へき地診療所 上益城郡山都町緑川２０１５ 0967-82-3170 山都町

1024 まるお皮ふ科 上益城郡益城町広崎字花立１０３８番１ 0962-37-4112 医療法人　博麗会

1025 ひろやすクリニック 上益城郡益城町惣領１５４４番地３ 0962-86-3636 社会医療法人　ましき会

1026 榊田泌尿器科外科医院 上益城郡御船町御船903 0962-82-6363 榊田　裕士

1027 宇土中央クリニック 宇土市浦田町１３６－１ 0964-22-1600 医療法人　社団三村・久木山会

1028 尾崎医院 宇土市本町１丁目８ 0964-22-0241 医療法人社団　尾崎医院

1029 金森医院 宇土市本町６丁目５ 0964-22-0017 医療法人　社団金森会

1030 近藤クリニック 宇土市松山町松山町４４００－２ 0964-23-5558 近藤　浩幸

1031 田山産科婦人科医院 宇土市入地町１６１－２ 0964-22-5522 医療法人　社団田山会

1032 特別養護老人ホーム照古苑 宇土市单段原町１６１－２ 0864-22-4100 社会福祉法人　白日会

1033 七川医院 宇土市浦田町１４０ 0964-22-0555 七川　幸士郎

1034 皮ふ科耳鼻咽喉科　草場医院 宇土市松原町３５－８ 0964-23-5851 医療法人　社団草場会

1035 福田医院 宇土市本町３丁目６４ 0964-22-0002 福田　道広

1036 本多胃腸科内科医院 宇土市浦田町３１３ 0964-22-3692 本多　　武彦

1037 松田内科循環器科クリニック 宇土市三拾町１４４－２ 0964-23-6555 松田　洋实

1038 むらかみ眼科クリニック 宇土市单段原町１１－６ 0964-22-6600 医療法人　湘悠会

1039 もろが整形外科医院 宇土市旭町字前田１４４－１ 0964-23-2341 医療法人　社団もろが整形外科医院

1040 やまもと泌尿器科クリニック 宇土市单段原町７９－４ 0964-58-1411 医療法人社団　やまもと泌尿器科クリニック

1041 吉窪内科放射線科医院 宇土市入地町２７０－１ 0964-22-3203 吉窪　　穂積

1042 池田胃腸科内科 宇城市三角町波多１５９－１ 0964-52-2610 池田　和隆

1043 佐藤医院 宇城市三角町戸馳１６８０ 0964-52-2748 佐藤　立行

1044 特別養護老人ホーム豊洋園医務室 宇城市三角町里浦２８５５－５ 0964-54-1100 社会福祉法人　黎明福祉会

1045 三角クリニック 宇城市三角町三角浦１１５９－１２４ 0964-52-3003 医療法人　厚生会

1046 きむら医院 宇城市不知火町御領７０８－１０ 0964-32-0437 医療法人　木村会

1047 小篠内科医院 宇城市不知火町長崎１８３ 0964-33-1206 医療法人　社団小篠内科医院

1048 特別養護老人ホーム蕉夢苑医務室 宇城市不知火町長崎７４０ 0964-32-5551 社会福祉法人　宇医会

1049 錦戸整形外科 宇城市不知火町御領８８－５ 0964-32-5775 錦戸　悦夫

1050 松合医院 宇城市不知火町松合字屋敷新地２－１０ 0964-42-3445 陳　正貴

1051 泉胃腸科外科医院 宇城市松橋町松橋１９４１ 0964-33-2277 医療法人　社団泉寿会

1052 うきクリニック 宇城市松橋町きらら１丁目６番地１ 0964-32-6322 医療法人　厚生会
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1053 熊本県宇城保健所 宇城市松橋町久具４００－１ 0964-32-2416 熊本県

1054 坂崎皮ふ科 宇城市松橋町松橋８５２ 0964-32-0166 医療法人　社団坂崎会

1055 清水整形外科医院 宇城市松橋町久具３２３－１ 0964-32-2207 医療法人　社団仁水会

1056 城野内科医院 宇城市松橋町浜田１９１－１ 0964-32-5000 城野　憲二

1057 竹宮医院 宇城市松橋町松橋４８０ 0964-33-1122 竹宮　秀一

1058 特別養護老人ホーム　しらぬい荘診療所 宇城市松橋町竹崎１１４２－１ 0964-32-0709 社会福祉法人　水光会

1059 本田医院 宇城市松橋町单豊崎５８５ 0964-32-0555 医療法人　社団本田会

1060 まつえクリニック 宇城市松橋町久具７００ 0964-32-3911 医療法人　顕勝会

1061 まつばせ児嶋クリニック 宇城市松橋町きらら２丁目５－４ 0964-25-2522 医療法人　児嶋会

1062 まつばせレディースクリニック 宇城市松橋町松橋６８９－１ 0964-34-0303 医療法人社団　松橋愛育会

1063 みずたみ医院 宇城市松橋町竹崎１１１５－３２ 0964-32-3372 水民　和行

1064 宮崎耳鼻咽喉科医院 宇城市松橋町松橋７６４－３ 0964-33-3389 医療法人　社団宮崎会

1065 安武眼科医院 宇城市松橋町松橋５７０ 0964-32-0733 医療法人　安武眼科医院

1066 江藤外科胃腸科医院 宇城市小川町河江７７－１ 0964-43-4433 医療法人　社団江藤外科胃腸科医院

1067 土屋医院 宇城市小川町江頭１２１ 0964-43-0333 医療法人　社団立世会

1068 特別養護老人ホーム　　ひだけ荘 宇城市小川町单海東２０３０ 0964-34-6300 社会福祉法人　日岳会

1069 廣岡クリニック皮膚科 宇城市小川町大字北新田６１－３ 0964-43-6543 廣岡　实

1070 狩場医院 宇城市豊野町糸石３８９７ 0964-45-2017 医療法人　社団豊栄会

1071 石井クリニック 下益城郡美里町萱野１４２０ 0964-46-3990 石井　純

1072 特別養護老人ホーム　こもれび医務室 下益城郡美里町大字佐俣３３８ 0964-47-6277 社会福祉法人　伸生紀

1073 特別養護老人ホーム　陽光園診療所 下益城郡美里町二和田１２３３ 0964-47-2600 社会福祉法人　千寿会

1074 勝目眼科医院 宇城市三角町大字三角浦３４８番の６ 0964-52-3688 医療法人　邦仁会

1075 单豊崎ひふ科診療所 宇城市松橋町单豊崎８９４ 0964-27-7002 古木　春美

1076 吉野整形外科 宇土市高柳町２０６－６ 0964-22-6000 医療法人社団　吉野会

1077 県单髙木クリニック 宇城市松橋町松橋８１５－６ 0964-34-0177 髙木　幸一

1078 たのうえ胃腸科クリニック 下益城郡美里町馬場７５７－１ 0964-47-6032 医療法人　田上会

1079 特別養護老人ホーム　水晶苑　診察室 宇城市豊野町糸石２５１３ 0964-45-3755 社会福祉法人　豊生会

1080 くどう日日医院 宇城市松橋町松橋９３６ 0964-32-0010 工藤秀雄

1081 幡手耳鼻咽喉科クリニック 宇土市单段原町２６－１ 0964-24-1187 幡手厳諭

1082 うちの小児科小児外科 宇城市松橋町松橋１９４７－１ 0964-32-0550 医療法人　真愛会

1083 松橋耳鼻咽喉科・内科クリニック 宇城市松橋町きらら二丁目２番１５号 0964-33-4133

1084 たかはしクリニック 宇城市小川町川尻２７２－１ 0964-43-0008 髙橋　利弘

1085 小川中央クリニック 宇城市小川町江頭393-1 0964-43-5363 鍬田　和久

1086 坂口医院 宇城市松橋町松橋４７３ 0964-32-0445 坂口　二朗

1087 みどりかわクリニック 宇土市野鶴町３４０－１番地 0964-22-1171 医療法人社団　小田会

1088 じょうどいクリニック 宇城市松橋町单豊崎字硴ノ江５９６－３ 0964-53-9517 上土井　晋

1089 高浜眼科医院 宇土市城之浦町６７ 0964-22-0108 髙濱　由利子

1090 ダイヤモンドシティクリニック 宇城市小川町河江１番地１ 0964-34-6071 医療法人社団仁友会

1091 しまだこどもクリニック 宇城市松橋町きらら3丁目2番19号 0964-34-3933 医療法人社団　松橋しまだ会

1092 特別養護老人ホーム西城園医務室 宇土市下網田町１９０５番地 0964-27-0555 社会福祉法人　順風会

1093 宇土市養護老人ホーム芝光苑医務室 宇土市单段原町１６１－１ 0964-22-2111 宇土市長　元松茂樹

1094 養護老人ホーム松寿園医務室 宇城市不知火町永尾７１７番地 0964-42-2016 黎明福祉会

1095 上野小児科医院 宇土市城之浦町１９６ 0964-22-0324 上野　晃

1096 特別養護老人ホームきらら医務室 宇城市松橋町きらら1丁目９－３ 0964-54-1311 社会福祉法人　熊本厚生会

1097 中村医院 宇城市松橋町砂川１７２８ 0964-32-0722 中村会

1098 あらき整形外科医院 八代市旭中央通１－３ 0965-32-2524 医療法人社団　メディウス会

1099 ありの内科呼吸器科 八代市萩原町１－７－２８ 0965-32-5941 有野　晃司

1100 医療法人社団伊達整形外科医院 八代市日奈久塩北町４３０３ 0965-38-3700 医療法人社団　伊達整形外科医院

1101 上野耳鼻咽喉科医院 八代市本町２－３－４９ 0965-34-1814 医療法人社団博恵会

1102 大手町クリニック 八代市大手町１－７－１８ 0965-32-2606 医療法人社団腎愛会

1103 大野耳鼻咽喉科気管食道科医院 八代市松江本町７－２０ 0965-32-3878 大野　敏二

1104 大平眼科医院 八代市通町５－２８ 0965-32-2239 大平　和彦

1105 大平小児科医院 八代市迎町１－７－２３ 0965-31-7200 医療法人社団　大平小児科医院
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1106 岡外科胃腸科医院 八代市岡町谷川１０６８ 0965-39-0059 岡　和基

1107 岡崎皮ふ科医院 八代市永碇町１２４５－１ 0965-31-0277 医療法人社団　岡崎皮ふ科医院

1108 岡村医院 八代市横手新町１４－４ 0965-39-5665 岡村　健二

1109 小沢内科医院 八代市田中北町４－１２ 0965-35-5382 小沢　隆昭

1110 片岡レディスクリニック 八代市本町３－３－３５ 0965-32-2344 医療法人　セント・ソフィア

1111 木下眼科クリニック 八代市田中町４８９－１ 0965-33-0246 木下　房之

1112 きはら眼科 八代市萩原町２－６－３２ 0965-32-3946 木原　英二

1113 木屋内科胃腸科 八代市通町５－１３ 0965-32-7057 医療法人社団　俊光会

1114 久原外科胃腸科医院 八代市植柳上町６５２１番地 0965-35-1161 医療法人社団　久原会

1115 久原内科消化器科クリニック 八代市植柳元町５５４０－１ 0965-32-2218 医療法人社団　久原内科消化器科クリニック

1116 熊本県八代保健所 八代市西片町１６６０ 0965-33-3197 熊本県

1117 桑原医院 八代市敷川内町１２０２ 0965-38-0302 桑原　奥

1118 桑原産婦人科医院 八代市大手町一丁目７番２２号 0965-32-3405 医療法人社団　桑原産婦人科医院

1119 くわはら小児科 八代市植柳上町５６９０－１ 0965-32-5000 医療法人社団　くわはら小児科

1120 軽費老人ホームすずらん苑医務室 八代市本野町２０７６ 0965-33-3813 社会福祉法人　天龍会

1121 古閑医院 八代市本町３丁目３－５ 0965-32-2318 古閑　博

1122 後藤整形外科医院 八代市本町４－５－２４ 0965-32-4433 後藤　澄

1123 相良中村クリニック 八代市大手町２－８－２０ 0965-32-4862 医療法人社団　相良中村クリニック

1124 しおさき内科胃腸科クリニック 八代市日奈久塩单町甲２１－１３ 0965-38-1700 潮崎　明

1125 障害者支援施設かんねさこ荘付属診療所 八代市二見本町葛迫４３３ 0965-38-9011 社会福祉法人　日新会

1126 磧本胃腸科外科医院 八代市松江町１６８－１ 0965-33-0321 磧本　信男

1127 たかの呼吸器科内科クリニック 八代市松崎町１４７ 0965-32-2720 高野　義久

1128 高野整形外科 八代市本町１－８－６ 0965-32-2014 医療法人社団　晴洋会

1129 田中泌尿器科外科医院 八代市錦町８－５ 0965-33-1100 医療法人社団　田中泌尿器科外科医院

1130 田渕整形外科医院 八代市高下西町２２６８ 0965-32-4897 医療法人社団　田渕会

1131 田渕内科クリニック 八代市高下西町２２７１－１ 0965-33-6727 田渕　昭典

1132 ちりふ内科 八代市豊原中町２２９９－１ 0965-32-6000 医療法人社団　城单会

1133 遠崎医院 八代市田中北町１７－１ 0965-33-8916 遠崎　周一

1134 特別養護老人ホームあさひ園医務室 八代市上日置町２３４５ 0965-35-5757 社会福祉法人　郷寿会

1135 特別養護老人ホーム行楽園付属診療所 八代市日奈久塩北町２９０５ 0965-38-2011 社会福祉法人　敬愛会

1136 特別養護老人ホームすずらんの里医務室 八代市葭牟田町４３５ 0965-39-7511 社会福祉法人　天龍会

1137 特別養護老人ホームま心苑 八代市敷川内町２２５１－１ 0965-31-7600 社会福祉法人　ま心苑

1138 中川外科医院 八代市横手町１５１２－３ 0965-33-3300 医療法人社団　中川会

1139 中村内科医院 八代市花園町１０－１ 0965-33-8885 医療法人　中村内科医院

1140 橋本医院 八代市植柳上町９３１ 0965-32-4155 橋本　晏理

1141 林整形外科医院 八代市高下西町１４２６ 0965-35-2600 医療法人社団　優林会

1142 林原皮膚科医院 八代市通町１１－１４　３Ｆ 0965-32-8386 林原　利朗

1143 日置町クリニック 八代市日置町１５０ 0965-31-5757 医療法人社団　浩杏会

1144 久野内科医院 八代市本町１丁目７－４０ 0965-32-3408 医療法人社団　久野会

1145 市村皮膚科医院 八代市黄金町２０－９ 0965-34-2820 医療法人社団　市村会

1146 ふくろ町クリニック 八代市袋町１－８ 0965-32-1222 医療法人社団　博友会

1147 福田クリニック・産婦人科内科 八代市日奈久中西町４１８ 0965-38-0068 医療法人社団　杏泉会

1148 福満内科医院 八代市松江町２８８ 0965-35-0293 福満　健一郎

1149 堀内眼科医院 八代市塩屋町４－４ 0965-32-4993 堀内　浩史

1150 前田医院 八代市長田町２９５０ 0965-32-3845 前田　文博

1151 松岡内科クリニック 八代市通町７－１４ 0965-33-2766 医療法人　師天会

1152 特別養護老人ホーム　みやび園 八代市高島町４２２１ 0965-32-0088 社会福祉法人　松高福祉会

1153 宮村医院 八代市萩原町２－１０－４ 0965-32-2414 宮村　博文

1154 むらたクリニック 八代市横手本町２－１ 0965-34-1872 医療法人　和康会

1155 持永外科内科胃腸科医院 八代市平山新町４４７２－３ 0965-35-2772 医療法人社団　みずほ会

1156 元島産婦人科医院 八代市西松江城町５－９ 0965-34-2022 医療法人社団　宗閑会

1157 保元内科クリニック 八代市永碇町１３２３－３ 0965-34-3141 医療法人社団　明保会

1158 八代市医師会健診センター 八代市平山新町４４３８－５ 0965-35-3004 一般社団法人　八代市医師会
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1159 八代中央クリニック 八代市永碇町１３６１ 0965-32-8008 社会医療法人芳和会

1160 ヤマハ熊本プロダクツ㈱診療所 八代市新港町４－８ 0965-37-2121 ヤマハ熊本プロダクツ株式会社

1161 ゆたか医院 八代市田中東町１３－１ 0965-31-0763 穐月　清勝

1162 和田小児科医院 八代市大手町２－５－２３ 0965-32-2755 医療法人社団　恵和会

1163 特別養護老人ホーム坂本の里一灯苑　医務室 八代市坂本町坂本１０７１ 0965-53-7277 社会福祉法人　川岳福祉会

1164 峯苫医院 八代市坂本町坂本４１３９－１ 0965-45-2127 医療法人社団　明佑会

1165 特別養護老人ホーム康和苑 八代市千丁町太牟田１３００－８ 0965-46-1144 社会福祉法人　康和福祉会

1166 丸田医院 八代市千丁町吉王丸１５９８－３ 0965-46-0027 丸田　彰二

1167 宮城循環器内科 八代市千丁町古閑出６１６ 0965-46-0007 宮城　宏生

1168 荒木皮ふ科医院 八代市鏡町鏡村１１０８－１ 0965-52-8777 荒木　嘉浩

1169 稲毛整形外科医院 八代市鏡町有佐２５２－３ 0965-52-1715 稲毛　正明

1170 尾田内科医院 八代市鏡町鏡村１１２５－１ 0965-52-8011 医療法人社団　幸済会

1171 黒田耳鼻咽喉科医院 八代市鏡町内田４７７－２ 0965-52-8787 医療法人社団　黒田耳鼻咽喉科医院

1172 特別養護老人ホーム安寿の里診療所 八代市鏡町両出８８０－１ 0965-53-2100 社会福祉法人　至誠会

1173 名和小児クリニック 八代市鏡町有佐２２３－２ 0965-52-7800 上野　顯子

1174 前田内科医院 八代市鏡町下有佐１７８番地 0965-52-1310 医療法人社団　隆愛会

1175 松村眼科医院 八代市鏡町鏡２１０ 0965-52-0131 松村　明

1176 松本医院 八代市鏡町両出１５０３－１ 0965-52-0330 医療法人社団　司会

1177 保田医院 八代市鏡町鏡２３ 0965-52-0037 医療法人社団　保真会

1178 伊藤医院 八代郡氷川町網道１５３６ 0965-52-8091 伊藤　正

1179 上村整形外科医院 八代郡氷川町大野８８３ 0965-62-3377 上村　光治

1180 障害者支援施設のぞみ 八代郡氷川町鹿島鹿島９４５ 0965-52-5505 社会福祉法人　白寿会

1181 武内外科胃腸科医院 八代郡氷川町島地１６３３－１ 0965-52-7811 医療法人社団　武内会

1182 特別養護老人ホームやすらぎ荘 八代郡氷川町鹿島９４５ 0965-52-0173 社会福祉法人　白寿会

1183 稲生産婦人科内科 八代郡氷川町宮原栄久９９ 0965-62-2008 医療法人社団　稲生産婦人科内科

1184 緒方内科医院 八代郡氷川町宮原６９４－１ 0965-62-2013 緒方　博文

1185 特別養護老人ホーム早尾園 八代郡氷川町早尾１０９７ 0965-62-3838 社会福祉法人　代医会

1186 特別養護老人ホームひかわの里 八代市東陽町单７５２－１ 0965-65-3100 社会福祉法人　東泉会

1187 横田診療所 八代市泉町柿迫３１８８－２ 0965-67-2010 横田　三郎

1188 本町眼科 八代市建馬町３番１号 0965-31-0611 医療法人　ビジョンケア

1189 荒木医院 八代市豊原下町３３２５番地の１ 0965-32-3258 医療法人　こころ

1190 八代市立椎原診療所 八代市泉町椎原３番地１６ 0965-67-5151 八代市

1191 鏡クリニック 八代市鏡町下有佐４４９番地 0965-52-5555 医療法人熊本愛心会鏡クリニック

1192 八代市立下岳診療所 八代市泉町下岳１５６２番地１ 0965-67-3405 八代市

1193 右田クリニック 八代市若草町２－１０ 0965-35-8211 医療法人　右田会

1194 みやもと泌尿器科クリニック 八代市永碇町１２６３番地 0965-32-1600 医療法人社団　純幸会

1195 太田こどもクリニック 八代市古閑浜町３２９５－８ 0965-30-8380 太田浩二

1196 泉内科医院 八代市海士江町３４９０番地１ 0965-35-6780 医療法人社団　五常会

1197 よかと整形外科リウマチクリニック 八代市鏡町鏡村２１０－３ 0965-46-8110 医療法人　西圭壽会

1198 鶴田胃腸科内科 八代市日置町３１４番地４ 0965-31-5000 医療法人　博真会

1199 高橋医院 八代市坂本町坂本４２２８番地１７ 0965-45-2323 医療法人　明朊会

1200 有田大津眼科 八代市永碇町１３０５番地 0965-35-5551 医療法人　有大会

1201 浜田呼吸器科内科クリニック 八代市大村町1113番５ 0965-31-7622 医療法人社団　博慈会

1202 後藤胃腸科肛門科クリニック 八代市迎町２－１５－１４ 0965-33-2661 後藤　達哉

1203 特別養護老人ホームみなみ園　付属診療所 八代市日奈久塩单町字裏５４番地 0965-38-3730 社会福祉法人　敬愛会

1204 特別養護老人ホーム希望　医務室 八代市興善寺町４９５番地１ 0965-39-1120 社会福祉法人　龍峯会

1205 福田外科・整形外科クリニック 八代市鏡町内田６９７番地１１ 0965-52-0840 医療法人社団　福田会

1206 社会福祉法人東泉会　救護施設　千草寮 八代市千丁町太牟田２６１８ 0965-46-0032 社会福祉法人　東泉会

1207 ふくとみクリニック 八代市花園町６－１ 0965-33-2913 福冨　康宰

1208 春野医院 八代市北の丸町３－３７ 0965-35-6111 医療法人社団　一真会

1209 大塚医院 八代市日奈久東町２６３ 0965-38-0047 医療法人　杏叢会

1210 西医院 八代市郡築四番町４６ 0965-37-0157 西　文明

1211 髙田胃腸内科・内科 八代市大村町350番地 0965-37-7200 医療法人社団　信会
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1212 長谷川整形外科医院 八代市海士江町２９１３ 0965-35-3125 医療法人社団　真和会

