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はじめに

　このガイドは、路上生活を送っている方、また生活にお困

りのすべての方々が活用できるサービスをお知らせするも

のです。

　あなたが今必要としているサービスを探す手がかりとして

お役立てください。

＊団体名の前についている【ひらがな】は、４８ページから　

　の「相談窓口・支援団体一覧」の記号ですので、住所など

　はこちらで見てください。

（例）【あ】一般社団法人熊本県子ども食堂ネットワーク

　　　⇒相談窓口・支援団体一覧の【あ】のところを見る。

＊このガイドは、２０２１年７月現在、主に熊本市内で実施さ

　れている支援の内容や情報を載せています。
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             　　　　　　　　　　　　 いま　ひつ  よう                                                                      さが　　　　 て
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７．暮らしに関する相談をしたいとき

　　◆犯罪事件について相談したい

　　◆犯罪で逮捕された後の生活の相談がしたい

　　◆依存症の相談をしたいとき

　　◆つらい気持ちを聞いてほしい

　　◆災害に遭ったので相談したい

８．障害に関する悩み

　　◆障害全般に関する相談

　　◆精神障害や発達障害に関する相談

　　◆身体障害などに関する相談

９．家庭に関する相談をしたいとき

　　◆DVや女性のための相談窓口

　　◆子どもの相談窓口

　　◆認知症についての相談がしたい

１０．熊本に住む外国人のための相談

　　　 Consultation for foreigners living in Kumamoto

付録A．相談窓口・支援団体一覧

付録B．くまもとべんり地図

も く じ

１．食べ物に困ったとき

　　◆子ども食堂

　　◆食べ物の配布

２．今日寝る場所がないとき

３．体調が悪いとき

　　◆救急車を呼ぶとき

　　◆病院代が払えないとき

　　◆健康相談をしたいとき

４．仕事で困ったとき

　　◆ビッグイシュー日本版を売る

　　◆ホームレス巡回相談員に相談する

　　◆働いていて困ったとき

５．生活費が足りなくて困ったとき

　　◆お金を借りたい

　　◆借金の整理をしたい Q＆A

６．生活保護について

　　◆生活保護の申請

　　◆よくある質問

　　◆生活保護の申請・相談窓口

　　◆生活保護のポイント
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１．食べ物に困ったとき

◆ 子ども食堂（地域食堂）

　　子ども（地域）食堂は、子どもが１人でも安心して入れると同時に、　　

食堂によっては大人も入っていい、無料または安い料金で栄養バラン　

スの取れた食事を用意している食堂です。

【あ】 一般社団法人熊本県こども食堂ネットワーク

（内容）　熊本県内には８０か所以上の子ども食堂（大人も利用できる地　

　域食堂も含め）があり、現在、その３８か所がネットワークの会員食堂で

　す。

　　一般社団法人熊本県こども食堂ネットワークでは、お住まいの地域　

　に近い食堂の紹介を行います。

　※なお、食堂によって利用日や利用料金の有無などが違います。

　こちらのホームページ内の「所属こども食堂」に子ども食堂の一覧が　　

　ありますので、インターネットが利用できる方はこちらもご活用ください。

　https://kumamoto-ks-net.storeinfo.jp/

　（または、「一般社団法人熊本県こども食堂

　　ネットワーク」で検索してください。）

（電話）０７０－１９４８－５２１２

（メール）kumamoto.ks.net@gmail.com

◆ 食べ物の配布

【い】 NPO法人くまもと支援の会

（内容）　おにぎり配りをします。おにぎりのほかに、一緒に飲み物やお菓

　子などもお配りすることもあります。

（いつ）毎月最後の土曜日　１６時ごろ

（場所）サクラマチクマモト前　花畑公園

　インターネットが利用できる方は、Facebookで「NPO法人くまもと支援の

　会」を検索してください。

【う】 熊本市生活と健康を守る会

（内容）おにぎり・豚汁など、温かい食事を配ります。

（いつ）（場所）年２回、開く前にお知らせします。
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　た　　　 もの　　 こま

　 しょくどう　　　　　　　　　　　　 　お  と  な      はい　　　　　　　　　　　　　 む りょう　　　　　　　　　やす　　　りょうきん　　　えいよう
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　　６ 　　 ７　

２．今日寝る場所がないとき
　困りごとがあって今日寝泊まりする場所がなくて困っている方に相談で

きる団体があります。

【え】 一般社団法人minori

（内容）　「いま、泊まるところがない方」 「家を失いそうな方」

　　　　　 「いろんな事情で家にいられない方」などの相談に乗ります。

（いつ）毎日１０時～１８時　※時間外に電話やメールがあった場合は遅　

　　　　 れての対応となります。

（電話）０９０－５９４５－１９２６

（メール）minori@minori.main.jp

【お】 熊本ほほえみの会

（内容）　生活の様々な悩みに寄り添い、自立を目指し自分らしく生きるた

　めに一緒に悩みを解決する方法を探していきます。

　　シェルターや保証人なしで借りられる住居などもありますので、住まい

　に困られたり、なにかしら困ったことがあれば、まず、一度ご相談くださ

　い。

（いつ）毎日

（電話） ①熊本ほほえみの会での受付

　　　　　　 ９時～１７時…０５０－８８８１－５０００

　　　　　②非常時電話での受付

　　　　　　 毎日　８時～２０時…０８０－７９８３－３３８６

　　　　　　 毎日　２０時～８時…０８０－４６９５－１４５６

【か】 NPO法人でんでん虫の会

（電話）０９６－２９７－８１１６

【い】 NPO法人くまもと支援の会

（問い合わせ先）　FacebookのNPO法人くまもと支援の会

　のページから、メッセージを送って連絡先を書いてお問

　い合わせください。

３．体調が悪いとき

◆ 救急車を呼ぶとき

　①電話で１１９にかける

　　（公衆電話からも無料でかけられます）

　②（火事ですか？救急ですか？と聞かれるので）

　　「救急です。具合が悪いです。」と伝える。

　③詳しい体の具合について聞かれるので、わかる範囲で答える。

　　（頭が痛いです・お腹が痛いです・吐き気がします・足が動きません…

　　などゆっくり伝えましょう）

　④自分がいる場所を伝える（建物の名前や道の名前、近くにある建物

　　や電柱などに書いてある住所、近くにある目印となるものなどを伝え

　　る）

　★自分でできないときは、近くにいる人に頼みましょう★

　     いっ ぱん  しゃ だん   ほう じん    み　の　り

  き ょ う  ね　　　　ば しょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ じょう　　　 いえ                                     かた　　　　　　　　　　そうだん　　　　の

　　　　　　 いえ     うしな　　　　　　　　　　 かた　ない よう　　　　　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かた

 まい にち           じ　                  じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　かん がい　　　でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ば あい　　　 おく　　

 でん　わ

 こうしゅう でん  わ　　　　　　　　　む りょう

たいちょう　　わる
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　　               　　　　　　　　　　つた

　　　　じ　ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちか　　　　　　　　　　ひと　　　 たの

 きゅうきゅう　　　　　　　 ぐ　あい       わる　　　　　　　　　　　　　　 つた

  　あたま　　 いた                            なか　　 　いた                       は　　　　け　　　　　　　　　　　　　 あし       うご

　　　じ　ぶん　　　　　　　　　　ば　しょ　　　つた　　　　　　　たてもの　　　　な　まえ　　　みち　　　　な　まえ　　 ちか　　　　　　　　　　たて もの

きゅうきゅうしゃ　　　よ

  くわ　　　　　からだ　　　 ぐ　あい                          き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はん い　　　こた

 たいおう

        でん　わ

       でん　わ

       まいにち　　　　　じ　　　　　　　　　じ

      くま　もと　　　　　　　　　　　　　　　　　 　かい

 ないよう　　　　せい かつ　　　さま ざま       なや　　　　　　 よ　　　　そ　　　　　　 じ　りつ　　　　め 　ざ         じ　ぶん　　　　　　　 い　　

     いっ  しょ       なや　　　　　 かいけつ             ほうほう　　　 さが

      　　　　ほ　しょうにん　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　じゅうきょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す

      こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いち ど　　　　 そうだん

      まい にち

       じ　　　　　　　　　じ

       ひ　じょう じ　でん　わ　　　　　　 うけ つけ

   でん　わ　　　　　　くま　もと　　　　　　　　　　　　　　　 かい　　　　　　うけつけ

       まいにち　　　　 　　　じ　　　　　　　じ

       ほう　じん　　　　　　　　　　　　　　むし　　　　かい

       ほう　じん　　　　　　　　　　　　し　　えん　　　　かい

       と　　　　 あ　　　　　　　さき　　　　　ふぇいすぶっく　　　　　　　　　　　ほうじん　　　　　　　　　　　し　えん　　　かい

       　　　　　　　　　　　おく　　　　　　れんらく さき　　　　か　　　　　　　　　　と　

       　　　　　　　　　　　あ

   こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き ょ う    ね　　と　　　　　　　　　　　　ば しょ　　　　　　　　　　　 こま　　　　　　　　　　　かた　　　そうだん

  だんたい



　　８ 　　 ９　

無料低額診療事業の制度が利用できる病院

   医療機関の名称           　住　　　　　所　　　　　　 電 話 番 号

 済生会みすみ病院    宇城市三角町波多775-1　 0964-53-1611

 菊陽病院　　　　　　    菊池郡菊陽町原水5587　  096-232-3171

 ふれあいクリニック    天草市丸尾町16-34　　　　 0969-24‐1400
 天草

 八代中央クリニック    八代市永碇町1361　　　　  0965-32-8008

 さかき診療所　　　　　 玉名郡南関町上長田638-1  0968-53-1125

 水俣協立病院　　　    水俣市桜井町2-2-12　　   0966-63-1704

 協立クリニック　　 　   水俣市桜井町2-2-28　　   0966-63-6835

 神経内科リハビリ

 宇城八代歯科医院　　八代郡氷川町宮原667-1   0965-62-3388

 済生会熊本病院　　   南区近見5-3-1　　　　　　   096-351-8000

 聖心病院　　   　　　　 西区上熊本2-11-24　　　　 096-352-7181

 イエズスの

 くわみず病院　　　　　 中央区神水1-14-41　　　　 096-381-2248

 平和クリニック　　　 　 中央区本荘2-15-18　　　　 096-371-4751

 くすのきクリニック　　　北区龍田5-1-41　　　　　　 096-339-0187

◆ 病院代が払えないとき

　①住まいがない方は「行旅病人」として、役所負担で病院にかかること

　　ができます。

　②収入に応じて、無料または安いお金（無料低額診療事業）で、決めら

　　れた病院にかかることができます。

　→決められた病院は、前のページ（８ページ）をみてください。

　ただし、受診できる内容、無料や低額で受診できるかどうかの基準は　

　各医療機関で異なりますので注意が必要です。

◆ 健康相談をしたいとき

【う】 熊本市生活と健康を守る会

（内容）　担当者と健康相談をすることができます。場合によっては、受診

　までのお手伝いや付き添いなどもしてくれます。

（電話）０９６－３８４－９６４８

　むりょう　ていがく しんりょう  じ ぎょう       せい ど           り　よう                　びょういん

　 い  りょう　き　かん　　　めいしょう　　　　　　　　　　　 じゅう　　　　　　　　　　しょ　　　　　　　　　　　　　でん　　わ　　ばん　ごう

　さい せい かい　　　　　　　　　びょういん　　　　う　 き　  し     み すみ まち　は　た

　きく よう　びょういん　　　　　　　　　　　　　　　 きく　ち　ぐん  きく  よう まち はら みず

　                                                           あま  くさ  し   まる　お ちょう

　あま  くさ

　        やつしろ ちゅうおう                                  やつ しろ  し　ながいかりまち 

　        　　　　　　しんりょうじょ　　　　　　　　　　　 たま な ぐん なんかんまち かみ ながた

みなまた きょうりつ びょういん                   みな また  し  さくら い ちょう

                                                             みな また  し  さくら い ちょう

 し ん　け い　  な い　  か

きょう　り　つ

　  　う　き　 やつ しろ  し　　か　 い　いん         やつ しろ ぐん  ひ かわちょうみやはら

　  さいせい かい くま もと びょういん　　　　　　みなみ く　ちか み

　   み こころ　びょういん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にし　く　かみ くま もと

　  　                  びょういん　　　　　　　　　　ちゅう おう  く   くわ みず

へい　わ           　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう おう  く   ほんじょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きた　く　た つ だ