1213 増田内科・胃腸内科 八代市永碇町字新地１２８３番３ 0965-62-8100 医療法人社団　陽志会

1214 ひかわ医院 八代郡氷川町島地４１９－３ 0965-62-8139 岡本　健宏

1215 和田内科医院 八代郡氷川町鹿島７６９番地１ 0965-52-1860 医療法人社団　秀和会

1216 放射線科・内科　まきたクリニック 八代市竹原町１４３９番地２ 0965-45-9120 医療法人　まきた会

1217 井上医院 八代市東陽町单１１２７－１ 0965-65-2121 井上　克彦

1218 地域密着型特別養護老人ホーム八代草医務室 八代市海士江町２８３３番１ 0965-62-8550 社会福祉法人　平成苑

1219 地域密着型特別養護老人ホームキャッスル麦島内診療所 八代市古城町１９３８ 0965-62-8868 社会福祉法人八代愛育会

1220 旭中央通りクリニック 八代市花園町１８－１ 0965-34-1238 片岡　裕文

1221 養護老人ホーム保寿寮医務室 八代市日奈久平成町１－１ 0965-38-0732 社会福祉法人八代市社会福祉事業団

1222 ひかり峯苫クリニック 八代市渡町１７１７番地 0965-62-8721 医療法人社団　明佑会

1223 せきがみ内科・糖尿病内科 八代市上日置町字八坪４４４７－１ 0965-33-0033 医療法人社団　泰照会

1224 鶴田クリニック 八代市古閑中町１３８６番地１ 0965-31-6000 医療法人博真会　理事長 鶴田 博三

1225 織田胃腸外科 八代市横手新町２号１７番地 0965-33-2381 医療法人社団織田胃腸外科

1226 養護老人ホーム　すずらんの杜　医務室 八代市葭牟田町４２８番地 0965-39-7611 社会福祉法人　天龍会

1227 八代ハートクリニック 八代市錦町１０番地１ 0965-45-2323 医療法人　明朊会

1228 ひらきクリニック 八代市新地町６番２６号 0965-32-4990 医療法人社団　誠和会

1229 うえの内科・胃腸内科 八代市本町二丁目２番９号 0965-33-1131 医療法人　上直会

1230 本田クリニック 八代市西松江城町５番３５号 0965-32-3410 医療法人正和会

1231 市川内科クリニック 水俣市单福寺３番１号 0966-62-0707 医療法人社団秀洋会

1232 大石皮ふ科クリニック 水俣市天神町２－１－８ 0966-68-9636 大石　空

1233 緒方眼科医院 水俣市栄町２丁目１－１６ 0966-63-3881 医療法人仁治会

1234 尾田胃腸科 水俣市平町１丁目１－１ 0966-63-3438 医療法人社団学賢

1235 国保水俣市立総合医療センター附属久木野診療所 水俣市久木野８３３番地 0966-69-0200 水俣市長

1236 熊本県水俣保健所 水俣市八幡町２丁目２－１３ 0966-63-4104 熊本県

1237 国立水俣病総合研究センター臨床部診察室 水俣市浜４０５８－１８ 0966-63-3111 環境省

1238 社会福祉法人白梅福祉会特別養護老人ホーム白梅荘診療所 水俣市浜４０８９－２ 0966-63-4715 社会福祉法人白梅福祉会

1239 神経内科リハビリテーション協立クリニック 水俣市桜井町２丁目２－２８ 0966-63-6835 社会医療法人　芳和会

1240 たなか耳鼻科・眼科クリニック 水俣市桜井町２丁目１－８ 0966-62-8777 医療法人社団継成会

1241 てらさきクリニック 水俣市浜町１丁目２－３０ 0966-63-1200 医療法人寺崎会

1242 内科小児科谷山医院 水俣市陣内２丁目１番１８号 0966-63-2557 谷山　晶彦

1243 深水医院 水俣市大園町１丁目４－５ 0966-63-6390 医療法人深水医院

1244 福田整形外科医院 水俣市桜井町２丁目２－４ 0966-62-5666 医療法人社団茶湖麻部会

1245 渕上クリニック 水俣市塩浜町２番４７号 0966-63-6552 医療法人すえひろ会

1246 宮竹小児科医院 水俣市陣内１丁目２番２５号 0966-69-3501 宮竹　克英

1247 山田クリニック 水俣市旭町２丁目２－５ 0966-63-5188 医療法人善哉会

1248 救護施設野坂の浦荘医務室 芦北郡芦北町田浦町３５８－２ 0966-87-2277 社会福祉法人蘇生会

1249 特別養護老人ホーム　デイサービスセンター田の浦荘医務室 芦北郡芦北町田浦町８７０－１ 0966-87-0810 社会福祉法人栄和福祉会

1250 芦北クリニック 葦北郡芦北町湯浦字生田４１７－１ 0966-86-1200 医療法人康生会

1251 医療法人社団弘翔会　井上医院 葦北郡芦北町大字佐敷１６７番地 0966-82-2503 医療法人社団弘翔会

1252 篠原医院 芦北郡芦北町佐敷３７０－１ 0966-82-2046 医療法人新清会

1253 障害者支援施設石蕗の里医務室 葦北郡芦北町湯浦１５０５番地１ 0966-86-0515 社会福祉法人光輪会

1254 特別養護老人ホーム五松園医務室 葦北郡芦北町花岡１１１８番地 0966-82-4274 社会福祉法人慈友会

1255 七浦てらさきクリニック 芦北郡芦北町芦北２０９０ 0966-82-5666 医療法人寺崎会

1256 松本医院 葦北郡芦北町大字花岡１６６６番地５ 0966-82-2019 医療法人三松會

1257 芦北整形外科医院 芦北郡芦北町芦北２６１０－８ 0966-82-5510 医療法人　芦北整形外科医院

1258 芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所 芦北郡芦北町大字吉尾２４番地４ 0966-83-0200 芦北町

1259 芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所大岩出張所 芦北郡芦北町大字大岩２６１４番地 0966-83-0054 芦北町

1260 特別養護老人ホームあけぼの苑医務室 芦北郡津奈木町岩城１５２０ 0966-78-4070 社会福祉法人清風会

1261 六車医院 葦北郡津奈木町岩城６番地 0966-78-2012 医療法人社団津单会

1262 くまもと中医クリニック 葦北郡芦北町芦北２３３１－２ 0966-82-2148 社会福祉法人　志友会

1263 天神耳鼻咽喉科 水俣市天神町１－４－１０ 0966-62-8733 幡手宏匡

1264 佐藤クリニック 熊本県水俣市桜井町１－２－８ 0966-69-3007 佐藤　宏
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1265 宮島医院 葦北郡芦北町大字佐敷３４８番地１ 0966-82-2254 医療法人伸和会

1266 恵愛園診療所 水俣市月浦字村上２６９番４ 0966-63-2532 水俣市社会福祉事業団

1267 竹本医院 葦北郡芦北町湯浦２１８番地３ 0966-86-0075 森　健一郎

1268 養護老人ホーム有隣　医務室 葦北郡芦北町芦北２８５５番地 0966-82-2249 社会福祉法人　慈友会

1269 特別養護老人ホーム　和光苑　医務室 水俣市袋２５０１番地２５２ 0964-26-3589 社会福祉法人　広徳会

1270 JNC株式会社水俣製造所診療所 水俣市野口町１番１号 0966-63-2110 JNC株式会社

1271 本田レディースクリニック 水俣市浜町３丁目６番２１号 0966-63-2019 医療法人　ブレス

1272 特別養護老人ホーム白梅の杜　診療所 水俣市古賀町２丁目５番３２号 0966-63-4715 社会福祉法人　白梅福祉会

1273 特別養護老人ホームつなぎの里　医務室 葦北郡津奈木町小津奈木２１２０番６２ 0966-78-2023 社会福祉法人　光栄会

1274 特別養護老人ホームビハーラまどか医務室 水俣市石坂川１１３番２ 0966-67-1192 社会福祉法人　照徳の里

1275 まなべクリニック 水俣市古賀町２丁目５番３６号 0966-84-9080 啓愛会

1276 百崎内科医院 葦北郡芦北町田浦８０６番地 0966-87-1777 百崎　志伸

1277 駅前クリニック 葦北郡津奈木町大字岩城2124番地1 0966-67-5980 百崎　末雄

1278 芦北とりかい眼科 葦北郡芦北町大字芦北字大迫尻２４１３番地１ 0966-82-5881 医療法人 フェニックス

1279 愛甲産婦人科麻酔科医院 人吉市駒井田町1951 0966-22-4020 医療法人和

1280 愛甲やすらぎ・ひふ科医院 人吉市駒井田町1951 0966-22-8469 医療法人愛

1281 あいだ診療所 人吉市下漆田町字後平１５３８－４ 0966-25-1651 医療法人社団新晃会

1282 有島耳鼻咽喉科医院 人吉市西間上町２３８７－１ 0966-24-2200 医療法人有島会

1283 伊津野医院 人吉市鶴田町９－２ 0966-22-3066 伊津野清徳

1284 医療法人清藍会たかみや医院 人吉市西間上町２５６３－７ 0966-24-5611 医療法人清藍会

1285 医療法人平井整形外科リハビリテーションクリニック 人吉市下城本町１４２２－１ 0966-24-8213 医療法人平井整形外科
リハビリテーションクリニック

1286 医療法人みなみ眼科 人吉市下城本町１３９４－１ 0966-22-6820 医療法人みなみ眼科

1287 岡医院 人吉市单町１９ 0966-22-3371 岡　　啓嗣郎

1288 掛井眼科医院 人吉市駒井田町１８９ 0966-22-3383 執行智子

1289 願成寺ごんどう医院 人吉市願成寺町４４１－２ 0966-22-4700 権頭　修

1290 熊本県人吉保健所 人吉市寺町１２－１ 0966-22-3107 熊本県

1291 河野産婦人科医院 人吉市上薩摩瀬町九反田１４０８－１ 0966-24-3838 河野國武

1292 小林脳神経外科 人吉市宝来町１２８５－５ 0966-24-8331 医療法人　暁清会

1293 しらおく内科クリニック 人吉市中青井町字萩原２９５－８ 0966-25-1550 白奥博文

1294 障がい者支援施設けやき医務室 人吉市合の原町字莖の角４６１－２ 0966-22-7022 社会福祉法人志友会

1295 聖心老人ホーム 人吉市寺町９－５ 0966-23-3320 社会福祉法人仁和会

1296 たかはし小児科内科医院 人吉市相良町８－１ 0966-24-2222 高橋耕一

1297 高濱内科医院 人吉市上薩摩瀬町字桜木１４７３ 0966-24-3121 高濱悦生

1298 たけだ眼科クリニック 人吉市单泉田町３９ 0966-23-3096 医療法人聖泉会

1299 田中クリニック 人吉市鬼木町６６１ 0966-22-7222 田中道宣

1300 辻胃腸科心療内科 人吉市駒井田町２４３－１ 0966-24-2777 医療法人邦和会

1301 辻循環器科・内科 人吉市駒井田町２１０－１６ 0966-24-8888 医療法人正和会

1302 堤病院附属九日町診療所 人吉市九日町１００ 0966-22-2251 医療法人回生会

1303 特別養護老人ホーム龍生園医務室 人吉市下原田町字瓜生田字若宮1057番地の９ 0966-22-6621 社会福祉法人天雲会

1304 外山内科 人吉市二日町２２ 0966-22-2003 医療法人愛生会

1305 豊永耳鼻咽喉科医院 人吉市单泉田町１２０ 0966-22-2031 医療法人豊泉会

1306 浜田医院 人吉市瓦屋町１１２１－６ 0966-22-3415 医療法人社団新晃会

1307 人吉皮膚科医院 人吉市西間上町２３８６－８ 0966-22-6211 医療法人社団清峰会

1308 ふかみ耳鼻咽喉科 人吉市宝来町１６－１０ 0966-24-1126 医療法人社団浩榮會

1309 増田クリニック小児科 人吉市五日町４４ 0966-22-3570 医療法人増田クリニック

1310 みのだ内科循環器科 人吉市西間上町２５６９－２ 0966-28-3111 蓑田耕太郎

1311 みのる診療所 人吉市蓑野町６４９－１ 0966-24-7258 医療法人みのる会

1312 やまぐちマタニティ 人吉市鬼木町５６２－５ 0966-24-2738 医療法人新生会

1313 吉村皮ふ科医院 人吉市鬼木町７４５－１ 0966-22-7555 医療法人社団吉村会

1314 小川整形外科医院 球磨郡錦町西９４９－１ 0966-38-3455 医療法人小川会

1315 高田内科医院 球磨郡錦町一武１５７６ 0966-38-3677 高田大起

1316 田中医院 球磨郡錦町木上西１４３－１ 0966-38-0061 医療法人明生会

1317 特別養護老人ホームにしき園医務室 球磨郡錦町木上字杉の場１５０－１ 0966-38-3800 社会福祉法人洋香会
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1318 人吉農芸学院医務課診療所 球磨郡錦町木上北２２３－１ 0966-38-3102 法務省

1319 深水内科医院 球磨郡錦町西字百太郎３５８５－１４ 0966-38-3221 深水　　　満

1320 ほづみ皮膚科医院 球磨郡錦町西１０６５－３ 0966-26-5300 穂積秀樹

1321 犬童内科胃腸科医院 球磨郡あさぎり町上北１６９－２ 0966-45-1125 医療法人三枝会

1322 あさぎり町立救護施設しらがね寮医務室 球磨郡あさぎり町上西８３５－２ 0966-45-6668 あさぎり町

1323 こんどう整形外科医院 球磨郡あさぎり町免田東２７９１ 0966-45-6555 医療法人　藤風会　こんどう整形外科

1324 翠光園老人ホーム 球磨郡あさぎり町深田東４１０ 0966-45-0274 社会福祉法人翠光園

1325 特別養護老人ホームあさぎりホーム 球磨郡あさぎり町岡原单７７－１ 0966-45-5683 社会福祉法人洋香会

1326 特別養護老人ホーム鐘ケ丘ホーム 球磨郡あさぎり町上西８３５ 0966-45-6777 社会福祉法人共成舎

1327 増田耳鼻咽喉科クリニック 球磨郡あさぎり町免田東１４４０－１１ 0966-45-8001 増田敦彦

1328 やまむら医院 球磨郡あさぎり町免田東１４９７－６４ 0966-45-0005 山村純一

1329 犬童耳鼻咽喉科 球磨郡多良木町多良木２８３４ 0966-43-0777 医療法人犬童会

1330 槻木診療所 球磨郡多良木町槻木芭蕉の本８ 0966-44-1002 多良木町

1331 特別養護老人ホームあずみ野 球磨郡多良木町多良木２５７－１ 0966-42-6400 社会福祉法人多良木福祉会

1332 仁田畑クリニック 球磨郡多良木町多良木８９５－６ 0966-42-1123 医療法人社団仁田畑クリニック

1333 宮原医院 球磨郡多良木町多良木２６０ 0966-42-2082 医療法人健正会宮原医院

1334 横山医院 球磨郡多良木町黒肥地１５９６ 0966-42-2132 横山武春

1335 渡辺医院 球磨郡多良木町多良木２６５－１ 0966-42-2541 渡辺英明

1336 兒玉医院 球磨郡湯前町植木１１２２ 0966-43-2318 兒玉泰治

1337 そのだ医院 球磨郡湯前町９５３－１ 0966-43-2063 医療法人八紘会

1338 特別養護老人ホーム福寿荘医務室 球磨郡湯前町８３６ 0966-43-3151 人吉球磨広域行政組合

1339 特別養護老人ホーム桜の里医務室 球磨郡水上村岩野２６５８－１ 0966-44-0770 社会福祉法人御薬園

1340 古屋敷診療所 球磨郡水上村江代１６５８－１ 0966-46-1016 水上村

1341 権頭医院 球磨郡相良村四浦東２８１５ 0966-36-0008 権頭　　博

1342 特別養護老人ホーム川辺川園医務室 球磨郡相良村川辺１７７１ 0966-35-0861 社会福祉法人ペートル会

1343 五木村診療所 球磨郡五木村甲字下手２６７２－１１ 0966-37-2008 五木村

1344 医療法人蘇春堂球磨村診療所 球磨郡球磨村一勝地７７－１７ 0966-32-0377 医療法人蘇春堂

1345 特別養護老人ホーム千寿園医務室 球磨郡球磨村渡乙１７５０ 0966-33-0011 社会福祉法人慈愛会

1346 岩井クリニック 球磨郡あさぎり町深田東４４５－１ 0966-49-2181 医療法人　弘顯会

1347 田中医院 人吉市瓦屋町1440-1 0966-24-6127 田中洋一

1348 とやまクリニック胃腸科肛門科 人吉市宝来町12-9 0966-28-3375 医療法人社団とやまクリニック

1349 酒瀬川内科 球磨郡錦町西１４－８ 0966-38-0050 医療法人みずほ会

1350 医療法人仙寿会緒方医院 球磨郡相良村川辺１７６４ 0966-35-0131 医療法人仙寿会

1351 人吉市養護老人ホーム延寿荘 人吉市蟹作町西中通２１１－１ 0966-22-3417 人吉市社会福祉事業団

1352 光永医院 人吉市瓦屋町１８６０－７ 0966-22-2366 医療法人光永医院

1353 脳神経外科　小林クリニック 球磨郡錦町西３６０４－１０６ 0966-38-5670 医療法人　佳朊会

1354 地域密着型介護老人福祉施設　錦寿豊苑 球磨郡錦町一武字原田川1234 0966-38-3889 社会福祉法人　豊心の里

1355 たかの眼科 球磨郡あさぎり町上北１９３－1 0966-47-2550 髙野　晃臣

1356 介護老人福祉施設　りゅうきんか　医務室 球磨郡あさぎり町免田東3333番地3 0966-45-7551 社会福祉法人　東陽会

1357 地域密着型特別養護老人ホームアゼリア医務室 人吉市蟹作町３６９０番地 0966-22-0200 回生会

1358 ひとよし内科 人吉市七地町28-1 0966-24-1211 医療法人社団　健成会

1359 古城クリニック 球磨郡水上村大字岩野字石原２６７５番地１ 0966-44-0321 医療法人社団　同心会

1360 三浦整形外科医院 人吉市七日町９０ 0966-22-3401 三浦　広典

1361 上球磨クリニック 球磨郡多良木町大字多良木2905-1 0966-42-5868 谷川　廣一

1362 天草ふれあいクリニック 天草市丸尾町１６－３４ 0969-24-1400 社会医療法人　芳和会

1363 稲村医院 天草市本渡町本渡８４８－６ 0969-23-8168 稲村　芳美

1364 うらた眼科 天草市亀場町亀川１１０ 0969-22-1431 医療法人社団　浦田会

1365 大塚泌尿器科クリニック 天草市東浜町１４－１５ 0969-22-2325 医療法人社団　大塚会

1366 おおどうクリニック 天草市亀場町亀川１７３１－１ 0969-22-5156 医療法人社団　文心会

1367 おくむら皮ふ科 天草市单新町４－１３ 0969-22-1488 奥村　之啓

1368 鬼塚クリニック 天草市亀場町食場９８４－１ 0969-24-3636 鬼塚　芳夫

1369 かわはら眼科クリニック 天草市八幡町７－２６ 0969-25-1515 川原　幸雄

1370 木山・中村クリニック 天草市小松原町１６－１３ 0969-23-4412 医療法人　萌悠会
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1371 熊本県天草保健所 天草市今釜新町３５３０ 0969-23-0172 熊本県