けん こう そうだん

くま　 もと 　 し　 せいかつ　　　　けん こう　    　 まも        かい

 でん　わ

 たん とう しゃ　　　けん こう そう だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ば あ い                                   じゅ しん

        　  て　つだ　　　　　　　つ　　　　そ

 ない よう

 びょういんだい　　  はら

  す　　　　　　　　　　　　　　　 かた          こう　りょ びょうにん　　　　　　　　　　 やく  しょ  ふ  たん      びょういん

しゅうにゅう　　おう　　　　　　　　むりょう　　　　　　　　　やす　　　　　  かね    むりょう ていがく　しんりょう  じ ぎょう　　　　　　　き

  　 　　　 びょういん

  　　き　　　　　　　　　　　  びょういん          まえ

  　 　　　  じゅ しん　　　　　　　　ない よう　　　 む りょう　　　てい がく       じゅ しん                                                 き じゅん

  　 　かく　  い りょう　き かん      こと　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう い       ひつ よう



　　１０ 　 １１　

ビ  

ッ  

グ  

イ  

シ  

ュ  

ー  

の  

し  

く  

み

４．仕事で困ったとき

◆ ビッグイシュー日本版を売る

【き】 ビッグイシューくまもとチーム

 （内容）　ホームレス状態の人や生活に困窮し

　た人が、今すぐ出来る仕事として、雑誌「ビッ

　グイシュー日本版」を売るという方法があります。

　　「ビッグイシュー」とは、街角で売っている気軽によめる情報誌のこと

　です。テニスの大坂なおみ選手や、ロック歌手でノーベル文学賞受賞　

　者のボブ・ディランさんなども載っています。毎月２回、１日と１５日に発

　売しています。１冊当たり４５０円で売って、２３０円が売った人の収入　

　になるという仕事です。

　　　　① 街角（上通り「びぷれす熊日会館」前など）にいる販売者やスタ

　　　　　　ッフに「雑誌を売りたい」と伝えます。

　　　　② スタッフとの面談を行います。（販売者登録）

　　　　③ 販売者登録の後、売るための雑誌１０冊を

             無料でお渡しします。

　　　　④ 身分証明書をつけて上通り「びぷれす熊日

             会館」前など、決まった場所で売ります。

　　　　⑤ １冊４５０円で、全部売れたら４,５００円が手元に入ります。

　　　　⑥ ２回目の仕事から必要な数だけ１冊２２０円で仕入れます。

　　　　⑦ 仕入れをくりかえしてお金を貯めていきます。

　　　　⑧ 貯まったお金で、家や仕事探しをします。

●販売者の方へインタビュー

　仕事のやりがいを感じるのはどんな所ですか？

　　お客様から、「ビッグイシューを読んで勉強になっています。」「いつも

　頑張っているのを見て、元気を貰っています。」などの声を頂き、自分　

　自身も常連のお客様とお会いすると、元気が出ます。この、おしゃれで

　素晴らしい雑誌を読んで貰うためには、頑張らないと、と思ってやって

　います。販売七年目になりますが、今が一番人通りが少ないです。販

　売している事で、アピールが出来ていると思いますので、「継続は力な

　り」をモットーに販売しています。

　ビッグイシューの販売を考えている方へのアドバイスをお願いします。

　　「一時間で、お客様が一人で良し！」を最低ラインで、自分で上手くテ

　ンションを保ち、販売することです。また、販売することによって、この　

　本を読んで貰えるということを、強く頭に置いて、忍耐強く、一生懸命頑

　張るだけです！必ず、思いは伝わります！

●スタッフより

　　路上生活の方だけでなく、「ネットカフェ難民」状態である場合や、友

　人知人宅を転々としているなど「定まった住居を持たない状態」の方で

　もビッグイシューの販売が出来ます。仕事でわからない事なども、スタ

　ッフ（サポーター）がお手伝いします。ビッグイシューで働きたい人をお

　待ちしています！

（問い合わせ先）ビッグイシューくまもとチーム

（メール）bigissue.kuma@gmail.com

　販売するときに身につける身分証明書です。→

　　　　　　　　　　　　　　じょうたい　　　ひと 　　 せいかつ　　   こんきゅう　　

　　　　　　　　　　　　　　　　にほんばん   　　　う

　しごと　　　 こま

    　　ひと　　　　　 いま　           で　　き　　　　 し　ごと                   　 ざっ　し

                               に　ほんばん　　　　　う  　　　                 ほうほう

　                                         おおさか　　　　　　　　　せんしゅ　　　　　　　　　　　　　 か  しゅ　　　　　　　　　　　　　　ぶんがく しょう じゅしょう

　     さつ  あ　　　　　　　　　　　　えん　　　 う                                えん　　　　う　　　　　　 ひと      しゅうにゅう

　　　　　　　　　　　　　　　し　ごと

  　　　　　　　　 ざ っ し          う                            つた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めん だん    おこな　　　　　　　　　　　 はんばい しゃ とう  ろく

 はんばい しゃ  とう ろく        あと　　　 う                            ざ っ し　　　　　さつ

  み ぶん しょうめいしょ        　               かみとお　　　　　　　　　　　　　　　　くま にち 

　はんばい しゃ　　　かた

　　　　　　　　　　　はんばい しち ねん め                                          いま　　　いち ばん ひと どお           すく　　　　　　　　　　　　　　はん

　 し  ご と　　　　　　　　　　　　　　　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ところ

　　じ　しん　　 じょうれん　　　　　 きゃくさま　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　げん き　　　　　で

　ばい　　　　　　　　　　 こと                                            で　  き　　　　　　　　　　　 おも                                       けい ぞく　　　ちから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はん ばい

　　ば　　　　　　　　　　　　　　　　　かなら　　　　 おも              つた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 て　つだ                                                                        はたら　　　　　　　 ひと

 　ろ じょう せい かつ       かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なん みん   じょうたい　　　　　　　　　ば あい             ゆう      

　じん　ち  じん たく　　　てん てん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さだ　　　　　　　　じゅうきょ　　 　も                    じょうたい　　　　 かた               

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はん ばい        で　き　　　　　　　　　　し　ごと　　　　　　　　　　　　　　　　　こと

 ほん       よ　　　　　　　もら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つよ　　あたま　　　お　　　　　　　　にん たい づよ       いっしょう けんめい がん

　たも　　　　 はん ばい                                                       はん ばい

　ない よう                          

しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　まいつき　　　かい　　　　にち　　　　　　　にち　　　はつ

 ばい

  まちかど　　かみとお　　　　　　　　　　　　　　　　くま にち かい かん   まえ　　　　　　　　　　　　　　　はん ばい しゃ

         かいかん　 まえ                  き                      ば　しょ　　　 う

                    　    さつ　　　　　　 えん　　　　　ぜ ん ぶ　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん         て　もと       はい

                   　　　かい　め　　　　  し　ごと            ひつ よう       かず　　　　　　　　さつ　　　　 　　えん        し　 い

                   　　　　し 　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かね　　　 た

                   　　　　た　　　　　　　　　　　 かね　　　    いえ         し　ごと さが

 

   む りょう　　　　　 わた

  きゃくさま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よ              べんきょう

  がん  ば　　　　　　　　　　　　　　　　　 み             げん き        もら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こえ　　 いただ         　じ ぶん

　　す　ば　　　　　　　　　ざ  っ し        よ　　　　　　　もら　　　　　　　　　　　　　　　　 がん ば                                  おも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はん ばい    かんが　　　　　　　　　　かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ねが

　　いち　じ　かん　　　　　　　 きゃく さま　　　 ひ と り          よ　　　　　　　　　　 さい てい                            じ　ぶん　　　  う    ま

　　　　 ま

　　　　 と　　　  　あ                 さき

　　　　はん ばい                              み　　　　　　　　　　　　 み ぶん しょうめい しょ

  まちかど　　   う　　　　　　　　　　　　　き　がる　　　　　　　　　　　じょうほう　し



　　１２ 　 １３　

◆ ホームレス巡回相談員に相談する

◆ 熊本市生活自立支援センター

（内容）　センターでは生活に困窮している方の相談を受け付け、必要な

　情報提供や支援機関へのつなぎ支援を行う他、中長期的な支援を要　

　する方にはその方の状況に応じた支援プランを作成し、支援を実施し　

　ます。

　　生活、仕事、住まいなどの様々な悩みについて、どこに相談したらよ　

　いか迷ったときに、最初に相談していただく窓口です。

　　生活面の不安や悩みについて相談員が一緒に考え、様々な機関と連

　携を図り、解決に向けた支援を行います。

【く】 熊本市中央生活自立支援センター

（いつ）８時３０分～１７時１５分（土日、祝日、年末年始の休日は除きます。）

（電話）０９６－３２８－２７９５

【け】 熊本市東生活自立支援センター

（いつ）８時３０分～１７時１５分（土日、祝日、年末年始の休日は除きます。）

（電話）０９６－３６７－９２３３

【こ】 熊本市南生活自立支援センター

（いつ）８時３０分～１７時１５分（土日、祝日、年末年始の休日は除きます。）

（電話）０９６－３５８－５５７１

※センターがない西区・北区については原則予約制にて２週間に１回程

度、出張相談を行っています。

◆ 働いていて困ったとき

【さ】 熊本県労働組合総連合（熊本県労連）

（内容）　働く人の労働相談ホットライン

　あきらめない！

　相談するという選択…

　たとえば、働き方で悩んでいて、疲れていてどうしようもないとき

　たとえば、会社で不利益なことを受けたとき

　たとえば、自分の「いま」に疑問を感じたとき

　たとえば、仕事の夢をあきらめたくないと思ったとき

　相談してください、わたしたちに

　あなたはひとりじゃない。仲間がいます。

　相談無料・秘密は守ります。

（いつ）月曜日～金曜日　１０時～１７時（祝日はお休み）

（電話）フリーダイヤル・無料　０１２０－３７８－０６０

【し】 連合熊本ユニオン　ライフサポートセンター熊本

（内容）　労働問題一般、お金の問題、仕事の問題、生活の問題、住まい

　の問題、福祉の問題など、様々なお悩みに対応しています。相談は、　

　電話か面談で受け付けています。

（いつ）月曜日～金曜日　９時３０分～１７時（祝日はお休み）

　★ただし、これ以外の時間帯でも、要望に応じて柔軟に対応しています

（電話）フリーダイヤル・無料　０１２０－１５４－０５２

　　　　 ０９６－３７５－３００５

　     く ま  も と   し   せい かつ　 じ   り つ   し　　えん

じゅんかいそうだんいん　　　 そうだん　　

　　　　かた　　　　　　　　　　　　かた　　　じょうきょう　　おう　　　　　　　し　えん　　　　　　　　　　 さく せい            し　えん　　　 じ っ し

　じょうほうていきょう　　　 し　えん　き　かん                                 し　えん　　 おこな　 ほか    ちゅうちょうき　てき　　　　し　えん　 　よう

　ない よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せいかつ　　　こんきゅう　　　　　　　　　　かた　　　 そう だん       う           つ　　　　　　ひつよう

　　 せいかつ　　　し　ごと　　　す　　　　　　　　　　　　　　　さま ざま       なや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうだん

 でん　わ

 せいかつめん         ふ　あん　　　なや　　　　　　　　　　　　　　 そう だん いん      いっ しょ      かんが　　　　さま ざま         き　かん　　れん

 けい     はか　　　　 かい けつ       む　　　　　　　 し　えん     おこな

                 くま もと　　し　ちゅうおう せいかつ    じ　りつ    し　えん

             じ　　　　　ふん　　　　　　　　じ　　　　　ふん　　ど　にち　　しゅくじつ　 ねんまつねん し       きゅうじつ　　のぞ

     まよ                                 さい しょ        そうだん　　　　　　　　　　　　　　　　まどぐち

 ない よう       はたら　ひと　　　　ろうどう　そうだん

はたら　　　　　　　　　　 こま

そうだん　　　　　　　　　　　　　　せんたく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか　ま

　　               　　　　　　　し　ごと　　　ゆめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも

　そうだん　むりょう　　　ひ みつ       まも

 　　　　　　　　　はたら　　かた　　 なや                             つか　

  　                       じ　ぶん　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　もん　　　かん

そう だん

 くま  もと　けん　ろう　どう　くみ　あい　そう　れん　ごう　　 くま　もと   けん ろう   れん

  　　　　　　　げつよう　び　　　　  きんよう　び                 じ　　　　　　　　　じ　　しゅくじつ　　　　　　 やす

　　　　　　　　　　かいしゃ　　　　ふ　り 　えき　　　　　　　　　　　う

でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

  　 　 れん ごう   くま　 もと                                                                                                            くま　もと

 　もんだい　　 ふく　し         もんだい　　　　　　　　さまざま　　　　　　 なや　　　　　　たいおう                                   そうだん

でん　わ　　　　めんだん　　　う　　　　　つ

  　 　　　　　い　がい         じ　かん たい                 ようぼう　　　おう　　　　　　じゅうなん　　　たいおう

             じ　　　　　ふん　　　　　　　　じ　　　　　ふん　　ど　にち　　しゅくじつ　 ねんまつねん し       きゅうじつ　　のぞ

             じ　　　　　ふん　　　　　　　　じ　　　　　ふん　　ど　にち　　しゅくじつ　 ねんまつねん し       きゅうじつ　　のぞ

 でん　わ

 でん　わ

                 くま もと　  し ひがし せいかつ    じ　りつ    し　えん

                 くま もと　  し みなみ せいかつ    じ　りつ    し　えん

                                         にし　く　　　きた　く                                  げんそく　　よ やく  せい　　　　　　　しゅうかん　　　　　かいてい

               　ど　　しゅっちょう そうだん　　おこな

 ない よう      　ろうどう　もんだい　いっぱん　　　　　かね　　　もんだい　　　し　ごと　　　　もんだい　　 せいかつ　　　もんだい　　　す

  　　　　　　　げつよう　び　　　　  きんよう　び            じ　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　しゅくじつ　　　　　　 やす

でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　りょう



　　１４ 　 １５　

５．生活費が足りなくて困ったとき

◆ お金を借りたい

　　給料などでは生活に必要なお金が足りなくなる場合は、次の場所　　

　で、　低い利息や無利息のお金を貸していますので、まずはご相談くだ

　さい。

　　なお、借金の返済のために借金をするような場合には、お金を借りる

　のではなく、借金の整理をした方が良い状態です。「借金の整理をした

　い　Q＆A」のページもお読みください。

【す】 熊本市社会福祉協議会

（内容）　生活福祉資金の貸し付けをしています。お住まいの行政区の　

　事務所へお問い合わせください。

・中央区事務所　０９６－２８８－５０８１

・東区事務所　　 ０９６－２８２－８３７９

・西区事務所　　 ０９６－２８８－５８１７

・南区事務所　　 ０９６４－２８－７０３０

・北区事務所　　 ０９６－２７２－１１４１

【せ】 グリーンコープ生活協同組合くまもと　生活再生相談室

（内容）　家計診断・生活指導、借金整理の助言、生活再生中に発生し　

　た一時的な生活資金の貸し付けを行っています。

（いつ）平日／第３土曜日の９時３０分～１８時

（電話）０９６－２４３－２１００

◆ 借金の整理をしたい　Q＆A

Q１　借金の返済に困っています。整理する手続きにはどのようなものが

　　ありますか？

A１　次のような手続きがあります。

・任意整理…話し合いで借金を減らしてもらう手続き。

・個人再生…裁判所を通じて、借金を少なくした金額を原則３年で分割　

　払いする計画を立て、完済できれば残りの借金が免除される手続き。

・自己破産…裁判所を通じて、財産を処分して借金を返済し、のこった　

　借金が免除される手続き。

・過払金返還…高い金利で長年返済している場合に、正しい利息で計　

　算し直し、払い過ぎになった分を取り戻す手続き。

・時効援用…５年や１０年の長い間返済も借入もしていない場合に、時　

　効を援用して、返済をしなくてよくなる手続き。

Q２　どの手続きを取るのか、どうやって決まるのですか？

A２　借金の金額、家計や財産の状況、手続きのメリット・デメリットなど　

　　いろんな状況を考えて手続きを選ぶことになります。

Q３　借金のことはどこに相談すればよいのですか？

A３　相談先として、次のようなところがあります。

【そ】 熊本県消費生活センター

　（いつ）平日９時～１７時

　（電話）０９６－３８３－０９９９

 　　　　　ひく　　　　り　そく　　　　 む    り  そく　　　　　　 かね        か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そうだん

せいかつ ひ　       た　　　　　　　　　こま

    　　　　　　　　　　　　　しゃっきん　　　せい　り　　　　　　　　 ほう         よ　　　　じょうたい　　　　　　　　　しゃっきん　　　せい　り

しゃっきん　　　せい　り

 ない よう        せいかつ　ふく　し　 し　きん         か　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　　　　　　　　ぎょうせい　く

  　 　　　　　　　ひがし く     じ　む　しょ

    　　　　　　しゃっきん　　　 へんさい                          しゃっきん　　　　　　　　　　　　　　　　ば　あい　　　　　　　　　　　かね　　　か

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ

 　くま　もと　し　 　しゃ かい   ふく   し   きょう   ぎ  かい

 　　　　　　　　　　　　　　　　 せいかつ  きょう どう  くみ  あい                              せい かつ  さい せい   そう  だん  しつ

 きゅうりょう　　　　　　　　　 　せいかつ　　 　ひつよう　　　　　　かね　　　　た　　　　　　　　　　　　　ば　あい　　　　　つぎ　　　　ば　しょ

 　じ　　む　しょ　　　　　　　と　　　 　あ

 にし　く　　 じ　む 　しょ

            ちゅうおう  く      じ　む　しょ

　　　しゃっきん　　　 へんさい       こま　　　　　　　　　　　　　　　　せい　り　　　　　　　て　つづ

　かばらいきん へんかん       たか　　　きん　り　　　　ながねん へんさい                        ば　あい　　　　　ただ　　　　　　り　そく　　　　けい

 つぎ                         て　つづ

　にん い　せい　り　　　　はな　　　あ　　　　　　 しゃっきん　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　て　つづ

　こ　じん　さいせい　　　さい ばん しょ       つう　　　　　　　しゃっきん　　　すく　　　　　　　　　　きんがく　　　げん そく　　　ねん　　 ぶんかつ

かね　　　 か

みなみく　  じ　む　しょ

 きた　く　　 じ　む 　しょ

 ない よう        か　けい　しんだん　　せいかつ　し　どう　　しゃっきん せい り　　　　じょげん　　　せいかつさいせいちゅう　　　はっせい

 　　　　　　いち　じ　てき　　　せいかつ　し　きん　　　　か　　　　つ　　　　　　おこな

  　 　　　　　　　へいじつ　　　だい　　　 ど　よう　び               じ　　　　　ふん　　　　　　　　じ

  　 　　　　　　　でん　わ

 ばら                   けいかく　　　　た　　　　　　かんさい　　　　　　　　　　　 のこ            しゃっきん　　　めんじょ　　　　　　　　　て　つづ

  じ   こ    は　さん　　　 さい ばん しょ       つう　　　　　　　 ざいさん       しょぶん　　　　　 しゃっきん      へんさい

 しゃっきん　　　めんじょ　　　　　　　　　て　つづ

　さん　　　なお　　　　 はら         す　　　　　　　　　　　　　　ぶん　　　と　　　　もど　　　　て　つづ

　　じ　こう　えんよう　　　　　　ねん　　　　　　　ねん　　　なが　　あいだへんさい　　　かりいれ　　　　　　　　　　　　　　　　　ば　あい　　　　　じ

　こう　　　 えん よう                へんさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　つづ

　　　　　　　　 て　つづ　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　　　　　　しゃっきん　　　きんがく　　　か　けい　　　 ざいさん　　　 じょうきょう     て　つづ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょうきょう　 かんが 　　　 　て　つづ            えら

　　　　　　　　しゃっきん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  そうだん

　　　　　　　　そうだん さき　　　　　　　　　　つぎ

　　　　　　 く ま も と けん  しょう ひ　せい かつ

　　　　　　　　　　　　　　　へいじつ　　　じ　　　　　　　　　じ

　　　　　　　　　　　　　　　でん　わ



　　１６ 　 １７　

【た】 熊本県青年司法書士会　無料月木夜間法律相談会

（いつ）月曜日・木曜日　１８時～２０時

（電話）０９６－３６４－０８００

【ち】 熊本県弁護士会　法律相談センター

（いつ）※予約制　月曜日～土曜日　１０時～１２時・１３時～１６時

（電話）０９６－３２５ー０００９

【つ】 熊本県司法書士会　総合相談センター

（いつ）※予約制　平日９時～１７時

（電話）０９６－３６４－２８９０

Q４　手続きは誰かに頼めますか？費用はどうなるのでしょうか？

A４　弁護士や司法書士に依頼することができます。費用については、民

　事法律扶助という制度を利用すれば、無料相談を受けたり、費用の立

　替をしてもらえることもあります。（詳しくは、依頼先の弁護士・司法書　

　士や法テラスまでお尋ねください。）

 　 くま もと　けん  べん  ご    し　 かい　　 ほう りつ  そう だん

     くま  もと  けん　し　 ほう　しょ　 し　 かい　　 そう  ごう  そう だん

                         よ　やく せい　　へいじつ　　　じ　　　　　　　　　 じ

くま  もと  けん せい ねん　し　ほう　 しょ　 し　かい　　　む りょう   げつ もく　 や　かん ほう りつ　そう だん かい

 でん　わ

べん 　ご　し           し　ほう　しょ　し　　　　　い　らい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　よう　　　　　　　　　　　　　　　　 みん

    　　　　　　　　  よ  やく せい     げつよう　び　　　　　ど　よう　び　　　　　　　　じ　　　　　　　　　じ　　　　　　　じ　　　　　　　　　じ

 　でん　わ

 　　　　　　　　げつよう　び　　  もく  よう  び　　　　　　　　じ　　　　　　　　　じ  

   じ   ほう りつ　ふ じょ　　　　　　　　せい　ど　　　　り　よう　　　　　　　　　　　　む りょう そう だん       う　　　　　　　　　　　　ひ　よう　　　　たて

でん わ

             て　つづ　　　　　　だれ　　　　　　たの　　　　　　　　　　　　　　　ひ　よう

かえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くわ　　　　　　　　　 　い  らい さき        べん　ご　し　　　　し　ほう しょ