1372 酒井外科・内科医院 天草市港町１６－１１ 0969-22-4133 医療法人社団　苓仁会

1373 定医院 天草市单新町７－１ 0969-22-3514 定　浩一郎

1374 産科・婦人科本原クリニック 天草市古川町１０－２５ 0969-24-1175 医療法人　本原会

1375 一般社団法人天草郡市医師会立　天草地域健診センター 天草市亀場町食場１１８１－１ 0969-24-4166 一般社団法人　天草郡市医師会

1376 星光園　医務室 天草市北原町８－３７ 0969-23-3506 社会福祉法人　北斗会

1377 鶴崎内科医院 天草市大浜町２－４０ 0969-22-5288 鶴崎　隆一郎

1378 特別養護老人ホーム慈晃園 天草市佐伊津町９２８ 0969-23-6610 社会福祉法人　慈雲会

1379 とりや耳鼻科 天草市单新町７－１５パサージュみなみ２Ｆ 0969-22-6655 鳥谷　尚史

1380 にしきど整形外科 天草市東浜町１９－３ 0969-24-3700 医療法人　にしきど整形外科

1381 東整形外科 天草市单新町３－２１ 0969-24-3131 医療法人社団　東栄会

1382 開内科医院 天草市下浦町２０９０－１ 0969-23-0561 医療法人社団　開会

1383 福本医院 天草市楠浦町２５９ 0969-23-3533 医療法人社団　福寿会

1384 堀田循環器内科 天草市船之尾町８－３２ 0969-23-3855 医療法人　堀田会

1385 医療法人　松雄会　松田整形外科医院 天草市東町７－１２ 0969-23-7577 医療法人　松雄会

1386 毛利内科 天草市本町下河内８４３－１ 0969-22-3468 医療法人社団　聖心会

1387 やました医院 天草市北原町２－１ 0969-27-0131 医療法人　誠啓会

1388 うしぶか皮膚科・形成外科クリニック 天草市牛深町１４９８‐２５ 0969-74-1122 医療法人社団　栗﨑会

1389 特別養護老人ホーム明照園 天草市久玉町１２７３－１ 0979-73-3245 社会福祉法人　明照園

1390 中邑医院 天草市久玉町１４１１－１３３ 0969-74-0370 医療法人社団泰心会

1391 松本医院 天草市牛深町２５２５ 0969-72-2035 医療法人社団　孔和会

1392 松本内科・眼科医院 天草市久玉町５７１６－６ 0969-72-2833 医療法人社団　孔和会

1393 小松医院 天草市久玉町６１ 0969-72-6111 医療法人社団　創生会

1394 大矢野クリニック 上天草市大矢野町大字上字田原２３５３－２ 0964-59-2223 医療法人社団　永寿会

1395 佐々木整形外科 上天草市大矢野町中１３１４－１ 0964-56-5550 医療法人社団　葵遥会

1396 島田小児科医院 上天草市大矢野町登立１９１ 0964-56-0005 医療法人社団　松丸会

1397 特別養護老人ホーム单風苑 上天草市大矢野町登立８５３１ 0964-56-0263 社会福祉法人　博友会

1398 中村医院 上天草市大矢野町登立１４１５８ 0964-56-0006 中村　達男

1399 中村医院 上天草市大矢野町上３９１－１ 0964-56-0003 医療法人　仁寿会

1400 福本眼科 上天草市大矢野町上１２８３－３ 0964-56-0508 医療法人社団　輝隆会

1401 宮崎外科胃腸科医院 上天草市大矢野町上１５１９ 0964-56-0600 医療法人　宮崎会

1402 毛利医院 上天草市大矢野町登立９１４５－４ 0964-56-2111 医療法人社団　明公会

1403 湯島へき地診療所 上天草市大矢野町湯島６５５ 0964-56-4161 上天草市

1404 やまうち医院 上天草市松島町阿村５０７２－１２ 0969-56-0899 医療法人社団　愛天会

1405 特別養護老人ホームひかりの園　医務室 上天草市松島町今泉１００４－１ 0969-56-1900 社会福祉法人　姫戸ひかり会

1406 春田医院 上天草市松島町阿村８０８－６ 0969-56-0052 医療法人社団　春田会

1407 教良木診療所 上天草市松島町教良木２９４８－１ 0969-57-0037 上天草市

1408 竹中医院 上天草市姫戸町二間戸２２７９－２ 0969-58-2148 竹中　國昭

1409 特別養護老人ホーム翔洋苑 上天草市姫戸町姫浦３０５５－１０６ 0969-58-3611 社会福祉法人　姫戸福祉会

1410 姫戸医院 上天草市姫戸町姫浦２５４４－６ 0969-58-3583 医療法人社団　翔洋会

1411 村上医院 上天草市姫戸町姫浦２５２８－６ 0969-58-3102 医療法人　村上会

1412 特別養護老人ホーム相生荘　医務室 上天草市龍ヶ岳町大道１５８ 0969-63-0131 社会福祉法人　鶴亀会

1413 三浦医院 天草市有明町大浦７６６－１０ 0969-54-0306 三浦　強

1414 島子ごとう医院 天草市有明町大島子１９９０－１ 0969-52-0111 医療法人社団　汀会

1415 特別養護老人ホーム麗洋苑　医務室 天草市有明町須子１９６４ 0969-53-0477 社会福祉法人　暁興会

1416 大岩クリニック 天草市御所浦町御所浦３１００‐６ 0969-67-3888 医療法人社団　千寿会

1417 特別養護老人ホーム御所浦苑　医務室 天草市御所浦町御所浦４３９３－１ 0969-52-3727 社会福祉法人　天水会

1418 くらたけ小松医院 天草市倉岳町宮田１１３３－６ 0969-64-3737 医療法人　小松会

1419 特別養護老人ホーム愛愛園　医務室 天草市倉岳町棚底８５０－１０５ 0969-64-3366 社会福祉法人　積愛会

1420 蓮田医院 天草市倉岳町棚底２０２０－２ 0969-64-3325 医療法人社団　蓮田会

1421 特別養護老人ホーム梅寿荘 天草市栖本町湯船原６６１ 0969-66-2221 社会福祉法人　上天草会

1422 本原内科小児科医院 天草市栖本町湯船原７３５－１ 0969-66-2010 医療法人　聖藍会

1423 特別養護老人ホーム新和苑 天草市新和町小宮地７６３－２ 0969-46-3838 社会医福法人　緑新会
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1424 市丸医院 天草市五和町城河原三丁目４５７ 0969-34-0036 医療法人　市寿会

1425 特別養護老人ホーム紫明寮 天草市五和町二江４６６８ 0969-33-0021 社会福祉法人　清志会

1426 猪口医院 天草郡苓北町坂瀬川７４８ 0969-37-0001 猪口　成美

1427 楽洋診療所 天草郡苓北町上津深江２３０－１ 0969-37-0202 社会福祉法人　慈正会

1428 天草整肢園・苓龍苑診療所 天草郡苓北町上津深江１０ 0969-35-1671 社会福祉法人　啓仁会

1429 特別養護老人ホーム春光苑 天草市天草町高浜北６３３ 0969-42-0646 社会福祉法人　愛隣会

1430 森口医院 天草市天草町大江７２１４ 0969-42-5108 森口　英興

1431 森口内科医院 天草市天草町高浜北６３６ 0969-42-1118 森口　英興

1432 生田医院 天草市河浦町宮野河内４７－５ 0969-78-0331 生田　翔

1433 救護施設天草園診療所 天草市河浦町宮野河内３６６２－２ 0969-78-0053 社会福祉法人　博愛会

1434 特別養護老人ホーム实相園　医務室 天草市河浦町河浦１９７１ 0969-76-0355 社会福祉法人　相愛会

1435 野田医院 天草市河浦町河浦４７７８－３ 0969-76-0067 医療法人社団　野田会

1436 松本医院 天草市河浦町河浦３１１０－１２ 0969-76-0039 医療法人　松本会

1437 荘田医院 天草市单町１－２７ 0969-22-2497 医療法人　ひじり

1438 楽洋クリニック 天草市五和町二江４４８８－５ 0969-33-2020 渡邉　一夫

1439 国民健康保険天草市立御所浦診療所 天草市御所浦町御所浦２８９１－３ 0969-67-2007 天草市

1440 国民健康保険天草市立御所浦北診療所 天草市御所浦町横浦７５０－１３ 0969-67-2162 天草市

1441 松風園　医務室 天草市本渡町広瀬１６３８ 0969-22-2593 社会福祉法人　北斗会

1442 本渡クリニック 天草市亀場町亀川１６５４－１ 0969-33-8800 徳永　慎介

1443 佐藤クリニック 天草市牛深町３４６０－１０２ 0969-73-3155 佐藤　哲紀

1444 永芳医院 天草市栄町１２－３１ 0969-23-1166 医療法人社団　永芳会

1445 吉田クリニック 上天草市大矢野町中８３０８－１ 0964-57-0246 吉田　理

1446 中村こども・内科クリニック 天草市五和町二江１４７７－５７ 0969-33-0144 医療法人　扶桑会

1447 十万山クリニック 本渡市本渡町広瀬５－２１ 0969-24-7700 医療法人　扶桑会

1448 地域密着型介護老人福祉施設　梧葉苑 天草郡苓北町上津深江９４－１ 0969-37-1005 社会福祉法人　慈永会

1449 医療法人　葦原会　葦原医院 天草市今釜町８番１３号 0969-23-4988 医療法人　葦原会

1450 天草皮ふ科・内科 上天草市大矢野町中４４４６－３ 0963-82-0006 医療法人社団　藤樹会

1451 宮崎内科胃腸科医院 天草市亀場町亀川２５４番地 0969-24-3133 医療法人　宮崎内科

1452 こくまい耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 天草市中村町５番２５号 0969-24-1133 医療法人　寛栄会

1453 特別養護老人ホーム　悠ほーむ　医務室 天草市久玉町１４１１番４ 0969-74-7001 社会福祉法人　円相会

1454 地域密着型特別養護老人ホーム聖和園　医務室 天草市下浦町２０８１番地７ 0969-22-0213 社会福祉法人　聖和会

1455 地域密着型特別養護老人ホームシャトー天草　医務室 天草市今釜町８番５８号 0969-22-1888 社会福祉法人　淳和会

1456 苓北クリニック 天草郡苓北町富岡３２７３番２ 0096-35-1119 医療法人社団　弘仁会

1457 中山内科・循環器内科クリニック 天草市太田町８番地８ 0969-25-1711 正恵会

1458 やの眼科 天草市亀場町食場後山下７４０番地 0969-27-6775 医療法人　尚仁会

1459 上天草内科呼吸器科クリニック 上天草市大矢野町登立９６１６番地８ 0964-56-3100 医療法人　春優会

1460 三宅皮ふ科クリニック 天草市八幡町７－１８ 0969-66-9331 三宅　大我

1461 養護老人ホーム寿康園　医務室 天草郡苓北町上津深江１６０番地 0969-35-0018 社会福祉法人　慈永会

1462 わせだ直子レディースクリニック 天草市港町１６－３１ 0969-24-8711 早稲田　直子

1463 在宅とつながるクリニック天草 天草市宮地岳町1734番地2 0969-28-0515 倉本　剛史

1464 長野内科小児科医院 天草市五和町御領６４５４ 0969-32-2323 医療法人　光總会

1465 尾上医院 天草市大浜町８－１０ 0969-22-4433 尾上　公浩
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No 診療所名 所在地 電話番号 開設者

1 合沢歯科医院 熊本市東区尾ノ上４－１１－３３ 096-365-3021 合澤  康生

2 青木歯科医院 熊本市中央区坪井３－８－３７ 096-343-3437 青木  道育

3 有田歯科医院 熊本市单区田井島3丁目3－74 096-379-0220 有田  俊昭

4 牛島歯科医院 熊本市東区健軍４丁目１４－１０ 096-367-8000 牛島  隆

5 宇都宮歯科診療所 熊本市東区保田窪本町１６－３３ 096-382-3419 宇都宮  啓一

6 宇治歯科医院 熊本市中央区水前寺公園１５－３１ 096-383-0333 宇治  道孝

7 尾上歯科医院 熊本市单区八分字町３１１７－１ 096-227-2534 医法社団 宏真会 尾上歯科医院

8 奥田歯科医院 熊本市中央区北千反畑町１－２４ 096-343-5673 奥田  洋实

9 大川歯科医院 熊本市中央区帯山１－１７－１４ 096-382-2224 医療法人社団  幸洋会

10 奥村歯科医院 熊本市中央区上林町１－１９ 096-353-5448 奥村  敏之

11 岡本歯科医院 熊本市中央区神水２－１６－５ 096-384-4182 岡本  寛

12 岡田歯科医院 熊本市中央区本荘５－１０－２８ 096-363-4871 岡田  知久

13 おがた歯科医院 熊本市東区尾ノ上１－３４－８ 096-385-6618 緒方  孝成

14 奥田歯科クリニック 熊本市東区月出２－４－４３ 096-382-2929 奥田  良樹

15 フクダ歯科 熊本市東区湖東１－１２－１９ 096-367-1182 福田  忠彰

16 藤波歯科医院 熊本市中央区大江５－９－４ 096-364-9025 藤波  剛

17 竹田歯科医院 熊本市東区下单部３－３－３６ 096-385-3021 竹田  敬章

18 橘歯科医院 熊本市中央区八王寺町３５番２３号　２Ｆ 096-378-2234 医療法人社団  橘会

19 いお歯科医院 熊本市单区日吉１丁目4-19 北口プラザ 096-352-4533 井尾  治雄

20 松本歯科医院 熊本市中央区出水５－７０４－３ 096-362-0173 松本  光示

21 堀川歯科診療所 熊本市東区三郎１丁目１０番２３号 096-381-5346 医療法人社団  堀川歯科診療所

22 平成歯科クリニック 熊本市单区江越１－２－１ 096-379-6480 医療法人社団　皓歯会

23 斉藤歯科医院 熊本市中央区中央街４－２４ 096-352-7779 医療法人社団  斉藤歯科医院

24 沢木歯科医院 熊本市東区東野１－９－８ 096-367-1311 澤木  孝明

25 坂本歯科医院 熊本市中央区九品寺１－７－２１ 096-366-1358 坂本  憲昭

26 戸島渡辺歯科医院 熊本市東区戸島1丁目8番１５ 096-389-2632 医療法人社団  渡辺会

27 徳丸歯科医院 熊本市单区鳶町２丁目8-1 096-358-6480 徳丸  恵介

28 ホワイト歯科健軍 熊本市東区若葉1丁目1番地 096-365-4066 医療法人社団  ホワイト歯科

29 下山歯科医院 熊本市单区出仲間８－１－１３ 096-378-1339 下山  純生

30 斉藤歯科野口診療所 熊本市单区野口２丁目2-3 096-358-3700 斉藤  修身

31 ささはら歯科医院 熊本市单区奥古閑町５９４－２ 096-223-2148 篠原  威雄

32 かみなべ歯科医院 熊本市東区上单部３丁目18番20号105 096-389-9702 上別府  敏之

33 松本歯科医院 熊本市中央区水前寺３－３７－８ 096-383-6031 松本  一之

34 東歯科医院 熊本市中央区北千反畑町１－１ 096-343-3357 東　克章

35 東野歯科医院 熊本市東区東野１－１５－１８ 096-368-8929 宮本　浩幸

36 浜坂歯科医院 熊本市中央区水道町８－４ 096-354-2133 高松　尚史

37 安田歯科医院 熊本市東区小峯２－６－４８ 096-367-5455 安田　伸行

38 山室歯科医院 熊本市中央区帯山３－３６－８ 096-381-3412 山室　紀雄

39 森尾歯科医院 熊本市東区花立２－３－５ 096-365-0644 森尾　謙二郎

40 山村歯科医院 熊本市東区御領１－８－３５ 096-389-1717 山村　定信

41 渡辺歯科クリニック 熊本市東区花立３－３－２６ 096-367-4333 渡辺　洋

42 分山歯科医院 熊本市中央区本山４－４－５ 096-326-2113 分山　和男

43 分山矯正歯科クリニック 熊本市中央区花畑町１－７ ＭＹ熊本ビル２Ｆ 096-354-0413 医療法人社団　分山矯正歯科

44 栃原歯科医院 熊本市中央区下通１－１０－２８ 栃原ビル５階 096-352-3315 栃原　秀紀

45 冨永歯科医院 熊本市中央区神水１－２－７ 096-385-6480 冨永　祐司

46 にいの歯科医院 熊本市東区榎町３－２ 096-365-1003 新納　明則

47 永野歯科クリニック 熊本市单区出仲間９－２－１ 096-379-1414 医療法人社団　永誠会

48 中山歯科クリニック 熊本市中央区九品寺２－１－２４ 熊本九品寺ビル２Ｆ 096-363-8686 中山　正純

49 徳永歯科医院 熊本市東区健軍１－４－１１ 096-365-1971 徳永　俊英

50 長嶺歯科 熊本市東区長嶺西２－１６－１ 096-389-8766 岩村　公一

51 とろく歯科医院 熊本市中央区渡鹿３－２－３３ 096-366-9404 内田　隆

⑤歯科診療所
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52 中原歯科クリニック 熊本市中央区本荘６－４－４ 096-364-6480 医療法人社団　あゆみ会

53 西川歯科医院 熊本市中央区出水４－２５－２５ 096-371-5672 西川　庄次

54 にしな歯科 熊本市中央区世安町３０９－１ 096-354-4101 西銘　達生

55 西濱歯科医院 熊本市中央区水前寺公園８－１ 096-381-8241 西濱　亮介

56 栁本歯科医院 熊本市東区花立５－７－４６ 096-368-3110 医療法人社団　一栁会

57 ちかみ歯科クリニック 熊本市单区近見８－１－１ 096-359-8001 丸田　兼堂

58 寺本歯科医院 熊本市東区戸島西１丁目16-15 096-365-1182 寺本　豊徳

59 出口歯科医院 熊本市单区田井島２丁目2-36 096-379-3633 出口　大平

60 清川歯科医院 熊本市東区尾ノ上２－５－１２ 096-385-2425 清川　恵治

61 北歯科医院 熊本市单区江越２丁目２０－２８ 096-326-4182 北　克己

62 柿原歯科医院 熊本市中央区琴平２－２－４ 096-364-3812 柿原　訓

63 川﨑歯科医院 熊本市中央区安政町２－２６ 096-352-8008 川嵜　俊明

64 一般社団法人熊本県歯科医師会
口腔保健センター 熊本市中央区坪井２－３－６ 096-343-4382 一般社団法人　熊本県歯科医師会

65 堤歯科医院 熊本市中央区坪井３－９－１７ 096-344-6067 医療法人社団　みぎわ会

66 千場歯科医院 熊本市中央区安政町４－１９ 096-352-0686 千場　正昭

67 かやの歯科医院 熊本市单区砂原町５７０－３ 096-227-2800 萱野　至仁

68 清村歯科医院 熊本市中央区九品寺６－１－１０ 096-371-6555 清村　正弥

69 久保田歯科医院 熊本市单区八幡１１－８－１ 096-357-2421 久保田　晴一

70 むこうだ歯科医院 熊本市東区新生２－９－２ 096-369-1010 向田　英二

71 村上歯科医院 熊本市单区田迎２－６－１ 096-379-3588 村上　辰郎

72 添島歯科クリニック 熊本市東区京塚本町７－７ 096-381-4118 医療法人社団　平和会

73 コスモ歯科クリニック 熊本市中央区水前寺１－１－２６ 096-383-8887 中西　久和

74 古賀歯科医院 熊本市中央区出水１－７－５２ 096-364-8351 医療法人　古賀歯科医院

75 江田歯科医院 熊本市单区近見２丁目20-8 096-322-3125 医療法人  江田会

76 子飼歯科医院 熊本市中央区西子飼町４－１７ 096-344-9149 緒方　孝則

77 蔵田歯科医院 熊本市中央区本荘町７２０－１ 096-372-2183 蔵田　幸一

78 木村歯科クリニック 熊本市中央区水前寺１－５－４ 下村ビル２階 096-385-1551 医療法人社団木村歯科クリニック

79 小山歯科医院 熊本市東区小山２丁目３－３７ 096-380-0001 医療法人社団  渡辺会

80 熊本パール総合歯科クリニック健軍院 熊本市東区健軍３丁目２４－２２ 096-369-5350 医療法人社団ｴｽﾃﾃｨｯｸﾗｲﾝ

81 角岡歯科医院　熊本診療所 熊本市单区馬渡２－１７－１ 096-379-6474 医療法人　角岡歯科医院

82 河野歯科医院 熊本市单区川尻６－９－１０９ 096-357-9256 医療法人社団　河野歯科医院

83 岩本歯科医院 熊本市单区十禅寺２－３－４０ 096-323-1182 岩本　雅生

84 山口歯科医院 熊本市東区桜木１－１２－３０ 096-360-2239 山口　一彦

85 スガ歯科医院 熊本市中央区水道町１ー２３ 096-351-9125 菅　健一

86 かとう歯科医院 熊本市東区榎町２番１１号 096-360-3718 加藤　久雄

87 吉永歯科医院 熊本市中央区神水１－３６－１３ 096-382-7338 吉永　誠一郎

88 井口歯科医院 熊本市東区若葉３－１７－７ 096-360-0111 井口　泰治

89 井芹歯科医院 熊本市東区秋津町秋田３４４５－３ 096-368-0101 井芹　明洋

90 渡辺歯科医院 熊本市東区若葉１－３６－１８ 096-365-0300 渡邉　猛士

91 出口歯科医院 熊本市中央区神水１－６－３ 野田ビル　３Ｆ 096-381-8247 出口　浩志郎

92 やまさき歯科医院 熊本市中央区单熊本４－７－１９ 096-366-5036 医療法人　徳祐会

93 新屋敷津田歯科医院 熊本市中央区新屋敷１－２１－１０ 096-371-8010 医療法人社団　小堀会

94 エンジェル歯科 熊本市中央区手取本町２－９ ステップ１ビル２Ｆ 096-324-0070 福本　聡子

95 かなもと歯科医院 熊本市中央区新大江２－９－１ 096-366-5503 金本　良久

96 ありよし歯科医院 熊本市中央区帯山７－１７－４５ 096-383-0011 医療法人社団　正伸会

97 やまべ矯正歯科クリニック 熊本市中央区上通町４－１８ 第３井上ビル３Ｆ 096-351-2308 医療法人　やまべ矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ

98 よしざき歯科医院 熊本市中央区大江２－１５－２ 玉城ビル１Ｆ 096-371-0535 吉崎　久次

99 くるみ歯科 熊本市中央区白山３－１－４ ウィンディービル１Ｆ 096-373-0655 藤　洋藏

100 あかさき小児歯科クリニック 熊本市東区月出１－７－４６ ロイヤルコーポ１Ｆ 096-387-3818 赤崎　篤

101 吉﨑歯科医院 熊本市中央区九品寺１－１－６ 096-372-5678 吉﨑　元志

102 鳥谷歯科医院 熊本市中央区九品寺５－７－１２ 096-371-2118 鳥谷　明広

103 小野歯科医院 熊本市東区御領４－３－１６ 096-389-8885 小野　秀樹

104 かなもと歯科医院 熊本市单区白藤４丁目３－１５ 096-358-7108 金本　和久

105 城单歯科医院 熊本市单区近見７丁目１２－３９ 096-351-4986 宮本　格尚
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106 にしきがおか歯科医院 熊本市東区錦ヶ丘１３－２１ 096-331-3041 渡辺　雅彦

107 江津歯科医院 熊本市東区江津２丁目１５－４ 096-363-3118 单　裕之

108 ななかわ歯科医院 熊本市中央区国府３丁目２８－２６ 096-361-1911 七川　洋二

109 小楠歯科医院 熊本市東区沼山津４丁目１－２２ 096-360-0826 宇治　保義

110 片山歯科クリニック 熊本市東区沼山津３丁目３－８ 096-367-4588 片山　満裕

111 クレア歯科医院 熊本市東区長嶺東３丁目１－２５ クリスタル富永１Ｆ 096-388-1908 医療法人社団　鏡会

112 中原デンタルクリニック 熊本市中央区本荘６－４－３ 096-364-6480 医療法人社団　あゆみ会

113 いのうえデンタルクリニック 熊本市東区新单部４丁目１－２０ 096-387-8552 井上　公敏

114 飯田歯科医院 熊本市東区長嶺東１丁目１－２５ 096-213-3003 飯田　誠治

115 冨田歯科医院 熊本市中央区本荘４丁目７－２６ 096-364-0938 冨田　久之

116 松田歯科クリニック 熊本市单区单高江７丁目９－２ 096-211-7168 松田 恵

117 加勢川橋歯科医院 熊本市单区川尻６丁目５－７ 096-211-7572 野田　信夫

118 ノゾミ歯科医院 熊本市中央区本荘３丁目７－２８ 寶生ビル１Ｆ 096-211-4744 医療法人　永裕会

119 たくま歯科クリニック 熊本市東区御領１丁目７－４０ 096-213-3210 小野　安彦

120 いけしま歯科医院 熊本市東区山ノ神２丁目１３－２９ 096-214-0555 池嶋　由希

121 井野歯科クリニック 熊本市中央区出水６丁目２０－１ 096-214-8418 井野　健

122 碩台歯科診療所 熊本市中央区单千反畑町１０－５ 096-211-9540 有働　秀一

123 にしもり歯科医院 熊本市中央区渡鹿２丁目１０－５ 096-375-0700 西守　努

124 前田歯科・矯正歯科 熊本市中央区帯山９丁目４－６ 096-382-8822 医療法人　富士会

125 金澤歯科クリニック 熊本市单区单高江２丁目１３－３５ 096-320-4188 金澤  政広

126 増村歯科医院 熊本市東区長嶺单４丁目６－１２ 096-387-7722 増村　信一

127 上通高木歯科医院 熊本市中央区上通町７－２ いづみビル２階 096-354-9418 高木  雅子

128 うちこが歯科医院 熊本市西区島崎２丁目１５－２２ 宮崎ビル　２Ｆ 096-354-7292 内古閑　昌代

129 まちのはいしゃさん 熊本市单区島町４丁目４－２６ 096-320-4311 長  忍

130 インプラントセンター・九州歯科診療所 熊本市中央区中央街３－８ 大同生命ビル１Ｆ 096-319-1010 医療法人　スマイルライン

131 井手歯科医院 熊本市東区花立５丁目１２－３５ 096-368-4566 井手　裕二

132 おおつか歯科医院 熊本市北区麻生田２丁目１－１ 096-215-8070 大塚　昭彦

133 長嶺まえだ歯科クリニック 熊本市東区戸島西3丁目１－３７ 096-331-6480 前田　邦治

134 橋本歯科 熊本市北区麻生田５丁目１７－２３ 096-337-7789 橋本　堅

135 わかば矯正歯科クリニック 熊本市中央区安政町２－２６ 川﨑歯科ビル２階 096-324-3958 山本　資晴

136 おにき矯正歯科クリニック 熊本市单区御幸笛田１丁目９－３８ 096-334-8211 鬼木  泰久

137 アクアデンタル並木坂クリニック 熊本市中央区单坪井町５－１９ サンフラワービル２階 096-323-5555 松村  实

138 ウエノ歯科 熊本市中央区大江４丁目８－１０ 096-364-8877 上野　聡之

139 ほりた歯科医院 熊本市東区長嶺東２丁目９－２５ 096-388-1481 堀田　浩史

140 ながた歯科医院 熊本市中央区鍛冶屋町１９番地 096-352-4508 宮田　正孝

141 緒方史朗歯科医院 熊本市中央区手取本町８－３ テトリアくまもとビル３Ｆ 096-352-3366 緒方　史朗

142 緒方歯科クリニック 熊本市中央区手取本町８－４ 096-324-3315 緒方　義昌

143 さいとう歯科医院 熊本市中央区国府３丁目２１－８３ 096-211-5353 齋藤　忠継

144 斉藤歯科医院 熊本市西区田崎２丁目４－３０ 096-352-5300 青山　雅子

145 ニシ歯科クリニック 熊本市中央区坪井２丁目２－１８ 096-343-6571 西　正浩

146 こじま歯科医院 熊本市北区武蔵ヶ丘５丁目１３－１５ 096-337-3640 医療法人社団博文会

147 下石歯科医院京町診療所 熊本市中央区京町２丁目７－４３ 096-325-4182 下石　衛

148 浮池歯科医院 熊本市单区幸田１丁目７－２０ 096-379-3288 医療法人　博晶会

149 竹下歯科医院 熊本市北区四方寄町1458-5 096-245-1491 医療法人　青竹会

150 ミネ歯科クリニック 熊本市中央区水前寺1丁目4－1JR水前寺駅１F 096-387-6480 峯 俊一郎

151 としのり歯科 熊本市北区龍田1丁目3－4 096-337-0844 田中　俊憲

152 岡本右近歯科医院 熊本市中央区渡鹿７丁目8-52 096-363-8210 岡本　勝

153 あじかわ歯科医院 熊本市東区花立1丁目1-47 沼津ﾋﾞﾙ1F 096-360-5555 鯵川　正和

154 くろき歯科医院 熊本市北区山室２丁目１７－２３ 096-346-1818 医療法人幸和会くろき歯科医院

155 ふなつデンタルクリニック 熊本市单区八分字町81-3 096-227-3717 舩津　雅彦

156 デグチデンタルオフィス 熊本市東区西原２丁目１３－３ 096-382-2000 出口　諭

157 たかはし歯科クリニック 熊本市東区下江津2丁目5－84 096-214-8644 髙橋　禎

158 一瀬歯科医院 熊本市中央区九品寺３丁目１５番５号 096-364-0044 医療法人社団一瀬歯科医院

159 イーグル歯科クリニック 熊本市東区東町３丁目２－１８ サンロードマンション１Ｆ 096-367-1196 武笠　憲
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160 きょうごく矯正歯科・小児歯科クリニック 熊本市单区出仲間１丁目3番1号106 096-334-6050 医療法人　きょうごく矯正歯科･
小児歯科クリニック

161 こが歯科クリニック 熊本市中央区黒髪３丁目６－１７ 096-343-4618 古賀　愼太郎

162 秋山歯科クリニック 熊本市中央区下通１丁目７－２７　２Ｆ 096-352-5454 秋山　清

163 松永歯科医院 熊本市中央区水前寺１丁目１８番２０号 096-386-0648 医療法人 社団 博慈会

164 八反田歯科クリニック 熊本市東区八反田２丁目１２－５ 096-388-8066 佐々木　努

165 サン・ホワイト　デンタル　ケア　クリニック 熊本市中央区新市街1番11号 サンホワイトビル３Ｆ 096-355-8241 医療法人社団　萠友会

166 ひじい歯科医院 熊本市東区戸島西１丁目２７－２１ 096-369-2244 肘井　啓一郎

167 にいむら歯科 熊本市東区東本町１－１１０ 096-365-6510 医療法人　コスメティック　デンティストリー

168 髙木歯科クリニック 熊本市中央区出水２丁目２－３５ 千馬ビル１０２号 096-212-7383 髙木　信一郎

169 上原歯科医院 熊本市中央区出水３丁目４－７ 096-362-7150 上原　凡由

170 帯山西歯科医院 熊本市中央区帯山１丁目３４－４４ 096-387-1182 川井　哲雄

171 せき歯科クリニック 熊本市東区桜木３丁目２２－１９ 096-360-0310 関　喜英

172 ゆみこ歯科クリニック 熊本市西区小島４丁目４－１６ 096-319-4181 医療法人　社団　優和会

173 五島歯科医院 熊本市中央区練兵町８８－８ 096-356-4850 五島　嘉人

174 エクセル歯科医院 熊本市单区田迎３丁目２－１ 096-379-1717 医療法人　萌生会

175 めんで歯科クリニック 熊本市中央区水前寺公園１６－３６ 096-386-1555 免出　智英

176 梶原歯科医院 熊本市東区戸島３丁目４－２６ 096-388-2224 梶原　武彦

177 永田歯科クリニック 熊本市中央区帯山４丁目５７－５ 096-385-1182 医療法人　社団　永田歯科クリニック

178 つづき歯科医院 熊本市中央区出水１丁目１番１０号 プレジデント水前寺１Ｆ 096-364-6645 續　天彦

179 歯科医院　オレンジ 熊本市西区城山下代３丁目１－３ 096-329-6633 医療法人　敬

180 本田デンタルケア 熊本市東区東京塚町１－２１ 096-383-8020 本田　康生

181 椿歯科クリニック 熊本市中央区水前寺３丁目１５－２０ 096-381-6561 椿　誠

182 まちだ歯科クリニック 熊本市西区野中２丁目１３－１３ 096-212-4800 医療法人社団　優和会

183 谷脇歯科医院 熊本市中央区九品寺３丁目１７－２３ 096-372-0500 谷脇　信二

184 ホワイト歯科戸島 熊本市東区戸島西１丁目２９－６ 096-331-9900 医療法人社団　ホワイト歯科

185 ＴＭデンタルクリニック 熊本市東区西原１丁目２２－５２ 光多制朋西原ビル１Ｆ 096-387-1557 丸山　毅

186 田中歯科医院 熊本市東区沼山津３－１０－４３ 096-367-5909 田中　利明

187 関歯科医院 熊本市西区二本木３丁目３番２９号 096-353-0212 医療法人社団　皐月会

188 島田歯科矯正クリニック 熊本市東区渡鹿８丁目１４－５６ 096-375-5018 島田　博之

189 城山椿歯科クリニック 熊本市西区上代４丁目１１－１０ 096-312-5711 椿　賢

190 なかがわ歯科 熊本市西区二本木５丁目２－１ 096-312-2255 中川　信之

191 栗原歯科医院 熊本市中央区新町４丁目４－１ 096-353-6067 栗原　健一

192 平田歯科 熊本市東区佐土原１－１－３ 096-365-8201 医療法人　徳志会

193 上熊本歯科医院 熊本市西区上熊本３－７－１ 096-353-0888 川元　直子

194 アイ歯科・小児・矯正歯科 熊本市中央区新町２丁目４－１８ 096-356-2033 医療法人　修光会

195 さいき歯科クリニック 熊本市单区合志１丁目３－１９ 096-358-8183 齊木　智章

196 坂梨歯科医院 熊本市中央区新屋敷２丁目１７－１９ 096-366-1811 坂梨　秀光

197 こうの矯正歯科クリニック 熊本市中央区上通町２番３０号 ニューキクチビル２階３－４号 096-274-5444 河野　賢二

198 歯科　ホワイト　ピアノ 熊本市北区麻生田2丁目4-20 096-338-1802 医療法人社団　谷口会

199 白十字歯科医院 熊本市单区田迎５丁目１－５ 096-379-1577 山本　真

200 かっぱ歯科 熊本市北区鹿子木町花ノ木162-2 096-245-4000 甲斐　仁士

201 シンデンタルクリニック水前寺 熊本市中央区水前寺６丁目１０－３０ 096-374-6688 土島　晋

202 井上歯科医院 熊本市北区鶴羽田町１０４４－３ 096-345-1045 井上　泰子

203 翼ハロー歯科・内科診療所 熊本市東区画図町大字重富５２９番地１ 096-243-0183 医療法人社団　友志会

204 杉野歯科医院 熊本市北区八景水谷１丁目３１-１７ 096-344-5010 杉野　泰彦

205 暁こども歯科クリニック 熊本市東区長嶺東５丁目３０－１３ 096-274-1155 片岡　暁華

206 浜坂歯科医院 熊本市中央区大江３－１－４３ 096-372-3311 濱坂　上

207 中山歯科医院 熊本市西区花園1丁目２－３ 096-356-7778 医療法人　歯魂会

208 クリスタルデンタルクリニック 熊本市中央区萩原町１７－２１ ＳＴビル１Ｆ 096-377-5755 山下　由真

209 ほりかわ歯科医院 熊本市中央区水前寺公園２－３７ 096-383-1827 堀川　修一

210 楠歯科クリニック 熊本市北区楠２丁目１３-４０ 096-338-5389 吉田　順一

211 リコデンタルクリニック 熊本市中央区水前寺５丁目２８－３ 096-387-0010 神﨑　理子

212 ピース歯科クリニック神水 熊本市中央区神水２丁目２－３ 096-237-8241 北村　陽介

213 立井歯科医院 熊本市北区打越町４０-５１ 096-344-8037 立井　大介
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214 片山歯科医院 熊本市西区島崎２丁目１１番地１５号 096-356-6955 片山　晃紀

215 にのみや歯科医院 熊本市中央区大江５丁目３－２ ライズ大江１Ｆ 096-284-4111 二宮　健郎

216 三隅歯科クリニック 熊本市東区長嶺单4-11-143 096-374-6480 三隅　賢祐

217 川口歯科医院 熊本市東区長嶺单1-2-18 096-383-8118 川口　孝

218 サンフラワーデンタルクリニック 熊本市中央区上通町７－８ メイフラワービル２階 096-223-8241 岡村　俊之

219 緒方歯科医院 熊本市单区单高江6丁目4-3 096-357-3692 医療法人緒方会

220 ひらのデンタルクリニック 熊本市单区富合町新417-5 096-357-4658 平野　祐士

221 吉井歯科医院 熊本市中央区城東町５－５９ 096-353-6240 吉井　裕二

222 慶　歯科医院 熊本市西区城山大塘１丁目９－２５ 096-329-3920 医療法人　怜生会

223 立花歯科医院 熊本市東区新外４丁目７－３ 096-365-8118 立花　泰裕

224 光琳寺通り歯科 熊本市中央区下通1丁目11-8 甲斐ビル3F 096-312-4618 甲斐　文人

225 矢毛石歯科医院 熊本市中央区水前寺3丁目36-3 101 096-288-9229 矢毛石　悟

226 髙﨑歯科医院 熊本市東区健軍２丁目１３－１５ 高崎ビル２Ｆ 096-368-3341 髙﨑　真由美

227 オリオンデンタルクリニック 熊本市中央区九品寺5-8-7 2F 096-288-2256 髙橋　伸児

228 よしむら歯科医院 熊本市西区田崎１丁目２－１ 096-352-4180 吉村　力

229 ヒコデンタルクリニック 熊本市東区下江津7-7-1 096-370-1181 坂元　彦太郎

230 安田歯科医院 熊本市西区河内町船津１９６１－１１ 096-276-1933 医療法人　安田会

231 けいとく歯科 熊本市中央区辛島町２番１号 熊本辛島ビル１Ｆ　Ｂ－１号室 096-355-3585 嶋田　英敏

232 ﾋﾟｭｱﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ新大江歯科診療所 熊本市中央区新大江２丁目11-9 096-373-8020 医療法人菅鉢会

233 ミレー歯科クリニック 熊本市東区長嶺西１－５－１ 096-213-0957 緒方　美怜

234 石浦歯科クリニック 熊本市单区单高江１丁目１９－３０ 096-357-9569 石浦　益盛

235 いりさ歯科医院 熊本市北区八景水谷１丁目２４－２４ 096-223-7360 医療法人　至誠会

236 ホワイト歯科西廻りバイパス 熊本市西区上代１丁目２１番２号 096-288-2841 医療法人社団　ホワイト歯科

237 河上歯科医院 熊本市北区植木町舞尾６１３ 096-272-0143 河上　正

238 工藤歯科医院 熊本市北区植木町舞尾６８２ 096-272-2474 工藤　隆弘

239 清水歯科クリニック 熊本市北区植木町広住４６９－８ 096-273-5805 清水　幹広

240 そえだ歯科医院 熊本市北区植木町豊田１４１９－１ 096-273-4417 添田　誠也

241 田中歯科医院 熊本市北区植木町米塚１６７－１ 096-274-6923 田中　聖一

242 中嶋歯科医院 熊本市北区植木町舞尾６３２－５ 096-273-1182 中嶋　隆志

243 牧歯科医院 熊本市北区植木町植木１８２ 096-272-0003 牧　正仁

244 よつばデンタルクリニック 熊本市北区植木町植木１５７－９ 096-273-1117 白石　久

245 温歯科医院 熊本市北区植木町大和１３－１０ 096-273-1303 温　永智

246 いさみ歯科きららクリニック 熊本市北区植木町岩野２６６－５ 096-272-2118 勇　雅大

247 あさひ歯科クリニック 熊本市北区植木町舞尾６２０ ウエッキー２階 096-273-4106 辻丸　宗徳

248 かわせ歯科クリニック 熊本市单区城单町阿高２６０ 0964-28-7021 川瀬　博美

249 河野歯科医院 熊本市单区城单町坂野２６５ 0964-28-6658 医療法人社団　河野歯科医院

250 本田歯科医院 熊本市单区城单町隇庄５５３－１ 0964-28-2153 栃原　宏治

251 にしやま歯科クリニック 熊本市单区城单町宮地５３０－３ 0964-26-2277 西山　英二

252 うえだ歯科医院 熊本市单区城单町隇庄８０６－１ 0964-28-4848 上田　孝夫

253 クララ歯科 熊本市单区日吉2丁目1番7号 096-358-9559 西村　清幸

254 津野田歯科医院 熊本市中央区水前寺６－４１－２２ 096-382-5927 津野田　稔

255 いその歯科クリニック 熊本市東区月出２丁目１－３９－１Ｆ 096-381-4618 磯野　誠一

256 ひまわり歯科 熊本市北区武蔵ヶ丘1-14-10 096-337-7727 伊藤　道子

257 ヒロデンタルクリニック 熊本市中央区新市街6-6 いけおビル2階 096-325-8177 森　浩人

258 元島歯科クリニック 熊本市東区尾ノ上１丁目７番２０号 096-365-1110 医療法人社団　幸歯会

259 うとデンタルクリニック 熊本市中央区段山本町3-7 096-326-7222 宇都　和寿

260 中嶋安田歯科医院 熊本市北区高平３丁目１１－５８ 096-223-5071 中嶋　充生

261 アイ歯科・矯正歯科クリニック 熊本市中央区帯山１丁目４４－１ 096-383-7070 太田　文隆

262 やまだ歯科 熊本市单区出仲間7丁目1-36 096-370-4618 山田　宗敬

263 河端歯科　Nori-Dental office 熊本市東区尾ノ上2丁目27番7号 096-365-6811 医療法人社団　河端会

264 ふくだ歯科クリニック 熊本市单区富合町单田尻999 096-223-5118 福田　勇人

265 やけいし歯科 熊本市北区龍田１丁目15-8 096-338-7018 矢毛石　玲

266 さくらのもり歯科医院 熊本市東区小山2丁目13-45 096-388-0880 成瀬　公彦

267 歯ならびの歯医者さん 熊本市北区山室５丁目6-7 096-245-7224 泉　朝望
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268 くきた歯科クリニック 熊本市東区湖東２丁目４１－６ 096-360-8020 久木田　大

269 おかざき歯科クリニック 熊本市单区城单町東阿高21番2号 0964-28-7773 岡﨑　信也

270 うえの歯科医院 熊本市東区健軍本町５２－３ ティエルハイム１Ｆ 096-365-5786 上野　啓之

271 かたやまデンタルクリニック 熊本市单区良町4-7-40 096-334-3800 片山　泰紀

272 原田歯科医院 熊本市中央区渡鹿7丁目11番38号 096-371-6400 原田　教二

273 森都心歯科クリニック 熊本市西区春日1丁目14番3号 熊本タワービル１Ｆ 096-356-8118 堀尾　愼一郎

274 もりの歯科クリニック 熊本市西区池田2-1-82 096-352-8241 医療法人　森の暁会

275 ゆう歯科クリニック 熊本市中央区琴平本町12-9 096-362-1120 松田　佑介

276 小島デンタルクリニック 熊本市東区水源1-6-5 096-284-1640 小島　諒

277 細川歯科 熊本市西区春日1丁目14-2，202 096-356-5050 細川　孔

278 臣歯科診療所 熊本市中央区大江４－１９－２０ 096-223-5001 平島　将臣

279 けやき通り歯科・矯正歯科 熊本市单区田迎２丁目１８－１２ 096-372-6945 医療法人　熊本幸良会

280 中川歯科 熊本市東区長嶺東7-11-7 096-388-1234 中川　圭二

281 くつな歯科クリニック 熊本市单区城单町今吉野９８９番地 0964-28-5021 忽那　博雅

282 みやざき歯科クリニック 熊本市单区白藤3丁目2番100号 096-288-4700 宮崎　康弘

283 橋元歯科 熊本市中央区帯山３丁目１９番９号 096-340-1511 橋元　義人

284 おひさま歯科クリニック 熊本市中央区帯山４丁目３－１８ 096-213-8020 澤幡　佳孝

285 小佐井歯科医院 熊本市北区植木字西一丁目 14番地2、15番地1、15番地2 096-272-0154 境　大助

286 伊藤歯科医院 熊本市单区近見１丁目１３番５号 096-325-6565 医療法人社団　心和会

287 坂口歯科医院 熊本市中央区国府１丁目１番１号 オーシャンズビル２号室 096-371-8888 医療法人　弘倫会

288 木庭歯科医院 熊本市中央区大江５－１４－１３ 096-364-6436 木庭　浩高

289 新屋敷山下歯科・矯正歯科 熊本市中央区新屋敷３丁目９番４号 ５階 096-373-6480 医療法人社団　相禮会

290 せきかつひろ歯科口腔クリニック 熊本市单区馬渡２丁目１－１ 096-377-1188 関　勝宏

291 フロンティア歯科医院 熊本市中央区島崎1-29-15 096-326-8844 戸髙　祥二

292 福井歯科医院 熊本市東区健軍本町２９番８号 096-285-3555 医療法人　心優会

293 てらしま歯科医院 熊本市单区田迎６－２－６ 096-378-9361 寺島　貴史

294 田上歯科医院 熊本市東区錦ヶ丘１８－６ 096-368-2209 田上　恵

295 駕町ひろなか歯科 熊本市中央区安政町２－３４ ２階 096-325-8844 弘中　一郎

296 杉野歯科医院 熊本市西区春日２丁目１３番３号 096-322-8052 杉野　東生

297 大嶋歯科医院 熊本市中央区坪井２－５－９ 096-343-7007 大嶋　寛之

298 ゆうだい歯科医院 熊本市東区花立5丁目9-25 1F 096-369-4618 田中　雄大

299 上通り　緒方歯科医院 熊本市中央区上通町４－１８ 井上ビル４Ｆ 096-355-3513 緒方　優一

300 東部熊本歯科 熊本市中央区帯山２丁目１２－２４ 096-382-4180 二宮　康郎

301 長嶺单ファミリー歯科 熊本市東区長嶺单8丁目1-3 096-234-7648 井形　龍

302 ひかる歯科ちえこども歯科 熊本市中央区国府２丁目17-41 096-364-1180 甲斐田　光

303 とよだ歯科医院 熊本市東区花立３－８－３ 096-368-8078 豊田　正仰

304 あらた歯科 熊本市東区小峯2丁目2-134 096-360-0777 田中秀幸

305 さくらぎ歯科クリニック 熊本市東区錦ヶ丘５番25号 096-365-1666 立井雄三

306 渡辺歯科医院 熊本市北区楠８丁目９番８号 096-338-2345 医療法人社団渡辺会

307 大江歯科医院 熊本市中央区大江１丁目２０－２０ 096-362-7332 岡本　亮子

308 たじり歯科クリニック 熊本市西区出町４番１９号 096-288-1720 医療法人社団　侑桜会

309 松原歯科医院 熊本市東区長嶺单４丁目１１－１１４ 096-381-8148 荒木　明日香

310 銭塘町ノーベルファミリー歯科 熊本市单区銭塘町2144-3 小柳　一哉

311 ＤＡＮ矯正歯科クリニック 熊本市中央区上通町１番１号 ＮＫ第１ビル５階 096-288-0727 医療法人　ＤＡＮ．Ｏ．Ｃ．

312 くすのきハロー歯科診療所 熊本市北区楠六丁目1番37号 096-339-3030 医療法人社団　友志会

313 いろは歯科クリニック 熊本市北区大窪2丁目2-20 096-245-6580 中川　真樹

314 くろいわ歯科医院 熊本市東区佐土原２丁目７-７０ 096-234-6302 黒岩　寛士

315 名和歯科医院 熊本市单区野口2-10-17 096-342-6661 名和　佳宣

316 よつば歯科口腔クリニック 熊本市東区石原1-1-105 096-389-4285 井口　佳大

317 くすのき子供歯科 熊本市北区龍田８丁目９－８５ 096-386-3111 医療法人　楠会

318 新外レッツ歯科 熊本市東区新外２丁目２－１８ 096-360-3900 医療法人　レッツ会

319 工藤歯科医院 熊本市中央区薬園町６-２１ 工藤　孝昭

320 赤城歯科医院 熊本市单区並建町５３４ 096-227-2337 赤城　忠臣

321 林田歯科医院 熊本市西区上熊本２丁目１０－２２ 096-352-9607 林田　裕一
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322 熊本駅前矯正歯科クリニック 熊本市西区春日５丁目６－５ 田中スクエアビル１Ｆ－Ｂ 096-342-4148 医療法人　熊本駅前矯正歯科クリニック

323 正清歯科医院 熊本市北区高平３丁目１３－２６ 096-345-1310 正清　義朗

324 ともみっこ歯科 熊本市北区清水新地３丁目５番５４号 096-273-7961 川野　智美

325 いつき歯科医院 熊本市東区花立２丁目６－１ 096-331-2525 髙岡　秀樹

326 あかさき歯科口腔クリニック 熊本市单区十禅寺２丁目８－４５ 096-277-1854 赤﨑　幸太

327 渡辺歯科医院 熊本市中央区帯山４丁目２番８１号 096-381-9072 渡邊　一弘

328 長山歯科 熊本市北区貢町７０９－８ 096-288-5234 長山　理

329 ふじおか歯科 熊本市東区戸島西1丁目５－８ 096-214-1185 藤岡　洋記

330 医療法人伊東会　いとう歯科医院　
仮設診療所 熊本市東区画図町大字重富５５１番２ 096-370-5110 医療法人　伊東会

331 宇治歯科医院 熊本市中央区大江4丁目2-65 グランパレッタ１Ｆ 096-363-0145 宇治　寿隆

332 熊本こころ歯科 熊本市中央区平成3丁目23番地30号 
サンリブシティくまなんライフ館1階 096-370-6991 医療法人　心会

333 東町グラン歯科 熊本市東区東町2丁目1-2 096-285-5032 医療法人グラン会

334 林歯科医院 熊本市中央区呉朋町3-37 096-352-2778 林　昭宏

335 ワタナベ歯科医院 熊本市西区蓮台寺5丁目3番45号 096-326-0118 医療法人　朗心会

336 よぎ歯科医院 熊本市中央区帯山４丁目２９－１ 096-381-0508 谷元　栄仁

337 Ｕデンタルオフィス 熊本市東区月出三丁目１番４５号 096-385-2607 医療法人　朊優会

338 はった歯科・小児歯科クリニック 熊本市西区上熊本２丁目１８－１ 070-4770-4618 八田　知之

339 牧野歯科医院 熊本市中央区水道町４－２７ 096-352-5774 牧野　玄幸

340 荒瀬歯科医院 熊本市東区上单部２丁目２番２号 ゆめタウンサンピアン３Ｆ 096-349-7342 医療法人　ひかり会

341 植木町歯科クリニック 熊本市北区植木町鐙田1467-1 096-272-1511 西山　挙規

342 稲葉歯科医院 熊本市西区花園１丁目２０－５３ 096-324-1279 稲葉  逸郎

343 上田歯科医院 熊本市中央区練兵町１５ 096-352-1652 上田  隆一

344 えふく歯科医院 熊本市西区城山半田1丁目２－７ 096-329-5522 医療法人  社団  恵福会

345 緒方歯科医院 熊本市西区池田１丁目１５－７９ 096-353-0345 緒方  敏克

346 大塚歯科医院 熊本市西区田崎３丁目１番１８号 096-353-3614 医療法人社団  大塚会

347 おにつか歯科医院 熊本市西区横手３丁目１１－２０ 馬原ビル１F 096-326-4618 鬼塚　啓史

348 大村歯科医院 熊本市北区清水亀井町２２－１４ 096-344-1238 大村　芳昭

349 北熊本藤波歯科医院 熊本市北区室園町３番３５号 096-345-7325 藤波　好文

350 菊川歯科 熊本市北区楠４丁目３－１８ 096-337-0088 菊川　明彦

351 木村歯科医院 熊本市西区花園５丁目３０－１５ 096-359-7227 木村　洋

352 ごとう歯科医院 熊本市北区龍田４丁目３０番３８号 096-338-2511 後藤  俊一

353 新地デンタルクリニック 熊本市北区清水新地1丁目５－３６ 096-344-5422 前野  正春

354 菅原歯科医院 熊本市中央区桜町４番２７号 096-352-7413 菅原  洋

355 すみもと歯科医院 熊本市中央区船場町下１丁目４１番３号 096-352-5753 住本  和隆

356 せい歯科医院 熊本市北区麻生田３丁目３－６０
麻生田郵便局ビル２階Ｂ号室 096-337-5641 瀬井  知己

357 添島歯科医院 熊本市中央区桜町１番２８号 ２０５ 096-354-5087 医療法人社団  至福会

358 谷川歯科医院 熊本市西区蓮台寺４丁目１０番９７号 096-325-5651 谷川  貞男

359 田島歯科診療所 熊本市北区龍田９丁目６番３５号 096-338-5523 田島  貞子

360 田中歯科医院 熊本市北区龍田８丁目２０番６１号 096-338-0011 田中  弥興

361 田ノ上歯科医院 熊本市北区池田３丁目１番５０号 096-325-5911 医療法人社団  輝会

362 たんご歯科医院 熊本市西区春日７丁目１９－１７ 096-322-6300 反後  雅博

363 友枝歯科医院 熊本市北区武蔵ヶ丘５丁目１番１６号 096-339-4593 友枝  和夫

364 徳永歯科医院 熊本市北区武蔵ヶ丘４丁目１０－１６ 096-338-9631 徳永  宣夫

365 鳥巣歯科医院 熊本市西区横手３丁目１－２２ 096-355-5822 鳥巣  直

366 奈良歯科医院 熊本市西区上高橋２丁目１３－２９ 096-329-8318 奈良  健一

367 西野歯科医院 熊本市中央区子飼本町６番２６号 096-343-5952 医療法人社団  西野会

368 西田歯科医院 熊本市北区清水新地６丁目７－１4 096-338-8324 西田  宗剛

369 中川歯科医院 熊本市中央区魚屋町１－２６ 096-352-4214 中川  順一

370 真方歯科医院 熊本市北区龍田弓削１丁目14-73 096-339-8688 真方  貴生

371 前田歯科医院 熊本市西区春日６丁目５－２３ 096-352-3663 鈴木  勝志

372 ひろた歯科医院 熊本市西区河内町船津２１１１－４ 096-276-1080 廣田  達也

373 古川歯科医院 熊本市西区田崎町４７４－２ 大同ビル２０３ 096-322-9334 古川  猛士

374 松岡歯科クリニック 熊本市中央区島崎１丁目９－２２ 096-359-5743 松岡  弘毅

375 三隅歯科医院 熊本市中央区新町１丁目１０番３１号 096-352-4690 三隅  裕邦
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376 中根歯科医院 熊本市中央区京町１－２－３０ 096-353-3041 医療法人社団  中根会

377 永松歯科医院 熊本市北区鹿子木町７５－１ 096-245-3445 医療法人　社団　健志会

378 むらた歯科医院 熊本市北区飛田３丁目１１－１０ 096-346-3366 村田  尚之

379 山根歯科医院 熊本市中央区細工町３－３２ 096-351-7739 山根  靖司

380 片岡歯科医院 熊本市中央区呉朋町２丁目３ 096-353-1562 片岡　淳吉

381 立本歯科医院 熊本市西区島崎４－１－３３ 096-325-1613 立本　尚史

382 山脇歯科医院 熊本市西区中原町上白地６０３番地２ 096-329-7930 医療法人　優祉会

383 鳥取歯科医院 熊本市北区鶴羽田３丁目１３－５ 096-345-3939 医療法人　社団　鳥取会

384 うちだ歯科医院 熊本市西区春日４丁目８－６ クリスタルパレス春日１Ｆ 096-355-4618 内田　雅巳

385 三苫歯科医院 熊本市中央区京町本丁１０－２４ 096-324-7287 三苫　司

386 エム歯科クリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目８－２３ 096-337-1082 松浦　昌昭

387 新地ハロー歯科診療所 熊本市北区清水新地６丁目６－７ 096-337-3686 医療法人社団　友志会

388 ムサシ歯科クリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘４丁目１６番２６号 096-338-5959 医療法人社団　ハートフル会

389 池上矯正歯科クリニック 熊本市中央区辛島町６４番地 ２F 096-325-1776 医療法人　熊本歯列矯正センタ－

390 永野歯科医院 熊本市北区清水本町３３－２３ 096-344-5224 永野　秀雄

391 サクラデンタルクリニック 熊本市中央区桜町１－２０　 西嶋三井ビル　９０１号 096-351-2280 医療法人　デンタル・アート

392 谷口歯科医院 熊本市北区清水本町３０番２号 096-346-0801 医療法人社団谷口会

393 西口歯科医院 熊本市東区保田窪３丁目１７－１０ 096-385-5740 西口　和弘

394 北野歯科医院 荒尾市野原４７－３ 0968-68-0190 北野　正民

395 工藤歯科医院 荒尾市荒尾２６６８－５ 0968-62-3788 工藤　由朗

396 坂田歯科医院 荒尾市荒尾２０００ 0968-62-2000 医療法人輝成会

397 白井デンタルクリニック 荒尾市西原町３丁目８－１ 0968-62-9277 白井　徹郎

398 薪歯科医院 荒尾市大島町３－５－２７ 0968-62-0100 薪　富士雄

399 田中歯科医院 荒尾市川登１７９１ 0968-66-0473 田中　正

400 田畑歯科医院 荒尾市水野３００ 0968-68-5333 田畑　祐亮

401 ばば歯科クリニック 荒尾市荒尾４５４４番地４６ 0968-63-3600 馬場　一英

402 原口歯科医院 荒尾市日の出町１－４ 0968-62-0011 原口　泰

403 ひきた歯科クリニック 荒尾市荒尾４１６０－２７２ 0968-69-3888 疋田　貴之

404 ふかうら歯科医院 荒尾市緑ケ丘５丁目３－１ 0968-69-3718 深浦　武志

405 福嶋歯科医院 荒尾市大島町３－５－６ 0968-62-1472 福嶋　修治

406 ふじもと歯科医院 荒尾市野原１２７７－１ 0968-68-3755 藤本　博

407 ふみ歯科医院 荒尾市増永９３９ 0968-69-0234 田中　文丸

408 ふるやしき歯科 荒尾市増永１８６４－５ 0968-69-1181 古屋敷　努

409 まえじま歯科医院 荒尾市増永２７４１－１１ 0968-68-6489 医療法人幸和会

410 山本歯科医院 荒尾市宮内５１５ 0968-63-0202 山本　宏

411 いなもり歯科クリニツク 玉名市立願寺１５１－１ 0968-73-8241 医療法人社団清徳会

412 犬束歯科医院 玉名市繁根木７５ 0968-74-1148 犬束　美尚

413 城井歯科医院 玉名市亀甲１４０－５ 0968-72-2669 医療法人青陽会

414 工藤歯科医院 玉名市岩崎４６６－１ 0968-73-5965 医療法人工藤会

415 こやなぎ歯科医院 玉名市松木２７－１１ 0968-74-7133 小柳　伸也

416 さかい歯科医院 玉名市築地４８７－３ 0968-73-8283 境　俊之

417 坂口歯科医院 玉名市中１９０６－１２ 0968-73-7157 医療法人坂口会

418 島崎歯科医院 玉名市亀甲７８－２ 0968-72-2219 島崎　清

419 冨永歯科医院 玉名市高瀬２８８ 0968-74-0118 冨永　英俊

420 冨永歯科医院 玉名市築地１３６－４ 0968-72-3850 冨永　浩義

421 にしむら歯科医院 玉名市大浜町５４３－２ 0968-76-2816 西村　真悟

422 福富歯科医院 玉名市高瀬５３７ 0968-74-1001 福富　義一

423 増田歯科医院 玉名市滑石５５２ 0968-76-2421 増田　憲敏

424 もり歯科医院 玉名市中６４－４ 0968-74-1203 医療法人隆歯会

425 森本歯科診療所 玉名市中１５９９ 0968-73-8604 森本　博仁

426 坂口歯科医院 玉名市岱明町大野下１０８６ 0968-57-0411 医療法人正浩会

427 さくら歯科医院 玉名市岱明町西照寺２００－１ 0968-57-3181 規工川　浩

428 高道歯科医院 玉名市岱明町高道１２２５－１ 0968-57-3717 神本　一彦

429 むらかみ歯科クリニック 玉名市岱明町野口２２５５ 0968-57-5050 村上　俊輔
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430 増田歯科医院 玉名市横島町横島３３３１ 0968-84-2033 増田　憲元