  し　　　　ほう　　　　　　　　　　　　　　　　 たず

６．生活保護について

　「仕事が見つからない。」

　「お金が底をついた。」

　「住むところがない。」

　「家族や親類に頼れない。」

　　など、自力での生活ができなくなったとき、誰もが利用できる、最低限

　の「人間らしい、当たり前の生活」を送るための制度が生活保護です。

　　生活保護は、住所がなくても、公園のベンチからでも、橋の下からで　

　も、必要な人は誰でも申請することができる制度です。

　 す

　 し　ごと　　  　 み

 せいかつ ほ  ご

　 か　ぞく　　　　 しん るい       たよ

　　　　　　　じ　りき　　　　　　せい かつ                                                           だれ　　　　　　 り　よう                        さいてい げん

          ひつよう　　 　ひと       だれ　　　　　 しん　せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せい　ど

　        にん げん　　　　　　　　　　あ　　　　　　まえ　　　せい かつ　　　　おく　　　　　　　　　　　　せい　ど　　　　せいかつ　ほ　ご

　　　 せいかつ　ほ　ご　　　　　　じゅう しょ                                 こう えん                                                     はし　　　 した

　　　  かね　 　　そこ



　　１８ 　 １９　

 

◆ 生活保護の申請

　　生活保護の申請は、国民の権利です。生活保護を希望する方は、た

　めらわずに申請してください。

　　　　　　　①生活保護の申請は、役所にある生活保護課（福祉事務

　　　　　　　　所）の窓口で行います。申請書は、生活保護課に置いてあ

　　　　　　　　ります。

　　　　　　　②申請から数日後、担当の生活保護課の職員が、お住まい

　　　　　　　　の場所を訪問して、財産の有無などについて聴き取り調査

　　　　　　　　をします。

　　　　　　　③生活保護課が、本人の親族に対して、援助ができないか　

　　　　　　　　どうか問い合わせをします。なお、その問い合わせを拒否　

　　　　　　　　したい人は、生活保護の申請時に「拒否したい」と伝え、親

　　　　　　　　族の援助が期待できないことや問い合わせをすることが適

　　　　　　　　切ではないことを説明すれば、問い合わせをしない取扱い

　　　　　　　　となっています。

　　　　　　　④申請から１４日（最長３０日）以内に、生活保護の申請につ

　　　　　　　　いて、開始の決定や却下の決定がなされます。

　　　　　　　⑤開始の決定の場合、保護費が支給されます。

　　　　　　　※却下されるなど、決定に納得できない場合には、不服申立

　　　　　　　　てができます。

せいかつ　 ほ　ご　　　　しん せい

せいかつ　ほ　ご　　　　しん せい　　　　　こく みん　　　　けん　り　　　　　　　　せいかつ　ほ　ご　　　　　き　ぼう　　　　　 かた

　せいかつ　ほ　ご　　　　 しんせい　　　　　 やく しょ                    せいかつ　ほ　ご 　か       ふく　し　  じ　 む

　　　　　　　　　　　しん せい

　ば　しょ　　　ほう もん　　　　　　　ざい さん　　　　う　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　 と　　 　ちょう さ

 しょ　　　　 　まど ぐち　　 おこな　　　　　　　　　　しん せい しょ            せいかつ　ほ　ご　　か　　　　お

　しん せい　　　　　 すう じつ　ご       たん とう　　　 せい かつ　ほ　ご 　か　　　　しょくいん　　　　　　　　　す

 せいかつ　ほ　ご　　か             ほんにん　　　  しんぞく       たい　　　　　　 　えんじょ

　                   と　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　あ　　　　　　　　　　きょ　ひ

　　　　きゃっか　　　　　　　　　　　　　　　　けってい　　　 なっ とく　　                　　　ば あい　　　　　　　　　ふ ふく　もうし た

　ぞく　　　　えん じょ　　　　き　たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と　　　 　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てき

　　　　　　　　　かい　し　　　  けっ てい      きゃっか　　　　けってい

 せつ                                         せつめい　　　　　　　　　　　　と　　　　 あ                                      とりあつか

 しん せい　　　　　　　　　　か　　 さいちょう         にち　　い　ない　　　　 　せいかつ　ほ　ご          しんせい

　　　　　　　 ひと            せいかつ　ほ　ご　　　　しん せい　じ　　　　　　きょ　ひ　　　　　　　　　　　　 つた　　　　　しん

　　 　かい　し　　　　 けってい        ば　あい　　　ほ　ご　　ひ　　　　　し きゅう

申　
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◆ よくある質問

Q１．何年も路上生活をしていますが、申請できますか？

A１．年数にかかわらず、路上生活をしていても、生活保護は申請できま

　　　す。

Q２．借金があっても申請できますか？

A２．借金があっても問題ありません。申請できます。

Q３．年金や仕事があっても生活が苦しいのですが、申請できますか？

A３．申請できます。年金や給料が生活保護の基準額に届かないのであ

　　　れば、基準額までのお金が生活保護費として受給できます。

Q４．持ち家や車を持ったまま、生活保護を受けられますか？

A４．居住用の家については、原則として保有が認められるものの、例外

　　　がありますので、事前に相談してください。車については、通院など

　　　に利用する場合に持つことができることがありますので、相談してく

　　　ださい。

★その他のいろんな質問は、次のページの相談窓口に電話してくださ　　

　 い。

 なん ねん      ろ　じょう せいかつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん せい

 しつ もん

　　　　　　しゃっきん　　　　　　　　　　　　　 しん せい

          ねんきん　　　　し　ごと　　　　　　　　　　　　　　せいかつ　　　くる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しん せい

　　　 しん せい　　　　　　　　　　　　　ねんきん　　 きゅうりょう　　　せいかつ　ほ　ご　　　　　き じゅんがく       とど

　　ねん すう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ　じょう せいかつ　　　　　　　　　　　　　　　　　 せいかつ　ほ　ご         しん せい

　　　　　　しゃっきん　　　　　　　　　　　　　もん だい                                   しん せい

                           き じゅんがく　　　　　　　　　　　 かね　　　せいかつ　ほ　ご　　ひ　　　　　　　　じゅきゅう

                      も　　　　いえ　　　くるま　　　も　　　　　　　　　　　　　　せいかつ　ほ　ご　　　　う

    きょ じゅうよう       いえ　　　　　　　　　　　　　　　　　げんそく　　　　　　　　 ほ　ゆう　　　 みと                                               れいがい　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　ぜん　　　そう だん                                    くるま　　　　　　　　　　　　　　　　 つう いん

    　　　　 　り　よう              ば　あい　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そう だん

    　　　　 　 た　　　　　　　　　　　　　　　しつ もん            つぎ                                そう だん まど ぐち      でん　わ



　　２０ 　 ２１　

 

０９６－３２８－２３２０

０９６－３６７－９１２９

０９６－３２９－６８３９

０９６－３５７－４１３４

０９６－２７２－６９１０

◆ 生活保護の申請・相談窓口

【て】 生活保護課　中央区

　　　     　　　　　　  東区

　　　　　     　　　 　 西区

　　　　　　　     　　  南区

　　　　　　　　　       北区

★各区役所の住所は、相談窓口・支援団体一覧の５０ページをご覧く

　ださい。 

　また、熊本市以外にお住まいの方は、お住まいの市町村にお尋ねくだ

　さい。

◆ 生活保護を相談できる窓口

　一人で申請することが不安な人や、申請を断られて納得ができない人

　には、相談できる窓口があります。

【か】 NPO法人でんでん虫の会

（電話）０９６－２９７－８１１６

【う】 熊本市生活と健康を守る会

　申請書の作成指導、スタッフによる同行もできます。

（電話）０９６－３８４－９６４８

【と】 NPO法人熊本クレ・サラ被害をなくす会

　スタッフによる同行もできます。

（電話）０９６－３５１－７４００

【つ】 熊本県司法書士会

（電話）０９６－３６４－２８９０

【ち】 熊本県弁護士会

（電話）０９６－３２５－０００９

【な】 こども食堂「寺子屋カフェ」

　家計の見直し、スタッフによる同行もできます。

（電話）０９６－３８４－３８５４

せいかつ　 ほ　ご　　　　しん せい　 そう だん まど ぐち

せいかつ　 ほ　ご　　か　　    ちゅうおう  く

　　　　　　　にし　く

　　　　　　　　　　　ひがし く

みなみ く

　                         きた　く

かく　 く　 やく しょ        じゅうしょ　　　　　 そうだん まどぐち　　　し　えん だんたい いちらん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 らん

　              く ま もと   し　　い がい　　　　　　 す　　　　　　　　　 かた　　　　　　　　 す　　　　　　　　　　し　ちょうそん　　　　　  たず

　そうだん　　　　　　　　 まど ぐち

　　く ま も と   し    せいかつ　　　　けん  こう　　　 まも　　　　かい

  ほう じん                               むし　　　　かい

 でん　わ

ひ　と　り　　　 しんせい　　　　　　　　　　　　　　ふ　あん　　　ひと　　　　　 しんせい　　ことわ　　　　　　　　な っ とく                               ひと   

　しんせい しょ　　　　さく せい   し  どう                                            どう  こう

せいかつ　 ほ　ご　　  そう だん                  まど ぐち

 でん　わ

 でん　わ

　　          ほう じん　 く ま も と                                  ひ　がい　　　　　　　　　　　　 かい

　　                            どう  こう

 く ま  もと  けん   し　 ほう　 しょ　  し   かい　

           か　けい　　　 み　なお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 どう こう

でん　わ

　　　　　　　　　　　　 しょく どう      てら  　こ  　や

でん　わ

でん　わ

 く ま  もと  けん  べん　ご 　　し 　かい



　　２２ 　 ２３　

◆ 生活保護のポイント
せいかつ　 ほ　ご



　　２４ 　 ２５　



　　２６ 　 ２７　

７．暮らしに関する相談をしたいとき

◆ 犯罪事件について相談したい

【に】 公益社団法人くまもと被害者支援センター（ゆあさいどく

　　　 まもと）

 （内容）　犯罪にあわれた被害者やその家族などで、「何をどうしたらよ

　いかわからない。」、「誰かに話を聞いてもらいたい。」、「法律や裁判な

　ど今後のことを相談したい。」といった方に対して、まずはお話を聞き、

　検察庁や裁判所、その他の関係機関への付き添いや、弁護士による

　法律相談、臨床心理士によるカウンセリングなどいろいろな支援を無　

　料で行っています。

　①電話相談のとき

　（いつ）月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く）　１０時～１６時

  （電話）相談専用電話　０９６－３８６－１０３３

　②FAXやメールのとき

　（いつ）２４時間（お返事については祝日・年末年始は除く）

　（FAX）０９６－３８６－０３８８

　（メール）center@k-v-support.jp

　③来所による相談のとき

　（いつ）月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く）　１０時～１６時

　※予約が必要ですので、まずは巻末の相談機関一覧の番号にお電話

　ください。

◆ 犯罪で逮捕された後の生活の相談がしたい

【ぬ】 熊本県地域生活定着支援センター

（内容）　刑務所、少年院などの矯正施設や、警察署の留置所などから　

　出所した高齢者や障がい者等で、「住む場所がない」、「お金がなくて生

　活に困っている」、「病院にかかりたい」、「福祉施設を利用したい」とい

　った福祉や医療の支援を必要としている人に対して、その人に合った　

　支援を一緒に考えていき、二度と犯罪を行わないように支援していきま

　す。

（いつ）月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く）８時～１７時３０分

（電話）０９６－２７７－１５０８

※ここに書いてあることは、出所後の相談窓口についてです。

　　現在、矯正施設等に入所している方については、保護観察所からの

　支援依頼が先になりますので、詳しくは矯正施設の職員にお尋ねくださ

　い。

 

　く　　　　　　　  かん          そうだん

はんざい じ けん                      そうだん

こうえき しゃだん ほうじん                 ひ がい しゃ　し えん

　はん ざい　　　　　　　　　　　　　　　ひ  がい しゃ　　　　　　　　　 か  ぞ く　　　　　　　　　　　  なに　ない よう

　だれ　　　　　 はなし　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほう りつ　　　 さい ばん

こん　ご　　　　　　　　　　　　そう だん                                                かた　　　たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　はなし　　　き

　けんさつちょう　　　 さい ばん しょ　　　　　　　　　た　　　　かんけい　き かん　　　　　　　つ　　　　 そ　　　　　　　　　べん  ご  し

 りょう     おこな

　でん　わ　そう  だん

　よ　やく　　　  ひつ よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん まつ      そう だん  き　かん いち らん　　　ばん ごう　　　　　　でん わ

　でん　わ　　　そう だん せん よう でん わ

　じ　かん　　　　　へん じ                                 しゅくじつ　 ねん まつ ねん し         のぞ

　らい  しょ　　　　　　　　　そう　だん

　げつ よう  び         きん よう　び　　しゅくじつ　　ねん まつ ねん し        のぞ　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　じ

　げつ よう  び         きん よう　び　　しゅくじつ　　ねん まつ ねん し        のぞ　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　じ

 ほう りつ そう だん　　りんしょう  しん  り    し                                                                                                       し　えん　　　む

　ない よう　　　　けい む  しょ     しょうねんいん　　　　　　　　きょうせい　しせつ　　　　　　けい さつ しょ　　　 りゅう ち  じょ

 しゅっしょ　　　　   こう れい しゃ　　　しょう　　　　　　しゃ など               す　　　　　ば  しょ                                     かね　　　　　　　　　　せい

　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅっしょ　ご　　　　そうだん まどぐち

　　               げつ よう  び         きん よう　び　　しゅくじつ　　ねんまつ ねん  し        のぞ　　　　　　じ　　　　　　　　　じ　　　　　ふん

　し 　えん  い　らい　　　さき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くわ　　　　　　　 きょうせい　し せつ      しょく いん　　　　　　たず

 はん ざい       たい ほ                   あと　　　 せいかつ       そうだん

 かつ　　　こま　　　　　　　　　　　　　　　　びょういん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふく   し    し せ つ        り　よう

  　 　し　えん　　　いっ しょ      かんが　　　　　　　　　　　　　に　ど　　　 はんざい     おこな　　　　　　　　　　　　　　　　 し　えん

　　　げんざい　　きょうせい　し  せつ とう      にゅうしょ　　　　　　　　　　　かた　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　ご　 かん さつ しょ

 くまもと けん  ちいきせいかつていちゃくしえん

ふく　し　　　　　い りょう        し　えん　　　ひつよう　　　　　　　　　　　　　 ひと　　　 たい　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　あ

　　　　　　　　　　でん　わ



　　２８ 　 ２９　

◆ つらい気持ちを聞いてほしい

【は】 よりそいホットライン

　　　　（一般社団法人社会的包摂サポートセンター）

（内容）　生活のこと、仕事のこと、住居のこと、自殺したくなったとき、心

　のこと、家庭のこと、お金のこと、病気のこと、障がいのこと、犯罪のこ

　と、性のこと、DV・性暴力のこと、子どものこと、法律、法的手続き、行

　政、その他の諸手続き、教育のこと、人間関係のこと、外国籍のこと、

　被災地・原発のこと、その他、どんなひとの、どんな悩みにもよりそっ

　て、地域の相談機関につなぎながら一緒に解決する方法を探します。

　　外国語による相談も受付けています。

　　We also accept telephone consultation in foreign languages.

　※相談受付は電話のみになります。

（いつ）２４時間年中無休

　外国語による相談時間は１０時から２２時までです。

　Foreign language consultation time is from 10 am to 10 pm every day.

（電話）０１２０－２７９－３３８（通話料は無料）

　　よりそいホットラインに電話すると、はじめに音声ガイダンスが流れま

　すので、当てはまる相談の番号を押してください。

　　外国語での相談は、ガイダンスが流れたら、２を押してください。

　　For service in foreign languages, please press 2 after the guidance.

◆ 依存症の相談をしたいとき

●依存症の自助グループ

（内容）　依存症という病気は、習慣のコントロールができないため、本

　人はもちろん、家族までもが傷つき病んでいきます。

　　そんな人達のために自助グループがあります。

　　誰にも言えない悩みや思いをそこで話してみませんか。

（連絡先）

【ね】 熊本県精神保健福祉センター

（電話）０９６－３８６－１１６６

【の】 熊本市こころの健康センター

（電話）０９６－３６２－８１００

（グループの種類）

　・断酒会・AA（アルコール依存症）　　　・GA（ギャンブル依存症）

　・NA（覚醒剤、処方薬、市販薬などによる薬物依存症）

　・SCA（性依存症）　　　・EA（感情のコントロールができない人）

　・依存症の問題で悩んでいるご家族向けに「家族教室」もあります。
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　　３０ 　 ３１　

【ひ】 熊本いのちの電話

（内容）　誰にも相談できず、生きる希望を失った時、一人で悩まずに話　

　をきかせてください。秘密は守り、お名前もお聞きしません。

（いつ）２４時間年中無休　※ただし、２２時～翌朝１０時までは熊本県内

　　　　 からの発信のみ受け付け

（電話）０９６－３５３－４３４３

　　　　 ※フリーダイヤル（通話料無料）０１２０－７８３－５５６

　　　　　フリーダイヤルについては、

　　　　　毎月１０日以外の１６時～２１時（期間：２０２２年３月３１日まで）

　　　　　毎月１０日の８時～１１日の８時（２４時間）

【ふ】 熊本こころの電話（熊本県精神保健福祉協会）

（内容）　こころの健康相談を行っています。

（いつ）毎日　１１時～１８時３０分

（電話）０９６－２８５－６６８８

【ね】 熊本県精神保健福祉センター

（内容）　心の悩みや精神障がいについての相談を受け付けています。

（いつ）月曜日～金曜日　９時～１６時（祝日、年末年始は除く）

（電話）０９６－３８６－１１６６

　※来所相談は事前予約が必要です。

【の】 熊本市こころの健康センター

（内容）　熊本市の方を対象に、こころの健康や精神障がい者の社会復

　　帰についての相談を受け付けています。

（いつ）月曜日～金曜日　９時～１６時（祝日、年末年始は除く）

（電話）０９６－３６２－８１００

【か】 NPO法人でんでん虫の会

（内容）　ひとりで生活していると悩みこんでしまうことがあります。日ごろ

　から顔を合わせてお話しできる場をと願い、お茶やお菓子を食べなが

　ら自由に参加できる「おしゃべり会」を開いています。

（いつ）毎週水曜日　１４時～１７時

（電話）（問い合わせ先）０９６－２９７－８１１６

（場所）市民活動支援センターあいぽーと

　　　　 （バス停・熊本市電電停「交通局前」正面のウェルパルくまもと

　　　　　１階）

　くま もと                                でん　わ

　             ほう  じん                              むし　　　　 かい

 ない よう                               せいかつ　　　　　　　　　　　　  なや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ

　　　　　じ　ゆう　　　　さん　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい　　　　ひら

　　　　　　　　　てい　　くま もと  し　でん　でんてい　　こうつう きょく まえ    しょうめん

 

でん　わ　　　　と　　　　　あ　　　　　　　さき

　ば　しょ　　し　みん　かつどう　し　えん

　 　　　　 かお        あ　　　　　　　　　　　　 はな　                      ば　　　　　 ねが                 ちゃ　　　　　　　か　し　　　　　た　　　　　　

　かい

　ない よう       だれ　　　　　　そうだん　　　　　　　　　　　 い　　　　　　 き　ぼう      うしな　　　　　とき　　　ひ と り        なや　　　　　　　　はなし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ みつ　　　 まも　　　　　　　　な　まえ　　　　　　き

　　　　　　　　　　　 じ　かん ねんじゅうむきゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　よくあさ　　　　　じ　　　　　　　　　　くま もと  けんない

　　でん　わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つう　わ りょう　む　りょう

　　　　　　　　くま　もと　けん　せい しん    ほ　けん　ふく　し

　ない よう       こころ　　　なや　　　　　　せいしんしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうだん　　　う　　　　　つ
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　　３２ 　 ３３　

◆ 災害被害に遭ったので相談したい

【へ】 くまもと災害ボランティア団体ネットワーク（KVOAD）

（内容）　地震や水害、台風などの自然災害に遭った時、住まいの復旧　

　活動などを行う支援団体につなぎ、生活の立て直しを一緒に行いま　　

　す。

（いつ）月曜日～金曜日　１０時～１８時

　　　　 ※ただし、災害発生時は２４時間受け付け

（電話）０９６－２８８－４１１７

（メール）info@kvoad.com

【ほ】 熊本こころのケアセンター

（内容）　被災者ひとり一人の気持ちに寄り添いながら、地域それぞれの

　多様性に応じ、それぞれの実情に合わせた電話・訪問・来所相談など

　様々なこころの支援を行っていきます。

（いつ）月曜日～金曜日　９時～１６時（日曜・祝日は除く）

　　　　 ※来所相談は事前予約が必要

（電話）０９６－３８５－３２２２

８．障害に関する悩み

◆ 障害全般に関する相談

【ま】 熊本市障がい者相談支援センター

（内容）　障害のある方やそのご家族などからの福祉に関する相談に応

　じ、情報の提供や助言、福祉サービスの利用援助等の必要な支援を　

　行います。相談は無料です。

　さいがい　ひ　がい　　　 あ　　　　　　　           そうだん 　        しょう がい　　　 かん　　　　　　　なや
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　　　　　しょう がい　ぜん   ぱん          かん　　　　　　　　  そう　だん

おこな　　　　　　　　　　そうだん　　　　む　りょう

 

　　　　 じょうほう　　　 ていきょう　　　じょげん　　　ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　　り　よう　えんじょ　など　　　ひつ よう　　　　し　えん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい　がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　だん たい                                           けー　ぼあーど

　　　　　　　　　　　 　さいがい はっ せい　じ                  じ　かん　う　　　　　つ

　　でん　わ

　　　　　　    げつよう　び　　　　きんよう　び　　　　　　　　じ　　　　　　　　　じ

　ない よう       　ひ　さい しゃ                  ひ と り           き　 も                よ　　　　そ　　　　　　　　　　　　　 　ち　いき

　　　　　　　　げつよう　び　　　　 きん よう　び            じ　                  じ　　 にちよう　　しゅくじつ　　　のぞ

　　でん　わ

た　ようせい　　　 おう                                          じつじょう　　　　あ　　　　　　　　　　でんわ　　　ほうもん　　らいしょ　そうだん　

 さま ざま　　　　　　　　　　　　　　し　えん　　 おこな

　　　　　　　くま　もと

　ない よう         じ　しん　　　　すいがい　　たいふう　　　　　　　　　　しぜん　さいがい　　　　あ　　　　　　とき　　　 す　　　　　　　　　ふっきゅう
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                              らいしょ　そうだん　　　　じ　ぜん　よ　やく　　　　ひつよう

 くま　もと 　し   しょう　　　　　　　 しゃ　そう だん　　し　　えん

    名 称               電　話　　　　　　　　　　　　　　住　所

 ちゅうおう

  ウ ィ ズ

　 青　空

　き ら り

  さいせい

 じょうなん

      絆

  アシスト

 チャレンジ

０９６－２８５－７１４４

０９６－２００－１５７１

０９６－２３７－６７７７

０９６－２３７－７５６３

０９６－２２３－６６６３

０９６－２８５－８７５７

０９６４－２８－７７９９

０９６－２８８－５０１２

０９６－２１５－９５００

中央区萩原町3番25号1階B号室

中央区新大江3丁目20番3号

東区長嶺西3丁目1番35号

東区健軍1丁目27番3号

西区春日1丁目3番18号

南区田迎5丁目1番27号

KSビル1階B号室

南区城南町宮地1050（城南まち

づくりセンター内）

北区龍田7丁目1番65号102号

北区西梶尾町451番地1

　　 めい　しょう                             で ん 　　わ                                                              じゅう　　 しょ