431 横島歯科クリニック 玉名市横島町横島３４７７－３ 0968-84-4100 薪　郁子

432 春野歯科医院 玉名郡玉東町木葉６５９－３ 0968-85-2013 春野　惟一

433 安田歯科医院 玉名郡玉東町稲佐１５０－１ 0968-85-3344 安田　光則

434 渡辺歯科医院 玉名郡和水町江田３８９１－２ 0968-86-3917 渡辺　真介

435 三串歯科医院 玉名郡和水町西吉地３４２５－１ 0968-34-3066 加藤　輝子

436 田尻歯科医院 玉名郡单関町関町１２１５－１ 0968-53-2145 田尻　光子

437 原歯科クリニック 玉名郡单関町関下１５５０－２ 0968-53-1177 原　祥子

438 加藤歯科医院 玉名郡長洲町清源寺３２７２－８ 0968-78-7181 加藤　恭裕

439 たかさき歯科医院 玉名郡長洲町長洲４４２－４ 0968-78-4181 医療法人コスモス会

440 なかむら歯科医院 玉名郡長洲町腹赤１１－４ 0968-78-1040 医療法人慎思会

441 前田歯科医院 玉名郡長洲町長洲１３７９－１ 0968-78-0100 前田　秀一

442 六栄歯科診療所 玉名郡長洲町宮野２７５－１ 0968-78-7044 鳴尾　英一

443 川野歯科医院 玉名郡单関町小原字松ヶ下８８３－１ 0968-53-0234 川野　靖幸

444 ながひろ歯科クリニック 玉名市天水町小天７２７５－１ 0968-82-5177 永廣　有伸

445 たなか歯科クリニック 玉名市六田１２－５ 0968-72-4125 田中　康

446 あさの歯科医院 玉名市山田２２０３番地１ 0968-71-1133 医療法人なごみ会

447 長洲山内歯科診療所 玉名郡長洲町長洲２６４３－１ 0968-78-6681 山内哲朗

448 蔵本歯科医院 荒尾市大正町１丁目２－２４ 0968-62-0772 蔵本　茂禎

449 山本歯科医院 玉名市山田２０１０－１ 0968-71-0333 山本浩喜

450 歯科処神崎 玉名郡和水町津田字下津留１５６３－７ 0968-34-6606 神崎　昌二

451 アップル歯科クリニック 玉名市築地８２２番地１ 0968-74-2266 医療法人古賀歯科医院

452 かい歯科（ｋａｉ　Ｄｅｎｔａｌ） 玉名市玉名１２３７－４ 0968-73-3334 甲斐　美和

453 ふくち歯科医院 玉名郡单関町上坂下３５５９－２ 0968-53-8005 福地　正貴

454 ほのかデンタルクリニック 玉名市立願寺１３９２－５ 0968-57-9137 盛　孝徳

455 桐野歯科医院 玉名市伊倉单方１００３－１ 0968-72-3404 桐野　美孝

456 福田歯科医院 玉名郡和水町江田１４９－５ 0968-86-2052 福田　聖一

457 くにさき歯科 玉名市立願寺３２４－１ 0968-72-5677 國﨑　貴裕

458 おがた歯科医院 荒尾市桜山町二丁目１１番２１号 0968-68-5558 中山　菜津美

459 ややま歯科クリニック 荒尾市東屋形４丁目１番地１ 0968-64-3155 医療法人　誠和会

460 みかわファミリー歯科 玉名郡和水町板楠字門出７番地７ 0968-34-6680 医療法人美咲会

461 辻芳郎歯科クリニック 荒尾市原万田６１６－４ 0968-62-2700 辻　芳郎

462 大林歯科診療所 玉名郡单関町上坂下１８－２ 0968-53-8148 医療法人社団　大恵会

463 わかばデンタルクリニック 玉名市寺田２０－４ 0968-76-6677 月精秀和

464 圭介歯科・矯正歯科 荒尾市万田字宮ノ後９２１番地５ 0968-62-1822 医療法人永樹会

465 いなさ歯科クリニック 玉名郡玉東町稲佐３３４－１ 0968-57-9164 宇野　孝裕

466 あかほし歯科 山鹿市方保田２８１５－１ 0968-44-8022 赤星　一郎

467 小嶋歯科医院 山鹿市中８２５ 0968-43-1234 医療法人小嶋会

468 河原歯科医院 山鹿市鹿校通２－２－４　ランバービル１Ｆ 0968-43-8148 医療法人社団河原歯科医院

469 こうずま歯科医院 山鹿市大橋通１００５ 0968-43-2802 高水間　奨

470 神山歯科医院 山鹿市山鹿１７１９ 0968-43-6699 神山　久志

471 のがみ歯科医院 山鹿市单島１１４３－４ 0968-43-4848 医療法人社団のがみ歯科医院

472 原賀歯科医院 山鹿市山鹿１　温泉プラザ２階 0968-44-7823 原賀　滋久

473 はら歯科医院 山鹿市新町４０４－６ 0968-48-1118 原　信太郎

474 宮坂歯科診療所 山鹿市山鹿３３２ 0968-43-2340 医療法人景人会

475 森歯科・小児歯科医院 山鹿市中央通７０８ 0968-43-7812 医療法人社団天昌会

476 木下歯科医院 山鹿市菊鹿町下内田５９８－１ 0968-48-2180 木下　友晴

477 木庭歯科小児歯科医院 山鹿市鹿本町来民２２１７番地１ 0968-46-4422 医療法人社団健幸会

478 たけいち歯科医院 山鹿市鹿本町高橋１２７０－３ 0968-46-5526 武市　功雄

479 内藤歯科医院 山鹿市鹿本町来民１２００ 0968-46-2366 内藤　啓一

480 田中歯科医院 山鹿市山鹿１５０４－１ 0968-43-2597 医療法人田中会

481 あおぞら歯科 山鹿市鹿本町来民１０１９番地３ 0968-46-6088 神村崇悟

482 はしもと歯科クリニック 山鹿市方保田３４９７番地５ 0968-41-3266 橋本英樹

483 小林歯科医院 山鹿市鹿北町四丁1632番地１ 0968-32-3838 医療法人社団　小林会
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484 大坂総合歯科 山鹿市熊入町２６３－１ 0968-42-8241 大坂栄樹

485 平井歯科医院 山鹿市鹿本町来民698-5 0968-46-2353 平井　淳也

486 豊デンタルクリニック 山鹿市蒲生１５５３－１ 0968-41-6482 大木　秀一

487 やまが歯科こども歯科 山鹿市大橋通５０６ 0968-43-3386 西山　洋三

488 ふじもと歯科医院 山鹿市鹿央町合里６７２－１ 0968-36-4618 医療法人　グリーンクローバー

489 大川内歯科 山鹿市菊鹿町下内田６２７－３ 0968-48-3718 大川内　雅哉

490 荒木歯科医院 菊池市隇府８８２－２ 0968-25-1478 医療法人　社団　杏林会

491 城歯科医院 菊池市隇府１３８１ 0968-25-2678 医療法人　社団　鏡会

492 そのき歯科医院 菊池市隇府６３２－９ 0968-24-7008 園木　誠

493 中川歯科医院 菊池市隇府２３０ 0968-25-2334 中川博公

494 林歯科医院 菊池市隇府１０８ 0968-24-4182 林　康博

495 林秀樹歯科医院 菊池市隇府８４０－５ 0968-25-4500 林　秀樹

496 増永歯科医院 菊池市隇府５００－８ 0968-25-2285 増永幸生

497 加藤歯科医院 菊池市七城町砂田１４９２－３ 0962-45-3236 加藤泰三

498 中村歯科医院 菊池市旭志小原３０５－３ 0968-37-2300 中村　悟

499 片山歯科医院 菊池郡大津町大津１４８５－１ 0962-93-0864 片山幸博

500 金田歯科医院 菊池郡大津町大津１１７６－４ 0962-93-1387 金田哲也

501 こんどう歯科医院 菊池郡大津町陣内１１５４－４ 0962-13-4415 医療法人　健優会

502 竹田津歯科医院 菊池郡大津町大津１２０８－２ 0962-94-0787 竹田津　秀

503 つつじ台歯科医院 菊池郡大津町杉水３６７７－３ 0962-93-2868 大塚郁香

504 永田歯科医院 菊池郡大津町室５３９－１２ 0962-93-0588 永田廣次

505 ハート歯科クリニック 菊池郡大津町引水１１３－９ 0962-94-6777 明受清一

506 石川歯科医院 菊池郡菊陽町原水９５８－１ 0962-32-5818 石川博文

507 絵輝歯科 菊池郡菊陽町原水１１５６番地１２ 0962-32-5488 奈須守哉

508 緒方歯科医院 菊池郡菊陽町津久礼２３８１－３ 0962-32-4315 医療法人　緒方会

509 北川歯科医院 菊池郡菊陽町津久礼２１６３－１ 0962-32-4418 北川隆之

510 健光歯科 菊池郡菊陽町光の森７丁目３１番地５ 0962-33-1096 医療法人　旭会

511 スマイルライン歯科クリニック 菊池郡菊陽町光の森7丁目33番１ 0962-33-1182 医療法人　鏡会

512 高田歯科クリニック 菊池郡菊陽町向陽台２番１７号 0963-37-7139 高田周二

513 なかがわ歯科医院 菊池郡菊陽町津久礼２３２３－１ 0962-32-4755 中川　徹

514 光の森歯科クリニック 菊池郡菊陽町光の森２丁目２９番地６ 0963-40-2611 藤田秀也

515 まつおか歯科 菊池郡菊陽町津久礼２３５０－１６ 0962-92-3080 松岡拓治

516 单歯科医院 菊池郡菊陽町津久礼１６２番地１１ 0962-32-7541 单　信之

517 山口歯科医院 菊池郡菊陽町津久礼１７３番地１８ 0962-32-4456 山口治利

518 よねむら歯科医院 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北３丁目３番１９号 0963-37-3377 米村優一郎

519 城歯科医院 合志市竹迫１８７１－１ 0962-48-6464 城　直秀

520 すずかけ台歯科医院 合志市豊岡２５２７－３３７ 0962-48-8601 高木孝祥

521 林田歯科クリニック 合志市幾久富１７５８－１１０ 0962-48-5088 林田　豊

522 三隅歯科医院 合志市幾久富１９０９－１８４ 0962-48-1101 三隅晴具

523 宮川歯科医院 合志市豊岡２０１２－６３ 0962-48-5524 宮川俊弥

524 わたなべ歯科医院 合志市幾久富上沖野１６５６－６１８ 0962-15-5701 渡邊敬之

525 たかはし歯科医院 菊池市泗水町吉富２２７９－５ 0962-42-4033 医療法人　永裕会

526 つきやま歯科 菊池市泗水町永４３４４－７ 0968-38-0824 築山　卓

527 橋本歯科医院 菊池市泗水町福本１８０ 0968-38-6018 橋本陽壽

528 もとだ歯科医院 菊池市泗水町吉富２５１７ 0968-38-6373 医療法人　孔仁会

529 あくね歯科医院 合志市御代志８３６－１８ 0962-42-6480 阿久根秀典

530 今村歯科医院 合志市須屋７１０－１ 0963-45-2264 医療法人　社団　今村会

531 ちぢいわ歯科クリニック 合志市須屋３６７３ 0962-42-4681 千々岩俊之

532 永野歯科医院 合志市須屋１８４０－１３ 0963-43-0701 永野芳雄

533 原田歯科医院 合志市御代志１６６１－２０９ 0962-42-3285 原田秀一郎

534 たなか歯科医院 合志市幾久富１９０９番地６１８ 0962-48-3620 医療法人社団秀香会

535 さかい歯科クリニック 菊池郡菊陽町光の森２－３－９ 0962-84-8433 境　忠彦

536 つつみ歯科医院 菊池市大琳寺２０３－１ 0968-41-3434 塘　英亮

537 中山歯科医院 菊池市泗水町豊水３５１４ 0968-38-2401 医療法人歯魂会
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538 いちかわ歯科クリニック 菊池郡菊陽町新山１－２－２０ 0962-32-8088 市川康裕

539 はるの歯科クリニック 合志市須屋２６２－５ 0963-38-8100 春野　雅俊

540 たかやまデンタルクリニック 菊池郡大津町室４００－１ 0962-94-8020 髙山久美

541 ひろ歯科クリニック 菊池郡菊陽町久保田２８０３－１ 0962-85-3456 樋口博一

542 伊藤歯科医院 合志市幾久富字建山１９０９番１１９３ 0962-48-5688 伊藤明彦

543 サトウデンタルクリニック 合志市豊岡字須屋久保２０００－２１６２ 0962-48-7155 佐藤弘法

544 工藤歯科医院 菊池市隇府５６５ 0968-25-4657 工藤謙太郎

545 ながた歯科 合志市須屋３１０１－３ 0963-44-2385 永田文明

546 いとう歯科クリニック 菊池郡菊陽町津久礼2486番地8 0962-85-5882 伊藤　守

547 ペエ歯科クリニック 菊池市泗水町豊水字頭図３３５９番地１ 0968-38-0202 裵　福泰

548 Ｆ・デンタルクリニック 菊池郡菊陽町光の森7-7-8 0962-33-5118 医療法人　恵富会

549 高木歯科クリニック 菊池市隇府１３２９－１ 0968-25-1963 医療法人社団公元会

550 新谷歯科医院 菊池市隇府４３４ 0968-25-2034 新谷　泰之

551 みさきの歯科医院 菊池郡大津町美咲野３－１－１ 0962-85-4182 前澤　浩

552 にじの森歯科クリニック 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北２丁目１５－８－４ 0963-39-8118 丸田　忠勝

553 みなみかわ歯科クリニック 合志市須屋２５３３－５ 0962-42-1182 单川剛寛

554 みよし歯科クリニック 合志市御代志１６７２－１ 0962-42-1515 那須　正義

555 たけうち歯科医院 合志市須屋字三ツ石１２８６－１ 0963-42-5285 竹内　清嗣

556 Ｙ’ｓ歯科 菊池郡大津町室２１０番５ 0962-94-8118 吉浦　浩史

557 たけした歯科 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北１－１０－３９ 0963-39-7708 竹下　修二

558 菊单ハーモニー歯科クリニック 合志市須屋１９２２－４ 0963-41-1182 郷原賢次郎

559 ハハ歯科医院 菊池郡大津町新古屋敷２８４－１２ 0962-85-1989 巫祥榮

560 菊陽うえき歯科クリニック 菊池郡菊陽町大字津久礼字久保２７７９番２ 0962-85-8476 植木　修平

561 もみじ歯科医院 菊池市西寺１６５７－１ 0968-23-6800 医療法人　荘仁会

562 長野歯科医院 合志市野々島字八反畑4787番地18 0962-42-1891 医療法人社団　徳治会

563 わたなべ歯科 菊池郡大津町室７０１－１ 0962-93-2325 渡邉　祐康

564 ひかり矯正歯科 菊池郡菊陽町光の森４丁目３４８０－１ 0962-85-6133 平良　幸治

565 クローバー歯科・こども歯科 菊池郡大津町室９８２番地２ 0962-94-6480 医療法人よつば会

566 ほまれ歯科クリニック 菊池市七城町砂田１５０１－２ 0968-41-8841 医療法人グリーンクローバー

567 原賀歯科医院 菊池市大琳寺２７４－３ 0968-25-0202 原賀真理子

568 阿蘇きずな歯科医院 阿蘇市一の宮町宮地１９８３番地４ 0967-22-4677 医療法人社団きずな会

569 佐藤歯科クリニック 阿蘇市一の宮町宮地２１２番地の１ 0967-22-5131 医療法人社団　エスエス会

570 市原歯科クリニック 阿蘇市三久保　５４１番地の５ 0967-32-3828 医療法人社団　　市原会

571 そのだ歯科医院 阿蘇市内牧字前無田１０７６－１３ 0967-32-1418 園田　隆弘

572 田代歯科医院 阿蘇市黒川１２５１番地の１ 0967-34-1771 田代　　正博

573 武藤歯科医院 阿蘇市内牧１０４９番地の１１ 0967-32-0027 武藤　　健史

574 安光歯科医院 阿蘇市黒川１５６３番地の１ 0967-34-0603 医療法人　　芳生会

575 きよら歯科 阿蘇郡单小国町赤馬場１４４－１ 0967-42-0902 笠原　光子

576 甲斐田歯科医院 阿蘇郡小国町宮原１２８番地 0967-46-5324 甲斐田　　英俊

577 児玉歯科医院 阿蘇郡小国町宮原１７０１番地 0967-46-2183 児玉　　睦雄

578 とらたに歯科 阿蘇郡小国町宮原１７７４－１ 0967-48-5888 乕谷　真

579 産山村歯科診療所 阿蘇郡産山村山鹿　４８９番地の５ 0967-25-2631 産山村

580 片山歯科医院 阿蘇郡高森町高森９９３番地の５ 0967-62-1971 片山　　公則

581 田上歯科医院 单阿蘇村吉田１４４２番地の１ 0967-62-9177 医療法人社団　　田上会

582 久木野歯科診療所 阿蘇郡单阿蘇村河陰　１４５－８番地 0967-67-2366 新生　育子

583 あい歯科クリニック 阿蘇郡单阿蘇村下野１５８－４８ 0967-35-6100 隇井　隆弘

584 赤尾歯科クリニック 阿蘇郡西原村小森３５９８－１ 0963-40-4040 赤尾　浩彦

585 桑田歯科医院 阿蘇郡西原村小森３６２９番地の３ 0962-79-3266 桑田　　和明

586 みもり歯科医院 阿蘇郡高森町高森１９７３－３ 0967-62-2005 三森康弘

587 さくら歯科 阿蘇郡单阿蘇村河陰３７９０－１ 0967-63-4618 田村　尚子

588 宇治歯科医院 阿蘇市一の宮町宮地２４０５－４ 0967-22-0214 宇治信博

589 たかもり歯科医院 阿蘇市一の宮町宮地１９６３番地５ 0967-22-5588 健優会

590 入江歯科医院 上益城郡御船町辺田見字馬場３６６－１ 0962-82-3188 入江　英仁

591 江藤歯科医院 上益城郡御船町御船１０２８－１ 0962-82-6001 医療法人社団　江藤会
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592 神戸歯科診療所 上益城郡御船町御船９３７－２ 0962-82-0036 神戸　威

593 山内歯科クリニック 上益城郡御船町木倉２２－４ 0962-82-7322 山内　透

594 玉置歯科医院 上益城郡嘉島町鯰２７１５－１ 0962-37-2370 玉置　孝信

595 ひがし歯科医院 上益城郡嘉島町下六嘉１８７８－３ 0963-67-0112 医療法人　ひがし歯科医院

596 いわた歯科医院 上益城郡益城町惣領字立道１４２８－４ 0962-86-1417 岩田　浩志

597 河端歯科医院 上益城郡益城町惣領１２９８－１ 0962-86-8822 医療法人　河端会

598 共愛歯科医院 上益城郡益城町安永７２２－４ 0962-86-2277 医療法人　共愛会

599 清村歯科医院 上益城郡甲佐町横田字大町鶴２２４－１ 0962-34-3773 清村　龍朗

600 さとう歯科クリニック 上益城郡甲佐町大町４１５－７ 0962-35-1118 佐藤　昭彦

601 浜町歯科医院 上益城郡山都町浜町１０４ 0967-72-0022 医療法人社団　萌歯会

602 ありむら歯科医院 上益城郡嘉島町鯰皆根１８３６ー２ 0962-35-4618 有村　由紀

603 せいわ歯科クリニック 上益城郡山都町大平１８５ 0967-82-3456 石井　洋一

604 豊田歯科医院 上益城郡山都町城原１５９－６－３ 0967-72-0371 豊田　彩

605 内野玲歯科 上益城郡益城町宮園字居屋敷５３５番地７ 0962-43-8241 内野玲

606 若葉歯科医院 上益城郡御船町辺田見４４４－８ 0962-82-2265 金子　康稔

607 ファミリー歯科クリニック 上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２　イオンモール熊本 0962-37-4182 医療法人社団　ゆみちか会

608 りんご歯科なるせ 上益城郡甲佐町大字岩下字東園65番1 0962-34-0012 医療法人　ｺｽﾒﾃｨｯｸﾃﾞﾝﾃｨｽﾄﾘｰ

609 クドウ歯科医院 上益城郡嘉島町鯰1808-2 0962-37-2801 工藤　智明

610 イッコウ歯科医院 上益城郡嘉島町上島２１８７－１１ 0962-34-7215 三隅　一公

611 野田歯科医院 上益城郡山都町浜町５７番の１ 0967-72-0593 医療法人社団　野田歯科医院

612 みやもと歯科 上益城郡益城町寺迫１０１２－１ 0962-87-8811 宮本徳郎

613 うえだＦＡＭＩＬＹ歯科 上益城郡御船町木倉１３６９番地２ 0962-81-1182 医療法人ＳＭＩＬＥ　ＦＡＭＩＬＹ

614 おおた歯科クリニック 上益城郡御船町辺田見２０１－１ 0962-02-5860 太田　宜彦

615 どうのうえ歯科クリニック 上益城郡山都町浜町１８６番地５ 0967-72-2222 医療法人　教栄会

616 聖デンタルクリニック 上益城郡益城町惣領９１０－１ 0962-89-0866 岡﨑　伯光

617 やけいし歯科 上益城郡益城町福富７０４ 0962-86-7588 矢毛石康男

618 寺﨑歯科クリニック 上益城郡益城町馬水８０８番地５ 0962-89-8020 医療法人　恵生会

619 田中歯科医院 宇土市定府町字新屋敷２４－１ 0964-23-3788 田中　栄一

620 浦田歯科医院 宇土市門内町２１－６ 0964-23-0711 浦田　健二

621 中村歯科医院 宇土市旭町１４６ 0964-23-3721 中村　　進

622 平冨歯科 宇土市網津町２０４７－３ 0964-25-0918 平冨　欽哉

623 松本歯科医院 宇土市本町５丁目２ 0964-22-0275 松本　文隆

624 村上歯科医院 宇土市栄町１６２ 0964-23-3639 村上　常道

625 森歯科医院 宇土市古保里町４４３ 0964-23-5155 森　義和

626 森一歯科・矯正歯科医院 宇土市城之浦町１０８－１１ 0964-22-0441 森　一

627 八木歯科医院 宇土市高柳町２７－１ 0964-22-4182 医療法人　社団博祐会

628 下石歯科医院 宇城市三角町波多２３８－２－３ 0964-53-1578 下石　兵衛

629 なかの歯科医院 宇城市三角町三角浦１１６０－１３０ 0964-53-0660 中野　貴夫

630 杉村歯科 宇城市不知火町大字高良２２５９ 0964-32-5010 杉村　勇

631 大久保歯科クリニック 宇城市松橋町豊福１５９４－４ 0964-33-5226 大久保　和之

632 緒方歯科医院 宇城市松橋町松橋９８０ 0964-32-0127 緒方　博之

633 かねこ歯科クリニック 宇城市松橋町きらら２丁目３－２ 0964-25-2518 兼子　賢之

634 河合歯科医院 宇城市松橋町单豊崎４８４－１ 0964-33-5353 河合　隆一

635 河野歯科医院 宇城市松橋町松橋５７４ 0964-32-0123 河野　敬明

636 冨屋歯科医院 宇城市松橋町松橋１４４５－４ 0964-32-5150 冨屋　栄祐

637 ながはま歯科 宇城市松橋町曲野１３１－１ 0964-32-3458 長濱　宗一郎

638 丸田歯科医院 宇城市松橋町久具２０５１－１ 0964-33-6400 丸田　兼文

639 右山歯科クリニック 宇城市松橋町曲野２５－５ 0964-32-0313 右山　裕則

640 吉永歯科医院 宇城市松橋町浦川内８２４－８ 0964-32-5801 医療法人　社団徳治会

641 真田歯科医院 宇城市小川町小川６９－１ 0964-43-2431 真田　志

642 西山歯科医院 宇城市小川町江頭１２０ 0964-43-2151 西山　洋一

643 ハニー歯科 宇城市小川町河江十六７－１ 0964-43-2020 田染　直子

644 ひがしだ歯科医院 宇城市小川町北新田４７９－６ 0964-34-6111 東田　英典

645 前崎歯科医院 宇城市小川町江頭２４３ 0964-43-1655 前崎　正
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646 山崎歯科医院 宇城市小川町单新田４３８－２ 0964-43-4333 医療法人　社団山崎歯科医院