　　                                                                                       ちゅうおう　く　はぎわらちょう　 ばん       ごう　　かい　　 ごうしつ

　　                                                                                       ちゅうおう　く　しん おお　え    ちょう　め　　　 ばん    ごう

　あお　　ぞら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひがしく　ながみねにし　　ちょうめ　　 ばん　     ごう

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひがしく　けんぐん　　ちょうめ　　 　 ばん   ごう

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にし　く　　かすが　　　ちょうめ 　 ばん　　   ごう

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みなみく　たむかえ　 　ちょうめ 　 ばん　　   ごう

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みなみく　じょうなんまち みや じ                  じょうなん

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けーえす　　　　　かい　　 ごう しつ

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ない

　きずな

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きた　く　 たつ　だ 　　 ちょうめ 　 ばん　　   ごう           ごう

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きた　く　 にし　かじお　まち　　　　　 ばん ち



　　３４ 　 ３５　

【み】 熊本市障がい者福祉相談所

（内容）　身体障害者や知的障害者の方を中心に福祉サービスの紹介や

生活の相談などを行っています。

（いつ）月曜日～金曜日　８時３０分～１７時１５分

　　　　 （祝日・年末年始は休みです）

（電話）０９６－３６２－６５００

◆ 精神障害・心の健康に関する相談

【の】 熊本市こころの健康センター

（内容）　ご自身やご家族のこころの悩みについて相談をお受けしており

　ます。電話相談や保健師、心理士などによる相談のほか、必要に応じ

　て、精神科医師の相談を受けることも可能です。来所相談については、

　電話による予約が必要です。（熊本市の方が対象）

（いつ）平日　９時～１６時

（電話）０９６－３６２－８１００

【む】 熊本県こころの健康相談電話

（内容）　心の悩みや精神障がいに関して気軽に相談できるように、専門

　のスタッフが電話で相談に応じています。（熊本市以外の方が対象）

（いつ）月曜日～金曜日　９時～１６時（祝日、年末年始を除く）

（電話）０９６－３８６－１１６６　（専用電話）

◆ 発達障害に関する相談

【め】 熊本市発達障がい者支援センターみなわ

（内容）　熊本市内にお住まいの自閉症、アスペルガー症候群、その他　

　の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害および学習障害などの発達

　障害がある方やご家族などが相談できる場所です。来所相談もできま

　すが、まず電話やFAX、メールで連絡ください。

（いつ）月曜日～金曜日　８時３０分～１７時１５分

　　　　 （祝日・年末年始は休みです）

（電話）０９６－３６６－１９１９　　（FAX）０９６－３６６－１９００

（メール）kchssc@kumamoto-minawa.com

●発達障害に関する団体

【も】 熊本県発達障害当事者会Little bit

（内容）　「仕事が長く続かない」「人間関係がうまくいかない」「強いこだ　

　わりがあって苦しい」「考えが他人に理解されない」…もしかしたら発達

　障害かも？

　　このような特徴は発達障害を持っている人にみられるものです。発達

　障害は一説によると人口の一割以上の人が持っているとも言われ、決

　して特別なものではありません。

　　Little bitは「発達障害当事者」が主役のグループで、月２回程度、熊

　本市内の会場で仕事や生活についての悩みや工夫をわかちあうため

　の集まりを行っています。そのほか、当事者による講演会やイベントも

　行っています。

　  くま　もと  　し   しょう　　　　　　　 しゃ　 ふく　 し　　そう だん　しょ　 　       はったつ しょう がい　   かん　　　　 　そう だん

　　こうはんせい　はったつ しょうがい　　ちゅうい　けっかん　た　どう せいしょうがい　　　　　　　　 がくしゅう しょうがい　　　　　　　　はったつ

　　　　　 くま  もと    し   はっ たつ　しょう                しゃ　　し　えん

　　　　　　　　　でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れん らく

しょうがい　　　　　　　　 かた              か　ぞく　　　　　　　　　そう だん                    ば　しょ　　　　　　　　らい しょ　そうだん

　せいしん しょうがい　こころ　　　けん こう　　　かん             そうだん

　　　　　　　　 くま  もと    し                               けん こう

　　　　　　    げつよう　び　　　　きんよう　び　　　　　　じ　　　　　 ふん　　　　　　　　じ　　　　　ふん

　　　　　　せいしん か　   い  し          そうだん　　　　う　　　　　　　　　　　　　　か　のう　　　　　　　　らいしょ　そうだん　　

　ない よう               じ  しん                か ぞく                               なや　　　　　　　　　　　　　　 そう だん              う

　　　　　　　　げつよう　び　　　　 きん よう　び            じ　                  じ　　しゅくじつ　　ねん  まつ ねん し　　　のぞ

　　でん　わ

　　でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん よう でん　わ

　　　　　　　　　　　　　　　でん わ　　　　そうだん　　 　おう　　　　　　　　　　　　　　　　　 くま もと　し     い がい　　　 かた　　　たいしょう

でん　わ　　　　　　　　　よ　やく　　　　ひつよう　　　　　　　　　　くま もと　し　　　　 かた       たいしょう

　　　　　　　　　でんわ　そうだん　　　　ほ　けん　し　　　 しん　り 　し                                そう だん                         ひつよう　　　 おう

　ない よう         しんたい しょうがいしゃ　　　　ち　てき しょうがいしゃ       かた　　 ちゅうしん　　　ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　しょうかい

　　　　　　　　　　　しゅくじつ　　ねんまつ ねんし　　　　 やす

                      へいじつ　　　　　じ　　　　　　　　　じ

ない よう　　　　くま　もと 　し  ない　　　　　　 す　　　　　　　　　　じ　へいしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうこう ぐん　　　　　　　　　た

　　でん　わ

　ない よう       こころ　　　なや　　　　　　せいしんしょう　　　　　　　　 かん　　　　　　き　がる        そうだん　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんもん

　　　　　　　　 くま  もと   けん                            けん こう　 そう だん　でん　わ

でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　ふぁっくす

はっ たつ しょうがい　　　　 かん　　　　      だん たい

くま　もと　けん  はっ たつ しょうがい　 とう   じ　　しゃ　かい　 り る び っ と

ない よう　　　　　 し　ごと　　　　なが　　つづ　　　　　　　　　　 　にんげん かんけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つよ

      げつよう　び　　　　きん よう　び　　　　　 じ　　　　　 ふん　　　　　　　　じ　　　　　ふん

      　　　　　 しゅくじつ　　ねんまつねん　し　　　　やす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くる                   かんが　　　　　た にん         り　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はったつ

　　　　　　　しょうがい

　　　　　　　　　　　　　　　　 とく ちょう　　　はったつ しょうがい　　　も              　　　　 　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　はったつ

　しょうがい　　　 いっせつ　　                   じん こう       いち わり　い　じょう　　　ひと　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　けっ

　　　　　　　 とく べつ

　　　  り る   びっ と             はったつしょうがい とう　じ   しゃ          　しゅやく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つき      かいてい　ど　　  くま

　　　もと　し　ない　　　 かいじょう　　　し　ごと　　　　せいかつ　　　　　　　　　　　　　　 なや              く　ふう

　　　　　　あつ　　　　　　　 おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　じ　しゃ　　　　　　　　　こう えん かい

　おこな

 せいかつ　　　そう だん                 おこな   



　　３６ 　 ３７　

　　参加するのに、診断の有無は問いません。家族や支援者や友人の　

　参加も可能です。まずは気軽に連絡してください。できるだけメールで　

　の連絡をお願いします。

（電話）０８０－２５５５－４００９　（電話委託先：当事者会連絡センター）

（メール）littlebitkumamoto@gmail.com

（フェイスブック）

　　https://www.facebook.com/littlebitkumamoto

【や】 発達協働センターよりみち

（内容）　「発達協働センターよりみち」は障害児・者の相談支援を行って

　いるところです。名前は、発達障害の当事者の方々がつけました。発　

　達障害にかかわる課題をはじめ、多様な境遇にある方々が、立場や考

　えを超えて「協働」する場づくりを応援しています。「ふつう」「平均」にと

　らわれない育ちあいを目指します。

　・障害当事者がやってみたいことの応援　　・子育て相談

　・障害のある学生の支援　　・就労や療育などのケアプランの作成

　などのほか、病院・施設から地域に移行する支援、障害者も講師にな　

　る研修会、教職員の方々の相談なども行っています。

（電話）０９０－４５９６－６５４４

（メール）hattatsu.yorimichi@gmail.com

【ゆ】 NPO法人ブルートレイン・カンパニー

（内容）　発達・精神障害児者と呼ばれる人々をはじめとした、子どもから

　高齢者まで障害の有無に関わらず社会的抑圧を受けやすい人々が主

　人公となり、地域の中で楽しいこと、わくわくするような活動を通して、　

　様々な社会的障壁と向き合いつつ、すべての人々が持つ「魅力」や「可

　能性」を引き出し合う活動が連鎖的に広がっていくような諸条件を整え

　るための試行錯誤を行い、人がもともと持っている力をパズルのように

　組み合わせ、地域全体の力を高めあう活動をしています。

　A．支援機関の利用サポート（医療・支援機関活用センター）

　・支援機関に相談したけれど、うまく相談が伝わらなかった

　・支援機関の人といきちがってしまった

　B．高校・大学の修学（障害学生代弁支援センター）

　・障害があるけれど高校・大学に進学したい

　・高校・大学での学びで合理的配慮について代弁が必要である

　C．発達障害・精神障害コロナ禍・災害時での困りごと（災害・コロナご

　　　意見箱）

　・仕事が減った/うまくいかなくなった　　・周囲に誤解されている

　D．自分の可能性を広げたい（活躍舞台支援センター）

　・挑戦したいことがあるけれどどうしていいかわからない

　・オンラインイベントなどを開いてみたい

　E．発達障害・精神障害・災害に関する研修会・座談会

　・支援機関・医療機関・親の会等向けの研修・交流会の企画

　・当事者・地域が協働した継続的なワークショップ・研修会の開催

　※他の公的機関・医療機関の相談をする方が適切と当法人が判断す

　る場合はそちらをご案内いたします。ご理解の上でご利用ください。

（電話）０８０－５２７４－７５７４（原則メールでお願いします）

（メール）bluetrain.company@gmail.com

　  さん　か　　　　　　　　　　　　　　しんだん　　　　 う　む           と　　　　　　　　　　　　　　　　かぞく　　　　　し　えんしゃ　　　　ゆうじん

　  のうせい　　　　　ひ　　　　だ　　　　あ　　　かつどう　　　　れんさ　てき　　　　ひろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょじょうけん　　　ととの

　　　し　えん　き　かん　　　　り　よう　　　　　　　　　　　　　いりょう　　　　しえん　き　かんかつ　よう

　　　　　 　　　　　 し　こう　さく　ご        おこな　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　ちから

　　　　こうこう　　　だいがく　　　しゅうがく　　しょうがいがくせい だいべん　し　えん

　　し　えん　き　かん　　　そうだん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうだん　　　つた

　　　　　　　　 はっ たつ きょうどう

　　 　れんらく　　　　　　ねが

　たつしょうがい　　　　　　　　　　　　　　　か　だい　　　　　　　　　　　　　　た　よう　　　きょうぐう　　　　　　　　　かたがた　　　　　たち　ば　　　かんが

　ない よう            はったつきょうどう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがいじ　　　しゃ　　　　そうだん　し　えん　　　おこな

しょうがい　　　　　　　　　がくせい　　　　し　えん　　　　　 しゅうろう       りょういく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくせい

　　でん　わ                                                                           でんわ　　いたく　　さき　　とう　じ　しゃ　かい れんらく

　　こう　れいしゃ　　　　　　しょうがい　　　う　　む　　　かかわ　　　　　　　　しゃかい てき　よくあつ　　　　う　　　　　　　　　　　　　ひとびと　　　しゅ

　　　　　　　　　　　　　　　　びょういん　　しせつ　　　　　　　ち　いき　　　　い　こう　　　　　　　しえん　　　しょうがいしゃ　　　こう　し

　　　　　　　　　　　　　そだ　　　　　　　　　　　　め　ざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 な　まえ            はったつしょうがい　　　 とう　じ　しゃ        かたがた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はっ

　さん　か　　　　かのう　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　がる　　　れんらく　　　

          こ                きょうどう　　　　　　　　ば　　　　　　　　　　　おうえん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へいきん

く　　　　　　あ　　　　　　　　　ち　いき　ぜんたい　　　ちから　 たか                 かつどう　　　

　　でん　わ

　ない よう       　はったつ　せいしんしょうがい　じ　しゃ　　　　よ　　　　　　　　　　ひとびと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ

しょうがいとう　じ　しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おうえん　　　　　　こ　そだ　　　　そうだん

　　　　　　　　　　　　　　　　けんしゅうかい　きょうしょくいん　　　かたがた　　　　そうだん　　　　　　　　おこな

　　　　　　　　　　　　ほう　じん

　　じんこう　　　　　　　　　　　ち　いき　　　なか　　　たの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつどう　　　とお

　　さまざま　　　しゃ　かいてきしょうへき　　　む　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとびと　　　　も　　　　　　みりょく　　　　　　　　か

　　し　えん　き　かん　　　ひと

　しょうがい　　　　　　　　　　　　　　　　　こうこう　　　だいがく　　　　しんがく

　こうこう　　　だいがく　　　　　　まな　　　　　　 ごう　り　てき はい りょ                         だいべん　　　 ひつよう

　はっ たつしょうがい　せいしん しょうがい                  か　　　さいがい　じ　　　　　　　こま　　　　　　　　　さいがい

　 い　けんばこ

　　しごと          へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうい　　　　ご　かい

　　　じ　ぶん　　　　か　のうせい　　　ひろ　　　　　　　　　　  かつやく　ぶ　たい　し　えん

　　　                                                            ひら

　はっ たつしょうがい　せいしん しょうがい    さいがい　　　かん　　　　　　けんしゅうかい　　ざ　だんかい

　し　えん　き　かん　　　いりょう　き　かん　　おや　　　かいなど　む　　　　　　けんしゅう　　こうりゅうかい　　　　き　かく

　とう　じ　しゃ　　　ち　いき　　　きょうどう　　　　　　けいぞくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けんしゅうかい　　　かいさい

ほか　　　こうてき　き　かん　　　い　りょう　きかん　　　　そうだん　　　　　　　　ほう　　　　てきせつ　　　とうほうじん　　　　はんだん

　ば　あい　　　　　　　　　　　　　　　　あんない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　かい　　　　うえ　　　　　　り　よう

　でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げんそく　　　　　　　　　　　　　　ねが

　　ちょうせん



　　３８ 　 ３９　

【よ】 特定非営利活動法人凸凹ライフデザイン

（内容）　発達障害の当事者が中心になって、発達障害やそのほかの障

　害、病気などについての啓発を行う団体です。発達障害の本も作成し　

　ていますので、お気軽にお問い合わせください。

（ホームページ）https://unevennpo.wixsite.com/decoboco

（メール）uneven.npo@gmail.com

【ら】 高機能自閉症・アスペルガー当事者会シェアハート

（内容）　私たちは高機能自閉症・アスペルガーをはじめとする主に１８歳

　以上の当事者の居場所つくりとして毎月集まりを行っています。また、　

　社会福祉士の資格を持つ当事者や医療や福祉サービスを使い自立生

　活を営む当事者が対等な立場で相談を受け付けています。

（メール）shareheart3@gmail.com

◆ 身体障害などに関する相談

【り】 特定非営利活動法人　自立生活センター　ヒューマンネ

　　　 ットワーク熊本

（内容）　障害当事者が中心となって運営し、障害のある方の地域での　

　自立した生活を支援している団体です。

　　地域での自立生活を希望される方のご相談に対応いたします。

（電話）０９６－３６６－３３２９　

（FAX）０９６－３６６－３３５９

（メール）cil-human@mist.ocn.ne.jp

　 　　　　 とく　てい　　ひ　えい　り　　かつ　どう　ほう　じん　でこ  ぼこ 　  　　しんたいしょうがい　　　　　 　　　かん　　　　　 そうだん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くま　もと

　　　　じ　りつ　　　　　　せいかつ　　　し　えん　　　　　　　　　　　だんたい

がい　 　びょう き                                            けいはつ　　おこな　　だんたい　　　　　　　　はったつしょうがい　　　ほん　　　さくせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　き　がる　　　  　　　と          あ

い　じょう　　　とう　じ　　しゃ　　　　い　ば　しょ　　　　　　　　　　　　　　　 まいつき あつ　　　　　　　おこな

ない よう         はったつしょうがい　　　 とう　じ　 しゃ       ちゅうしん　　　　　　　　　　　　　はったつしょうがい　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう

             とく　てい　　ひ　えい　　り　かつ　どう　ほう　じん　　　　じ　りつ　　せいかつ　　

かつ　　いとな　　 とう　じ　　しゃ　　　たい とう　　　　たち　ば　　　そう だん        う　　　　　つ

　ない よう       わたし　　　　　　　　こう  き   のう  じ　へい しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おも　　　　　　　 さい

こう　　き　 のう    じ　へい　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 とう  　じ　 しゃ　かい

しゃかいふく　し　　し　　　　　し　かく　　　　も　　　　とう　 じ　 しゃ　　　　いりょう　　　　ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　つか　　　　じ　りつせい

　ない よう　　　　しょうがい とう　じ　しゃ       ちゅうしん　　　　　　　　　　　うんえい　　　　しょうがい　　　　　　　　　かた　　 　ち　いき

　ち　いき　　　　　　　じ　りつ　せいかつ　　　き　ぼう　　　　　　　　　かた　　　　　 そうだん　　　たい　おう

　でん　わ



　　４０ 　 ４１　

９．家庭に関する相談をしたいとき

◆ DVや女性のための相談窓口

【る】 NPO法人トナリビト

（内容）　親を頼るのが難しい１０～２０代の若者の住まいやお仕事の相

　談を受け付けています。

　　緊急で泊まれるお部屋もあります。

（いつ）月曜日～金曜日　１０時～１９時

　　　　 ※緊急時はこの時間以外でも連絡できます。

（電話）０９０－８４０９－６５６５

（LINE ID）tonaribito.net

【れ】 NPO法人熊本どんぐり・女性サポートシェルターGrowth

（内容）　困りごとを抱えた女性とこどもたちを支援しています。

　　シェルターの利用、新しい住まいを探したいときの支援、食料配付、　

　電話や面談によるなんでも相談も行っています。

　　どこに相談したらよいか分からないときはお気軽にお電話ください。

（いつ）月曜日～金曜日　１０時～１６時

（電話）０９０－９４９０ー０５５３

【ろ】 人権NPOちなもい・ハートフルちなもい

（内容）　ご近所トラブルや学校でのいじめなど様々な相談をお受けしま

　す。（面談または電話）

（いつ）毎週月曜日　１２時～１４時

（電話）（問い合わせ）０９６５－３２－３０３０　（人権NPOちなもい）

（場所）八代教育会館内　（八代市大手町１－５９－２）

【わ】 NPO法人くまもと相談所

（内容）　「離婚はしたけど、新しい住まいを確保できない。」

　「これって暴力？私はいつまでたえればいいの…。」

　「いろいろなことを弁護士に相談したい、だけど一人ではいくことがで　

　きない…。」

　「同意のない性行為をされた…、妊娠しているかもしれない。」

　「他の人には知られたくない。」

　「警察に相談したいけど一人で行く勇気がない…。」

　これらの女性等の様々なご相談を聞かせていただいています。

　ご相談の内容によって各関係機関と連携させていただき、必要な支援

　におつなぎし、一緒に問題等の解決をめざしております。

（いつ）月曜日～金曜日　８時３０分～１７時３０分

　　　　 土曜日　１０時～１５時

（電話）０８０－８５８３－６７５４　（女性相談員が対応いたします）

（メール）kuma2soudan@gmail.com

（LINEのQRコード）（「そう」という名前で追加されます。）

　 　か て い     かん           そうだん 　  　     じんけん

　　　　　 めんだん                   でん　わ

でん　わ　　　　 と　　　    あ                                                                                    じんけん

でぃーぶい　じょ せい　　　　　　　　　　　　そう だん  まどぐち

 だん        う　　　　　つ

　　　　　　　　　　　　　　　ほう　じん

　　　　　　げつよう　び　　　　きん よう   び　　　　　　　　じ　　　　　　　 　じ

ない よう       おや　　　たよ　　　　　　　　むずか　　　　　　　　　　　　　　　　だい　　　わかもの　　　　す　　　　　　　　　　　　　し　ごと　　　　そう

　　でん　わ

　ない よう        こま　　　　　　　　　　 かか　　　　　　じょせい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　えん

きんきゅう　　　と　　　　　　　　　　　　　へ　や

　　　　　　　　　　　　　　　　きんきゅう じ　　　　　　　　　　じ　かん　い　がい　　　　　れん らく

　　　　　　　　　　　　ほう　じん　くま　もと　　　　　　　　　　　　　　　 じょ せい                                                               　ぐ　ろ　う　す

　ない よう　　　　　　　きんじょ　　　　　　　　　　　　　　がっこう　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 さまざま        そうだん　　　　　　 う

　　　　　　まいしゅう げつよう び　　　　　　　　じ　　　　　　　　　じ

　でん　わ                                                                           じょせい　そうだん いん       たいおう

　　　　　　げつよう　び　　　　きん よう   び　　　　　　　　じ　　　　　　　 　じ

　 ら い ん　あいでぃー

　　　　　　　　　　　　　　 り　よう    あたら　　　　 　す　　　　            さが　　　　　　　　　　　　　　　　 し　えん     しょくりょう はいふ

　　でん　わ        めんだん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうだん　　 おこな

　　                     そうだん　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　がる　　　　　   でん　わ

　　でん　わ

ば　しょ　　　やつしろきょういくかいかん ない        やつしろ　し　　おおて　まち

　  　     　　　ほう　じん　　　　　　　　　　　　そう だん　じょ

　ない よう　　　　　 り　こん　　　　　　　　　　　　　　　　あたら　　　　　す　　　　　　　　　　かくほ

　　　　　　　　　　　ぼうりょく　　　わたし　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べん ご　し　　　　　そうだん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ と り　

　どう　い　　　　　　　　　　せいこう　い　　　　　　　　　　　　　　　　　にんしん

　ほか　　　ひと　　　　　　　し

　けいさつ　　　そう だん                              ひ と  り　　　　 い　　　ゆう　き     

　　　　　　　　　　　じょせい など　　　 さま ざま             そうだん　　　　き

　　　　そうだん　　　ないよう　　　　　　　　　　　　かくかんけい　き　かん　　 れんけい                                              ひつよう　　　　し　えん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっしょ　　　　もんだい とう        かいけつ