647 とよだ歯科医院 宇城市豊野町山崎２６５－１ 0964-45-3344 豊田経学

648 もとまつ歯科クリニック 宇城市豊野町巣林字ひ田１２０４－１ 0964-45-3310 本松　哲太郎

649 渡辺歯科医院 下益城郡美里町萱野２６ 0964-46-2627 医療法人　社団渡辺歯科医院

650 单部歯科医院 下益城郡美里町大字三和字仁田３８２－１ 0964-47-2110 谷口　正純

651 宮崎歯科医院 下益城郡美里町永富５１４ 0964-47-0300 宮崎　幸一

652 大森歯科医院 宇城市松橋町松橋８５５－１ 0964-32-0438 大森　秀則

653 立山歯科医院 宇城市三角町波多２２８－１ 0964-52-2133 立山　徹也

654 おうだ歯科医院 宇土市下網田町字栗林２１０４－８ 0964-27-1230 宇野　哲也

655 久保田歯科医院 宇土市单段原町３１番地１ 0964-23-2830 医療法人　久保田歯科

656 熊本パール総合歯科クリニック宇土院 宇土市高柳町字島ノ内２０番９号 0964-53-9898 医療法人社団　エステティックライン

657 不知火歯科医院 宇城市不知火町永尾７８６－２ 0964-42-3406 渋田　美喜男

658 きららデンタルクリニック 宇城市松橋町きらら１丁目１０－７ 0965-94-9705 原田　雅史

659 近藤歯科　矯正歯科 宇土市善道寺町綾織９５　宇土シティモール外部Ａ棟 0964-53-9038 近藤　俊輔

660 みすみ歯科クリニック 宇城市三角町中村字五反田１１６３－３ 0964-34-2001 美洋会

661 みよし歯科医院 宇城市不知火町高良２２６８－１ 0964-32-1778 三好　優輝

662 すぎもと歯科 宇土市岩古曽町１１９６－３ 0964-22-5432 医療法人　永裕会

663 鎌田歯科クリニック 宇城市小川町江頭２２９番２ 0964-27-5880 鎌田　政彦

664 宇城きずな歯科医院 宇城市松橋町両仲間４９番地１ 0963-59-4012 医療法人社団きずな会

665 井手尾歯科医院 八代市大手町２－５－１１ 0965-32-3663 井手尾寛志

666 井上歯科クリニック 八代市松江町４４０－２ 0965-39-7335 医療法人社団　井上歯科クリニック

667 岩崎歯科医院 八代市本町２－３－２ 0965-34-1848 岩崎　晃司

668 犬童矯正歯科クリニック 八代市出町５－９ 0965-32-3571 医療法人　デンタル・アート

669 上田歯科医院 八代市本町２－３－３１ 0965-32-3205 上田　忠

670 上田歯科クリニック 八代市塩屋町１１－２０ 0965-32-4372 上田　博

671 上元歯科医院 八代市港町５ 0965-37-2575 上元　健一

672 北里歯科医院 八代市迎町２－６－５ 0965-32-5517 北里　雄二

673 きはら歯科 八代市萩原町２－１１－４５ 0965-33-8920 木原　良材

674 古城歯科矯正歯科医院 八代市古城町３０２６－２ 0965-34-3344 医療法人社団　古城歯科矯正歯科医院

675 坂井歯科医院 八代市通町６－１７ 0965-32-6280 医療法人社団　坂井会

676 たかた歯科医院 八代市高下西町２１８４－５ 0965-34-6054 高田　博樹

677 竹田歯科医院 八代市松江城町４－３２ 0965-31-0550 竹田　博文

678 多田歯科医院 八代市日奈久竹之内町３２４４－３ 0965-38-0793 多田　昌司

679 多田歯科クリニック 八代市若草町５－１ 0965-33-5330 多田　集一

680 田中歯科医院 八代市日置町字京塚１６０－３ 0965-35-3806 医療法人社団　皆幸会

681 谷川歯科医院 八代市本町１－１－４８ 0965-32-7500 医療法人社団　谷川歯科医院

682 鶴田歯科医院 八代市海士江町２５９１－６ 0965-33-8148 鶴田　善久

683 中川歯科医院 八代市横手新町７－１ 0965-35-2557 中川　純一

684 中村歯科医院 八代市西松江城町１０－３ 0965-32-5001 中村　矢一

685 中山歯科医院 八代市古閑中町字高島９９８－１ 0965-33-3388 中山　万弘

686 野田歯科医院 八代市毘舎丸町５－４８ 0965-35-1358 野田　和夫

687 前田歯科医院 八代市松江町江前２４３ 0965-32-3227 前田　章二

688 増田歯科医院 八代市本町１－１０－３６ 0965-32-3264 医療法人社団　増田歯科医院

689 松下歯科医院 八代市豊原中町４１９－１ 0965-35-1881 医療法人社団　徳治会

690 緑ヶ丘歯科医院 八代市新開町３－１ 0965-31-8800 医）社団　わかば歯科

691 みのだ歯科医院 八代市田中北町８３ 0965-35-7700 簑田　雄二

692 みやい歯科医院 八代市植柳元町６４０６ 0965-39-3033 宮井　祐

693 みやざき歯科・こども歯科 八代市北の丸町１－１２宮崎ビル１階 0965-33-9812 宮﨑　修一

694 みやもと歯科医院 八代市旭中央通り１９－５ 0965-32-3034 宮本名留彦

695 守永歯科医院 八代市迎町２－１５－２５ 0965-33-4180 守永　純一

696 八代歯科医師会口腔保健センター 八代市上野町３５９１－１４ 0965-31-8020 一般社団法人　八代歯科医師会

697 山口歯科医院 八代市高下西町１４９５ 0965-35-6212 山口　規生

698 山口透歯科医院 八代市郡築３番町１２－１１ 0965-37-2010 山口　透

699 横手歯科クリニック 八代市横手町１６６８－１ 0965-32-9395 医療法人社団　横手歯科クリニック
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700 若槻歯科医院 八代市日奈久東町１７１ 0965-38-0209 若槻　正幸

701 わかみや歯科クリニック 八代市古閑中町字六反田１３８４－１ 0965-31-0333 宮本　奉和

702 渡辺歯科医院 八代市上野町１９６５－２ 0965-35-0011 医療法人　大輝会

703 上野歯科医院 八代市千丁町古閑出２４４１－８ 0965-46-1000 上野　亮一

704 岡田歯科医院 八代市鏡町鏡４７１ 0965-52-8484 岡田　長久

705 鏡歯科医院 八代市鏡町両出１２５５－５ 0965-52-5110 医療法人社団　鏡会

706 やまデンタルクリニック 八代市鏡町鏡村１１０７－１ 0965-52-0421 医療法人社団　中津留会

707 水上歯科医院 八代市鏡町鏡村５４８－１ 0965-52-6666 水上　正太

708 溝口歯科医院 八代市鏡町内田４７２－３ 0965-52-8880 溝口　貴志

709 中村歯科医院 八代郡氷川町鹿島１２３３ 0965-52-6401 中村　公靖

710 上田歯科医院 八代郡氷川町宮原３９８－１ 0965-62-3131 上田　龍吾

711 尾上歯科医院 八代郡氷川町宮原栄久１１－１ 0965-62-2055 尾上　宗一

712 木屋歯科クリニック 八代市古閑上町170－8 0965-32-5398 木屋　節弘

713 八代市立泉歯科診療所 八代市泉町柿迫３１８８番地２ 0965-67-3511 八代市

714 久保歯科医院 八代市塩屋町１－２４ 0965-39-7151 久保　貴文

715 つばめ歯科クリニック 八代市建馬町３－１ゆめタウン２４２ 0965-39-4182 医療法人オリオン会

716 こだま歯科クリニック 八代市竹原町字土器１６１１ 0965-34-4618 小寺　美穂

717 ｎｉｎａ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 八代市田中東町１６－１０ 0965-34-2113 医療法人　ｋｕｌａｋａｌａ会

718 いまさき歯科医院 八代市古閑中町冬築2438-10 0965-33-6537 今崎佳昭

719 高野歯科クリニック 八代市本町1丁目７－３６ 0965-34-3336 高野明夫

720 あきの歯科クリニック 八代市松江町菰池５２４－１ 0965-80-5111 秋野　眞悟

721 さくら歯科医院 八代市上片町高取１５６１番１ 0965-45-9808 医療法人社団　鏡会

722 フラワー歯科クリニック 八代市田中西町１７号１番地 0965-32-6011 清藤　寿晃

723 萩原歯科診療所 八代市萩原町１－６－３５（１０１） 0965-32-4488 松川　馨

724 なかよし歯科医院 八代市坂本町坂本４１３９－１ 0965-45-2333 仲村　清範

725 ふくだデンタルクリニック 八代市鏡町内田６９７番地１１ 0965-62-8241 福田　俊博

726 まつがえ歯科医院 八代郡氷川町宮原795-1 0965-62-2032 松枝　勝興

727 竜北歯科クリニック 八代郡氷川町鹿野３２２－５ 0965-52-8640 一森　康男

728 犬塚歯科医院 八代市大村町５４７－２ 0965-32-5002 熊埜御堂　誠

729 やまだ歯科医院 八代市鏡町内田２７０番地１ 0965-52-0244 医療法人聖会

730 本町ごとう歯科 八代市本町４丁目５－２４ 0965-62-8108 後藤　千恵

731 川上歯科医院 八代市萩原町２－２－２１ 0965-32-2237 川上　立祐

732 Ａｙａ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｈｏｕｓｅ 八代市長田町２９０２－１ 0965-65-8801 西坂　文

733 ヒルズ歯科クリニック 八代市西片町２０００－９ 0965-45-9488 阿川　健太郎

734 宇城八代歯科医院 八代郡氷川町宮原６６７－１ 0965-62-3388 中出 敬明

735 原田歯科医院 八代市永碇町944番地 0965-34-4487 原田　真紀子

736 さしき宮島歯科医院 葦北郡芦北町花岡１６６０－５ 0966-82-2418 若江　映晃

737 伊藤歯科医院 水俣市大黒町１丁目２－３ 0966-62-2804 伊藤俊一

738 出来田歯科診療所 水俣市浜町１丁目６－１１ 0966-62-0030 出来田悌吾

739 天神歯科医院 水俣市天神町２丁目４－１１ 0966-63-2190 伊藤道之

740 百間歯科医院 水俣市港町１丁目３番２１号 0966-62-3155 医療法人大輝会

741 深水歯科医院 水俣市浜町２丁目３－２８ 0966-63-3100 医療法人深水歯科医院

742 浮池歯科医院 水俣市幸町３－５ 0966-63-8813 浮池高史

743 みのだ歯科医院 水俣市桜井町３丁目４－２２ 0966-63-7135 蓑田亮

744 野村歯科医院 葦北郡芦北町小田浦１３４８－５ 0966-87-0040 野村健一郎

745 藤崎歯科医院 芦北郡芦北町田浦６４６－１ 0966-87-1515 藤崎圭一

746 あいりす歯科医院 葦北郡芦北町道川内６－９ 0966-69-4182 鬼塚友文

747 あしきた歯科医院 芦北郡芦北町芦北２３８６－１ 0966-82-3161 若井篤

748 井上歯科医院 芦北郡芦北町花岡１８４６－８ 0966-82-3566 井上　真樹

749 ながた歯科医院 水俣市浜町２丁目１番１８号 0966-63-2671 医療法人ながた歯科医院

750 おれんじ歯科クリニック 葦北郡津奈木町岩城２３２０ 0966-78-2292 医療法人六華会

751 ひかり歯科クリニック 水俣市大黒町２丁目３番１２号 0966-62-4144 医療法人　アサップ

752 犬童矯正歯科クリニック 水俣市天神町１丁目１番２６号 0966-63-2245 医療法人デンタル・アート

753 鶴野歯科医院 葦北郡津奈木町岩城497-1 0966-78-2530 鶴野　剛士
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754 愛甲歯科クリニック 人吉市七日町９４－５ 0966-24-0061 愛甲　　　徹

755 今藤歯科医院 人吉市北泉田町２３４ 0966-23-2330 医療法人社団今藤会

756 入江歯科医院 人吉市西間下町一本杉１６６－１ 0966-22-2798 入江正昭

757 瓦屋町歯科 人吉市瓦屋町１１１８－１ 0966-25-1800 医療法人是真会

758 熊埜御堂歯科医院 人吉市上青井町字上青井町１４０－３６ 0966-22-3958 熊埜御堂歯科医院

759 斉藤歯科クリニック 人吉市下城本町１３８３－１ 0966-22-3110 斉藤健三

760 相良歯科医院 人吉市下原田町荒毛１３５５－２ 0966-22-7722 相良吉正

761 佐々木歯科医院 人吉市下城本町字九反田１４２３－４ 0966-24-4862 佐々木満博

762 清水歯科クリニック 人吉市願成寺町１３０６ 0966-24-8182 清水雅英

763 瀬戸歯科医院 人吉市上青井町１８５－８ 0966-22-4078 瀬戸　弘

764 第二武末歯科診療所 人吉市瓦屋町１８６６－２４ 0966-24-8579 武末和貴

765 武末歯科診療所 人吉市上青井町１４７－２ 0966-23-5269 武末憲一

766 竹田歯科診療所 人吉市瓦屋町６ 0966-24-2206 竹田豊子

767 辻歯科・小児歯科 人吉市駒井田町２４３－１ 0966-24-2666 医療法人信和会

768 中原歯科医院 人吉市下薩摩瀬町８４７－４ 0966-24-7828 中原正弘

769 那須歯科診療所 人吉市紺屋町９０ 0966-22-5048 那須智治

770 花田歯科医院 人吉市駒井田町２４５ 0966-22-2470 花田雅弘

771 松本歯科医院 人吉市九日町１１５ 0966-22-2928 松本晋一

772 御手洗歯科医院 人吉市单町８－１３ 0966-22-2210 御手洗　　　肇

773 湯本歯科医院 人吉市宝来町１５－３ 0966-24-8899 湯本光一郎

774 与田歯科医院 人吉市願成寺町杉園４０４－４ 0966-24-6482 與田桂三

775 脇山歯科クリニック 人吉市鶴田町８６６ 0966-23-6948 脇山純至

776 高野歯科医院 球磨郡錦町一武２１１１ 0966-38-2540 高野秀司

777 ながた歯科クリニック 球磨郡錦町一武１５２３－１ 0966-38-6660 長田政興

778 にしき歯科医院 球磨郡錦町西８０９ 0966-38-3886 医療法人萠友会

779 秋山歯科クリニック 球磨郡あさぎり町免田東１９８２－４１ 0966-45-4550 秋山　　　喬

780 坂梨歯科医院 球磨郡あさぎり町免田東１８０６－１ 0966-45-2111 医療法人同仁会

781 なかくま歯科医院 球磨郡あさぎり町免田西２２７３－５ 0966-45-5701 医療法人社団大雅会

782 山村歯科医院 球磨郡あさぎり町免田東３９０－１ 0966-45-5952 山村礼二

783 秋山歯科医院 球磨郡多良木町多良木２８３９－１ 0966-42-6511 秋山雅治

784 くろにた歯科医院 球磨郡多良木町多良木１５５３－６ 0966-42-1020 医療法人侑仁会

785 中原歯科医院 球磨郡多良木町多良木５６４ 0966-42-2426 中原孝典

786 水上歯科医院 球磨郡水上村岩野２６６６－１ 0966-44-0766 梁　　　瑞峰

787 菊竹歯科 人吉市田町１０ 0966-22-2448 菊竹　茂人

788 球磨川歯科医院 球磨郡球磨村一勝地甲３７９－１９ 0966-32-1109 宮原光春

789 やまさき歯科医院 球磨郡湯前町中里２８４８－２ 0966-43-2486 山崎浩次郎

790 さくら歯科医院 球磨郡錦町西３２８７番地 0966-38-3718 西岡　慎一

791 たなかファミリー歯科 人吉市单泉田町９５－２ 0966-23-6871 田中　勝久

792 あさぎり歯科クリニック 球磨郡あさぎり町上北１４５７番地３ 0966-45-1313 梶山　茂樹

793 内山クリニック 人吉市九日町六番地 0699-22-2069 医療法人社団内山会

794 おおた歯科こども歯科クリニック 球磨郡多良木町多良木９３８－３ 0966-42-1122 太田　良紀

795 むかえ歯科医院 球磨郡湯前町1237番地4 0966-43-3131 医療法人　恵福会

796 新名歯科医院 人吉市城本町５２６－１７ 0966-22-4027 新名　正明

797 青木歯科医院 天草市大浜町３４８‐５ 0969-23-4534 青木　憲政

798 伊東歯科医院 天草市单新町１３－２ 0969-23-1551 伊東　宏

799 小田歯科医院 天草市本渡町本渡２５７０－２４ 0969-23-7733 小田　哲也

800 久々山歯科医院 天草市今釜新町３５１３ 0969-24-1188 久々山　芳文

801 槌本歯科医院 天草市中央新町３－３ 0969-23-5582 槌本　亮二郎

802 中嶋歯科医院 天草市東浜町１３－１６ 0969-24-3231 医療法人社団敬仁会

803 中村歯科医院 天草市单新町７－８ 0969-23-5252 医療法人スマイルライン

804 新田歯科医院 天草市亀場町亀川１４６－１０ 0969-23-4182 新田　昭洋

805 布井歯科 天草市亀場町亀川１７３２－１７ 0969-22-3300 医療法人社団　布井歯科

806 ファミリー歯科 天草市東浜町１０－１三貴ビル２Ｆ 0969-22-2300 医療法人社団潮来会

807 広瀬みのだ歯科 天草市八幡町４－１０ 0969-24-2060 蓑田　太司
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808 松田歯科医院 天草市栄町１０－３５ 0969-22-2432 医療法人社団記栄会

809 松山歯科医院 天草市单町６－１ 0969-23-3538 松山　宗利

810 みなみ歯科医院 天草市单新町３－１９ 0969-22-5511 松田　教裕

811 蓑田歯科医院 天草市太田町２１－９ 0969-24-1010 蓑田　哲哉

812 横山歯科医院 天草市栄町４－１ 0969-22-2306 横山　紘二郎

813 うらた歯科医院 天草市牛深町２５０２－２ 0969-72-2146 浦田　琢二

814 規矩歯科医院 天草市牛深町１５２２－９ 0969-72-2175 規矩　保

815 深川歯科医院 天草市牛深町２６６９ 0969-72-2855 深川　恭至

816 松木歯科医院 天草市久玉町１４１１－９５ 0969-72-6415 松木　正二郎

817 あまくさ歯科医院 上天草市大矢野町上２３１６－３ 0964-57-4530 直志　一世

818 いさみ歯科医院 上天草市大矢野町中７７９－１ 0964-56-1377 医療法人社団いさみ歯科

819 としなが歯科・矯正歯科 上天草市大矢野町上１５０９－６ 0964-56-3113 医療法人モクセイ会

820 嶽本歯科医院 上天草市松島町合津４２１１－４ 0969-56-2648 嶽本　政久

821 竹中歯科医院 上天草市姫戸町二間戸２２７９－１ 0969-58-3188 竹中　誠也

822 簑下歯科医院 上天草市姫戸町姫浦９０４－３ 0969-58-2135 簑下　隆盛

823 道脇歯科医院 上天草市龍ヶ岳町樋島４０９－４ 0969-62-1610 道脇　宏治

824 塩田歯科医院 天草市有明町大島子２３８０－１ 0969-52-0897 塩田　仁

825 沢村歯科医院 天草市倉岳町棚底１９５６－３ 0969-64-3235 沢村　克彦

826 藤本歯科医院 天草市倉岳町棚底２４３５－１ 0969-64-3333 藤本　豊

827 松本歯科医院 天草市栖本町馬場２５６０－５ 0969-66-3000 松本　信久

828 岡田歯科医院 天草市新和町小宮地５３４－３ 0969-46-3705 岡田　理介

829 田崎歯科医院 天草市五和町御領６４８７ 0969-32-0347 田崎　日出夫

830 山本歯科医院 天草市五和町二江４７２９ 0969-33-0336 医療法人社団山本歯科医院

831 あらき歯科医院 天草郡苓北町志岐１１７ 0969-35-2460 荒木　浩一

832 森口歯科医院 天草市天草町高浜北９７５－１ 0969-42-0821 森口　茂樹

833 内崎歯科医院 天草市河浦町河浦４８２２－１ 0969-76-1553 内崎　祐一

834 天草市立御所浦歯科診療所 天草市御所浦町御所浦４３７７－６ 0969-67-3697 天草市

835 生田歯科医院 天草市河浦町白木河内２２０番地１ 0969-77-0039 医療法人社団　单生会　生田歯科医院

836 青砥歯科医院 天草郡苓北町志岐１２９ 0969-35-0117 青砥　圭吾

837 いるか歯科医院 天草市牛深町鬼塚２０３９－１２ 0969-72-6055 光永　昭宏

838 アップル歯科クリニック 天草市本渡町本戸馬場９９１－３ 0969-27-0118 小林　裕介

839 松原歯科医院 上天草市松島町合津３１８７－２ 0969-56-1212 松原　崇士

840 小島歯科医院 天草市牛深町１５４５－２ 0969-78-8065 小島　康紀

841 スマイル歯科矯正歯科クリニック 熊本県天草市大浜町９－２９ 0969-24-4534 医療法人　青木会

842 つばさ歯科クリニック 天草市川原町２２番７号 0969-66-9889 林　英臣

843 Ａｙａ小児・矯正歯科クリニック 天草市本渡町広瀬字下友１７６－２８ 0969-66-9170 佐々木　文

844 長山歯科医院 上天草市大矢野町登立８８５３ 0964-56-0201 中嶋　千帄

845 オーラルケアサポートさくら 天草市有明町大島子３０４４－１ 0969-25-6377 天草祐歯会

846 浜﨑歯科医院 天草市有明町大浦１５６５ 0969-54-0401 濱﨑　研吾

847 せどデンタルオフィス 天草市志柿町字郷内６６８５－２ 0969-66-9096 中村　直寿
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⑥衛生検査所

№ 名称 住所 電話 運営主体

1
一般社団法人　熊本市医師会検査セ
ンター

熊本市中央区本荘５丁目15-12 096-372-6767
一般社団法人　熊本
市医師会

2 株式会社　熊本県予防医学協会 熊本市東区健軍1丁目27-21 096-369-1313
株式会社　熊本県予
防医学協会

3
株式会社　ビー・エム・エル　ＢＭ
Ｌ熊本

熊本市東区長嶺南7丁目8-35 096-388-5032
株式会社　ビーエムエ
ル

4 二ノ村病理組織研究所
熊本市東区長嶺南3丁目8-67　Uメ
ゾンＫ101号

096-385-9545
有限会社　二ノ村病
理組織研究所

5 靏田診断病理研究所
熊本市東区新外3丁目1番102号サキ
ヤマハイアットビル203号

096-360-6301 靏田　潤二

6
株式会社　チューケン日本医薬中央
研究所熊本支社

熊本市東区東野1丁目3番38号 096-360-3065
株式会社　チューケン
日本医薬中央研究所

7
株式会社　エスアールエル熊本ラボ
ラトリー

熊本市東区長嶺南1丁目1番100号 096-384-7355
株式会社　エスアール
エル

8 株式会社　メデウェル 熊本市南区江越2丁目3-1-304号 096-274-1100 株式会社　メデウェル

9 パソラボ熊本ラボ 熊本市南区江越1丁目22-11 096-359-3500
株式会社　クリニカルパ
ソロジーラボラトリー

10 株式会社　ＣＩＳ　熊本中央研究所 熊本市東区東京塚町１８－４４ 096-284-1381 株式会社　ＣＩＳ

11
ファルコバイオシステムズ　熊本研
究所

熊本市東区保田窪本町１-４０ 096-360-4406
株式会社　ファルコバ
イオシステムズ

12
一般財団法人　化学及血清療法研究
所臨床検査センター

熊本市北区大窪１－６－２ 096-344-1211
一般財団法人化学及
血清療法研究所

13 有限会社　玉名臨床検査センター 玉名市築地2188-1 0968-74-4885
有限会社玉名臨床検
査センター

14 八代市医師会検査センター 八代市平山新町4438-5 0965-35-3003
一般社団法人八代市
医師会

15 株式会社　ＣＩＳ　人吉研究所 人吉市七地町花立901-3 0966-24-8127 株式会社　ＣＩＳ

16
株式会社チューケン日本医薬中央研
究所熊本支社人吉営業所

人吉市北泉田町190-1 0966-22-1777
株式会社チューケン
日本医薬中央研究所

17 エスアールエル天草ラボラトリー 天草市東町31 0969-23-5668
株式会社エスアール
エル

18 株式会社　Ｍｉｃｒｏｅｘａｍ 天草市河浦町白木河内220-9 0969-76-0290
株式会社　Ｍｉｃｒｏｅｘａ
ｍ

19 株式会社　ＣＩＳ　八代営業所 八代市錦町１３－１ 0965-33-1959 株式会社　ＣＩＳ
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⑦医療関係学校・養成所

№
名称 住所 電話 運営主体 定員

1
熊本大学医学部保健学科
（放射線技術科学専攻）

熊本市中央区九品寺４－２４－１ 096-373-5456
国立大学法人
熊本大学

37人 診療放射線技師 修業４年

2
熊本大学医学部保健学科
（検査技術科学専攻）

熊本市中央区九品寺４－２４－１ 096-373-5456
国立大学法人
熊本大学

37人 臨床検査技師 修業４年

3
熊本保健科学大学保健科学部
医学検査学科

熊本市北区和泉町３２５ 096-275-2111
学校法人
銀杏学園

100
人

臨床検査技師 修業４年

4
熊本保健科学大学保健科学部リハビ
リテーション学科（理学療法学専攻）

熊本市北区和泉町３２５ 096-275-2111
学校法人
銀杏学園

４0人 理学療法士 修業４年

5
九州看護福祉大学看護福祉学
部リハビリテーション学科

玉名市富尾８８８ 0968-75-1800
学校法人
熊本城北学園

60人 理学療法士 修業４年

6
熊本総合医療リハビリテーション
学院（理学療法学科）

熊本市東区小山２－２５－３５ 096-389-1133
医療法人
弘仁会

40人 理学療法士 修業４年

7
メディカル・カレッジ青照館（理学
療法学科）

宇城市三角町波多２８６４－１１１ 0964-54-2211
学校法人
青照学舎

40人 理学療法士 修業４年

8
九州中央リハビリテーション学院
（理学療法学科）

熊本市中央区本山３－３－８４ 096-322-2200
学校法人
立志学園

昼80人
夜40人 理学療法士 修業４年

9
熊本駅前看護リハビリテーション
学院（理学療法学科）

熊本市西区春日２－１－１５ 096-212-0711
学校法人
青照学舎

80人 理学療法士 修業４年

10
熊本保健科学大学保健科学部リハビリ
テーション学科（生活機能療法学専攻） 熊本市北区和泉町３２５ 096-275-2111

学校法人
銀杏学園

４0人 作業療法士 修業４年

11
熊本総合医療リハビリテーション
学院（作業療法学科）

熊本市東区小山２－２５－３５ 096-389-1133
医療法人
弘仁会

40人 作業療法士 修業４年

12
メディカル・カレッジ青照館（作業
療法学科）

宇城市三角町波多２８６４－１１１ 0964-54-2211
学校法人
青照学舎

40人 作業療法士 修業４年

13
九州中央リハビリテーション学院
（作業療法学科）

熊本市中央区本山３－３－８４ 096-322-2200
学校法人
立志学園

40人 作業療法士 修業４年

14
熊本駅前看護リハビリテーション
学院（作業療法学科）

熊本市西区春日２－１－１５ 096-212-0711
学校法人
青照学舎

40人 作業療法士 修業４年

15
熊本保健科学大学保健科学部リハビリ
テーション学科（言語聴覚学専攻） 熊本市北区和泉町３２５ 096-275-2111

学校法人
銀杏学園

４0人 言語聴覚士 修業４年

16
メディカル・カレッジ青照館（言語
聴覚療法学科）

宇城市三角町波多２８６４－１１１ 0964-54-2211
学校法人
青照学舎

40人 言語聴覚士 修業４年

17
熊本総合医療リハビリテーション
学院（臨床工学学科）

熊本市東区小山２－２５－３５ 096-380-0033
医療法人
弘仁会

40人 臨床工学技士 修業３年

18
熊本総合医療リハビリテーション
学院（義肢装具学科）

熊本市東区小山２－２５－３５ 096-380-0033
医療法人
弘仁会

25人 義肢装具士 修業３年

19
熊本総合医療リハビリテーション
学院（救急救命学科）

熊本市東区小山２－２５－３５ 096-380-0033
医療法人
弘仁会

40人 救急救命士 修業２年

20 熊本歯科衛生士専門学院 熊本市中央区坪井２－３－６ 096-344-6672
一般社団法人
熊本県歯科医師会

50人 歯科衛生士 修業３年

21
熊本歯科技術専門学校（歯科衛
生士科）

熊本市中央区本荘３－１－６ 096-371-6581
学校法人
中島学園

50人 歯科衛生士 修業３年

22
九州看護福祉大学看護福祉学
部口腔保健学科

玉名市富尾８８８ 0968-75-1800
学校法人
熊本城北学園

50人 歯科衛生士 修業４年

23
熊本歯科技術専門学校（歯科技
工士科）

熊本市中央区本荘３－１－６ 096-371-6581
学校法人
中島学園

35人 歯科技工士 修業２年

24
九州看護福祉大学看護福祉学
部鍼灸スポーツ学科

玉名市富尾８８８ 0968-75-1800
学校法人
熊本城北学園

40人 はり師・きゅう師 修業４年

25
西日本教育医療専門学校（視能
訓練士学科）

熊本市東区健軍３－５０－２１ 096-331-3301
学校法人
清水学園

30人 視能訓練士 修業３年

備考
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⑧看護関係学校・養成所

№ 名称 住所 電話 設置主体 定員 備考

1 熊本大学医学部保健学科看護学専攻
熊本市中央区九品寺４
－２４－１

096-373-5456 国立大学法人 70
看護師（保健師・助産
師は選択）

2 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 熊本市北区和泉町３２５ 096-275-2111 学校法人 100
看護師（保健師は選
択）

3
九州看護福祉大学看護福祉学部看護学
科

玉名市富尾８８８ 0968-75-1800 学校法人 100
看護師（保健師は選
択）

4 熊本保健科学大学助産別科 熊本市北区和泉町３２５ 096-275-2111 学校法人 20 助産師

5
九州看護福祉大学看護福祉学部助産学
専攻科

玉名市富尾８８８ 0968-75-1800 学校法人 10 助産師　H27.4.1開設

6 熊本看護専門学校助産学科
熊本市西区上熊本１－
１０－８

096-355-4401 学校法人 15 助産師

7
独立行政法人国立病院機構熊本医療セ
ンター附属看護学校

熊本市中央区二の丸１
－５

096-352-5691
独立行政法人国立
病院機構

40 看護師

8
独立行政法人労働者健康福祉機構熊本
労災看護専門学校

八代市竹原町１５１７－
２

0965-33-2009
独立行政法人労働者
健康福祉機構

40 看護師

9 上天草看護専門学校
上天草市龍ヶ岳町高戸
1419-2

0969-62-0200 市町村 40 看護師

10 天草市立本渡看護専門学校
天草市亀場町亀川１２
－１

0969-22-2000 市町村 40 看護師

11 熊本看護専門学校看護学科
熊本市西区上熊本１－
１０－８

096-355-4401 学校法人 80 看護師

12
九州中央リハビリテーション学院看護学
科

熊本市中央区本山３－
３－８４

096-322-5500 学校法人 80 看護師

13
熊本駅前看護リハビリテーション学院看
護学科

熊本市西区春日２－１
－１５

096-212-0711 学校法人 80 看護師

14
熊本市医師会看護専門学校医療専門課
程第１看護学科

熊本市中央区本荘３－
３－３

096-371-5208 医師会 40 看護師

15 有明高等学校看護学科 荒尾市増永２２００ 0968-63-0545 学校法人 80 看護師

16 熊本中央高等学校看護学科
熊本市中央区内坪井町
４－８

096-354-2333 学校法人 80 看護師

17 玉名女子高等学校看護学科 玉名市岩崎１０６１ 0968-72-5161 学校法人 60 看護師

18 城北高等学校看護科・看護専攻科 山鹿市志々岐７９８ 0968-44-8111 学校法人 80 看護師

19 熊本看護専門学校通信制看護学科
熊本市西区上熊本１－
１０－８

096-355-4401 学校法人 150
看護師２年課程
※H28.4月から募集停止

20
熊本市医師会看護専門学校医療専門課
程第２看護学科

熊本市中央区本荘３－
３－３

096-371-5209 医師会 40 看護師２年課程

21 八代看護学校（看護師２年課程）
八代市平山新町４４５３
－２

0965-34-5491 医師会 40 看護師２年課程

22
熊本市医師会看護専門学校医療高等課
程准看護科

熊本市中央区本荘３－
３－３

096-366-3660 医師会 120 准看護師

23
天草郡市医師会附属天草准看護高等専
修学校

天草市本渡町本戸馬場
１０７８－２

0969-22-2309 医師会 36 准看護師

24 八代看護学校（准看護師課程）
八代市平山新町４４５３
－２

0965-34-5573 医師会 70 准看護師

25 人吉准看護学院 人吉市单泉田町７２－２ 0966-22-2962 医師会 40 准看護師

26 菊池郡市医師会立看護高等専修学校 菊池市隇府７６４－１ 0968-25-2182 医師会 40 准看護師

27 鹿本医師会看護学校 山鹿市山鹿３３２－１ 0968-44-6098 医師会 40 准看護師

28 宇城看護高等専修学校 宇城市松橋町松橋３５１ 0964-33-7474 医師会 30 准看護師
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（２）健康づくり推進課

①市町村保健センター

№ 名称 住所 電話 運営主体

1 熊本市中央区健康センター 熊本市中央区手取本町１番１号 096-328-2419 熊本市

2 熊本市東区健康センター 熊本市東区東本町１６番３０号 096-367-9134 熊本市

3 熊本市西区健康センター 熊本市西区小島２丁目７番１号 096-329-1147 熊本市

4 熊本市南区健康センター 熊本市南区富合町清藤４０５番地３ 096-357-4138 熊本市

5 熊本市北区健康センター 熊本市北区植木町岩野２３８番地１ 096-272-1128 熊本市

6 宇土市保健センター 宇土市南段原町１６４－３ 0964-22-2300 宇土市

7 三角保健センター 宇城市三角町波多２７９８－１ 0964-52-2311 宇城市

8 宇城市保健福祉センター 宇城市松橋町松橋３９６－１ 0964-32-7100 宇城市

9 小川保健センター 宇城市小川町江頭３３ 0964-43-1111 宇城市

10 豊野保健センター 宇城市豊野町糸石３５１６－１ 0964-45-2111 宇城市

11 美里町福祉保健センター「湯の香苑」 下益城郡美里町佐俣３３８ 0964-46-4005 美里町

12 荒尾市保健センター 荒尾市増永６３２ 0968-63-1133 荒尾市

13 玉名市玉名保健センター 玉名市岩崎１３３ 0968-72-4188 玉名市

14 玉東町保健センター 玉名郡玉東町木葉３７２ 0968-85-6557 玉東町

15 和水町保健センター 玉名郡和水町板楠７６ 0968-34-3111 和水町

16 南関町保健センター 玉名郡南関町小原１８５７ 0968-53-3298 南関町

17 長洲町保健センター すこやか館 玉名郡長洲町大字長洲２７７３－５ 0968-65-7515 長洲町

18 山鹿市山鹿健康福祉センター 山鹿市中５７８ 0968-43-0050 山鹿市

19 山鹿市菊鹿健康福祉センター（ひまわり館） 山鹿市菊鹿町下永野６５０ 0968-48-4666 山鹿市

20 山鹿市鹿本健康福祉センター（ひだまり） 山鹿市鹿本町来民６８６－１ 0968-43-0050 山鹿市

21 合志市保健福祉センター（ふれあい館） 合志市須屋２２５１－１ 096-242-7000 合志市

22 菊池広域保健センター 菊池市泗水町吉富２１９３－１　　 0968-38-2820 菊池市､合志市

23 一の宮保健センター 阿蘇市一の宮町宮地５０４－１ 0967-22-5088 阿蘇市

24 白水保健センター 阿蘇郡南阿蘇村吉田１４９５ 0967-62-9112 南阿蘇村

25 長陽保健センター 阿蘇郡南阿蘇村河陽４５１８ 0967-67-2125 南阿蘇村

26 御船町保健センター 上益城郡御船町御船９９５－１ 096-282-1602 御船町

27 嘉島町保健センター 上益城郡嘉島町上島５５１ 096-237-2300 嘉島町

28 益城町保健福祉センター 上益城郡益城町惣領１４７０ 096-234-6123 益城町

29 甲佐町総合保健福祉センター 上益城郡甲佐町豊内６１９ 096-235-8711 甲佐町

30 山都町矢部保健福祉センター千寿苑 上益城郡山都町千滝２３２ 0967-73-1600 山都町

31 山都町清和保健センター 上益城郡山都町大平１２７ 0967-82-2900 山都町

32 山都町蘇陽保健センター 上益城郡山都町今５００ 0967-83-1111 山都町

33 八代市保健センター 八代市高下西町１７２６－５ 0965-32-7200 八代市
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34 八代市鏡保健センター 八代市鏡町内田４５３－１ 0965-52-5277 八代市

35 八代市東陽地域福祉保健センター 八代市東陽南１０７５
0965-65-2890
0965-65-3777

八代市

36 氷川町健康センター 八代郡氷川町島地４１９－２ 0965-52-7154 氷川町

37 水俣市保健センター 水俣市牧ノ内３－１ 0966-63-3202 水俣市

38 芦北町保健センター 芦北郡芦北町湯浦１４３９－１ 0966-86-0200 芦北町

39 人吉市保健センター 人吉市西間上町2646-1 0966-24-8420 人吉市

40 多良木町保健センター 球磨郡多良木町大字多良木１５８６ 0966-42-1100 多良木町

41 湯前町保健センター 球磨郡湯前町１９８４ 0966-43-4112 湯前町

42 水上村保健センター 球磨郡水上村岩野２６７８ 0966-44-0782 水上村

43 相良村ふれあいセンター 球磨郡相良村大字深水２５００番地１ 0966-35-1032 相良村

44 五木村保健福祉総合センター 球磨郡五木村甲字下手２６７２－４１ 0966-37-2044 五木村

45 あさぎり町上保健センター 球磨郡あさぎり町上北１８７４ あさぎり町

46 あさぎり町免田保健センター 球磨郡あさぎり町免田東１１９０ あさぎり町

47 あさぎり町岡原保健センター 球磨郡あさぎり町岡原北９０４ あさぎり町

48 錦町保健センター 球磨郡錦町一武１５０２ 0966-38-2048 錦町

49 山江村福祉保健センター健康の駅 球磨郡他山江村字山田甲1373－1
役場

0966-24-1700
山江村

50 天草中央保健福祉センター 天草市亀場町亀川１８８６－２
0969-24-0620
0969-24-3737

天草市

51 天草東保健福祉センター 天草市栖本町馬場３６８２－１ 0969-66-3355 天草市

52 天草西保健福祉センター 天草市河浦町白木河内２２３－１１ 0969-75-3301 天草市

53 上天草市保健センター 上天草市松島町合津７９１５‐１ 0969-28-3356 上天草市

54 苓北町保健センター 天草郡苓北町志岐６６０ 0969-35-1111 苓北町

（３）薬務衛生課

①医薬情報センター

№ 名称 住所 電話番号

1 （公社）熊本県薬剤師会  医薬情報センター 熊本市中央区萩原町１０－６ 096-274-5333

役場
0966-45-7216
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