　　　　　　　　 げつよう　び         きんよう　び　　　　　　じ　　　　　ふん　　　　　　　　じ　　　　　ふん　　　　　　　

　　　　　　　　 　ど　よう　び　　　　 　　　じ　　　　　　　　　じ

　 ら い ん      きゅーあーる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　まえ　　　　ついか



　　４２ 　 ４３　

【は】 よりそいホットライン

（内容）　どんな人の悩みにもよりそって、一緒に解決する方法を探しま　

　す。

（いつ）２４時間、３６５日

（電話）フリーダイヤル・無料　０１２０－２７９－３３８

◆ 子どもの相談窓口

【を】 定時制・通信制の灯を消すな！熊本県民集会

（内容）　定時制・通信制高校でこれから学びたい方や今通っている方　

　の相談を受けています。

（いつ）相談したい時に（電話に出られないときもありますが、遅れて掛　

　　　　 けなおします。）

（電話）０９０－２７１２－３５６０（木田文博）

（場所）中央区水前寺１丁目３３-１８　水前寺共済会館グレーシア３階

【ん】 熊本県子ども・若者総合相談センターCOCON

（内容）　熊本市以外にお住まいの１５歳から４０歳未満の方とそのご家

　族、ご友人、その他関係機関からの様々な悩みや不安（ニート、ひきこ

　もり、疾病・障害、就労、人間関係など）を１つの窓口で受け、その方の

　状況に合わせて適切な支援機関をご紹介しています。

（いつ）電話相談…月曜日～金曜日　８時３０分～２１時（祝日・年末年　

　　始除く）

　来所相談…月曜日～金曜日　８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年　

　　始除く）

　メール相談…年中無休２４時間受け付け、返答は翌日以降になります

（電話）０９６－３８７－７０００

（メール）http://kowaka-cocon.jpから「お問い合わせ」に進み、必要な情

　報を入力して送信してください。

（場所）東区月出１丁目１-１２０　熊本県精神保健福祉センター２階

　  こ　　　　　　　　　 そう だん まどぐち

　　　　　てい　 じ　  せい     つう　しん　せい　　　　ひ　　　　　　け　　　　　　　　　　　く ま  もと　けん　みん しゅうかい

でん　わ　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　だ   ふみひろ

ない よう       　　　　　　　　　ひと　　　なや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっ  しょ        かいけつ　　　　　 ほう ほう       さが

　　　　　　　　　　　 じ　かん              　　 にち 　ない よう　　　　てい　じ　せい　　つうしんせい　こうこう　　　　　　　　　　　　　　 まな　　　　　　　　　かた　　　いま かよ　　　　　　　　　　 かた

　でん　わ

　　でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む りょう

ば　しょ　　ちゅうおう　く　 すい ぜん じ      ちょう め                            すいぜん じ　きょうさい かいかん　　　　　　　　　　　　　　　　かい

　ない よう　　　　くまもと　 し　　い　がい              す　　　　　　　　　　　　　 さい                      さい　み　まん　　　かた　　　　　　　　　　　 か

　　　　 そうだん　　　　う

ぞく　　　　　　ゆうじん　　　　　　　　　た　かんけい　き　かん　　　　　　　　 さまざま       なや　　　　　　 ふ　あん

　　　　　くま　もと　けん　こ　　　　　　　　　　わかもの　そう ごう　　そうだん

　            しっ ぺい  しょうがい　　しゅうろう　　 にんげんかんけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　まどぐち　　　　う　　　　　　　　　　　　かた 

じょうきょう　　　あ　　　　　　　　　 てき ぜつ        し　えん　き　かん　　　　　しょうかい　

　　　　　　 でん　わ　そう だん        げつよう　び　　　　きん よう  び　　　　　 じ　　　　　 ふん　　　　　　　　じ　　しゅく じつ　　ねんまつねん

　　　し　のぞ

　　　　　　　　 　 そうだん　　　ねんじゅう むきゅう　　　　　じ　かん　う　　　　　つ　　　　  　へんとう        よく じつ　い　こう

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　と           あ　　　　　　　　　　　すす　　　　　ひつよう　　　じょう

　　　　 そうだん　　　　　　　　　　　　　　　　でん　わ　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おく　　　　　　 か

　　　　　　 らい しょ　そう だん        げつよう　び　　　　きん よう  び　　　　　 じ　　　　　 ふん　　　　　　　　じ　　　　　ふん　しゅくじつ　　ねんまつ ねん

　　　し　のぞ

　ほう　 　にゅうりょく          そう しん

ば　しょ　　ひがしく　つき　で　　　ちょうめ　　　　　　　　　　　　　くま もと けん せいしん　ほ　けん ふく　し　　　　　　　　　　　　 　かい



　　４４ 　 ４５　

【ぱ】 熊本市子ども・若者総合相談センター

（内容）　熊本市内に住んでいるか、通勤・通学している３９歳以下の方と

そのご家族を対象に、育児やいじめ、人間関係、妊娠、職場などあらゆ

る悩みや不安について、専門の相談員がご本人の気持ちに寄り添い、

助言や情報提供、専門機関をご紹介します。

（いつ）電話相談…月曜日～金曜日　８時３０分～２１時（祝日・年末年始

　　除く）

　来所相談…月曜日～金曜日　８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始

　　除く）

　メール相談…年中無休２４時間受け付け、返答は来所相談等ができる

　　日以降になります

（電話）０９６－３６１－２５２５

（メール）kodomosougousoudan@city.kumamoto.lg.jp

（場所）中央区大江５丁目１-１　ウェルパルくまもと２階

【ぴ】 ２４時間子どもSOSダイヤル

（内容）子ども達が全国どこからでも、夜間、休日を含めて、いつでもSOS

　をより簡単に相談することができます。いじめで困ったり、自分や友人　

　の安全に不安があったりしたら、いつでも電話で相談してください。

（いつ）２４時間、３６５日

（電話）０１２０－０－７８３１０　（無料）

　※来所相談窓口はありません。

◆ 認知症についての相談がしたい

【ぷ】 熊本県認知症コールセンター

（内容）　認知症ご本人やその家族のため、私たち「家族の会」の介護体

　験者、専門職がさまざまな相談に応じています。６５歳未満で発症する

　「若年性認知症」でお悩みの方からもご相談をお受けしています。認知

　症についてのお悩みや疑問がございましたら、ぜひ一度お電話・来所

　・メールでご相談ください。

（いつ）水曜日以外の毎日開設（土・日・祝日も開設）

　　　　９時～２０時

（電話）０９６－３５５ー１７５５

（場所）熊本市中央区上通３－１５　ステラ上通ビル３階

      のぞ

ない よう       　くまもと　し　ない　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　つうきん　　つうがく　　　　　　　　　　　　　　　 さい   い　か　　　　かた

　　　　　　　 か　ぞく　　　たいしょう　　　　　いく　じ　　　　　　　　　　　　　　　にんげんかんけい　　にんしん　　　しょくば

　ば　しょ　　ちゅうおう く    おお え　　　ちょう め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい

　 ない よう　　　こ　　　　　　たち　　　ぜん こく                                          や　かん　　きゅうじつ　　ふく

　　　　　　　　かんたん　　　　そうだん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こま　　　　　　　　　 　じ　ぶん       ゆうじん

　  なや　　　　　　　ふ　あん　　　　　　　　　　　　　せんもん　　　 そうだん　いん　　　　　　ほんにん　　　　き　も　　　　　　　 よ　　　　そ

　　　　　　　じ　かん　　こ　　　　　 　えすおーえす

　　でん　わ　

　　　　　　 でん　わ　そう だん        げつよう　び　　　　きん よう  び　　　　　 じ　　　　　 ふん　　　　　　　　じ　　しゅく じつ　　ねんまつねん  し

　　　　　　　　 　 そうだん　　　ねんじゅう むきゅう　　　　　じ　かん　う　　　　　つ　　　　  　へんとう        らいしょ　そうだん とう

　　　　　　 らい しょ　そう だん        げつよう　び　　　　きん よう  び　　　　　 じ　　　　　 ふん　　　　　　　　じ　　　　　ふん　しゅくじつ　　ねんまつ ねん　し

      のぞ

　　　　　　 ひ　　い　こう

　　　　　　　　あん ぜん　　　 ふ　あん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん わ        そうだん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　かん　　　　　　　　にち

　　でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう　

　　 らい しょ　そうだん まどぐち

　　　　　　　　　く ま も と   し　 　こ　　　　　　　　　 わか もの そ う　ごう　そう　だん

　  じょげん　　　 じょうほう ていきょう　 せん もん　き  かん　　　　　しょうかい

 

にん　ち　しょう　　　　　　　　　　　　　　そう だん

　　　 にん  ち  しょう     ほん にん                    か　ぞく　　　　　　　　　　　わたし　　　　　　　か　ぞく　　　かい　　　　　かい　ご　たい

 けん しゃ　　 せんもんしょく                                   そう だん       おう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい　み　まん　　　はっしょう

 くまもと けん にん ち しょう

じゃくねん せい にん  ち しょう               なや　　　　　　かた　　　　　　　　　　　そう だん　　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にん　ち

しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　なや　　　　　　　ぎ  もん                                                                いち　ど        で ん わ     らい しょ

　　　　       そう だん

　　　　   すい よう  び    い がい　　　まい にち かいせつ　　ど　　　にち　  しゅくじつ     かいせつ

　　　　  でん　わ

　 ば  しょ    くま もと    し  ちゅうおう  く　かみとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　　かみとおり　　　　　　　 かい

　　　　  じ　　　　　　　　　じ



　　４６ 　 ４７　

１０．熊本に住む外国人のための相談
　　　Consultation for foreigners living in Kumamoto

【は】 よりそいホットライン（一般社団法人社会的包括サポートセンター）

　 “Yorisoi Hotline” （Social Inclusion Support Center (General Incorpo-  

    rated Association)）

（内容）　在留資格・ビザや国籍、生活文化や宗教、あるいはアイデンティ

　ティや自分の名前のことなど、外国出身者・外国籍者が直面しやすい　

　特有の課題がいろいろあります。そのほかにも、家族のこと、日本での

　生活、仕事やお金、差別や暴力を受けている、DVや人身取引…そのよ

　うなことで悩んでいませんか？

　　よくお話をお聞きし、必要と思われる情報を提供したり、助けとなる他

　の専門的な機関や団体をご紹介したりします。秘密は守ります。

　　There are various issues that foreign people can easily face, such as 

　visa status, nationality, life culture, religion or identity, your name. Also   

  if you have a problem with your family, everyday living, work, money,  

  discrimination, domestic violence, confinement or human trafficking ?

　　We will listen to you and provide you with information you may need. 

　　We will recommend other professional agencies and organizations to 

　help you. Your privacy will be protected.

　※外国語による相談は、英語、中国語、韓国・朝鮮語、タイ語、タガロ　

　グ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語で対応しています。

　※There is a Helpline for foreign people.

　※相談受付は電話のみになります。

　※The consultation desk is telephone only.

（いつ）外国語による相談時間は１０時～２２時までです。

　Foreign language consultation time is from 10 am to 10 pm every day.

（電話）０１２０－２７９－３３８（通話料は無料）

　Free telephone consultation　０１２０-２７９-３３８

【ぺ】 コムスタカー外国人と共に生きる会

　Kumusutaka-Association for Living Together with Migrants

（内容）　「コムスタカー外国人と共に生きる会」では、外国人が抱える、

　在留資格、雇用、社会保障、DVを含む夫婦間のトラブル、子どもの教

　育等多岐に渡る問題を、当事者と一緒に解決する努力をしています。

　　We strive to solve a wide range of issues facing international resi-　

　dents, including immigration, employment and labor conditions, 　　　　

　domestic violence and divorce, and children’s education. We promote 

　a multicultural society where human rights are protected and people 

　live in peace regardless of nationality or other social status. We strive 

　to bring awareness to the public that many of the issues facing 　　　　

　immigrants and refugees are our own issues.

（いつ）９時～２０時 From 9 am to 8 pm every day.

（メール）groupkumustaka@yahoo.co.jp

（Facebook）@KumustakaKumamoto

　 If you want to receive our service, please contact at:

　　Email : groupkumustaka@yahoo.co.jp

　　Facebook : @KumustakaKumamoto

　　   ない よう

　くま もと      　す　　　がいこく じん                        そうだん

              ざいりゅう  し　かく                        こく せき     せいかつ ぶん か　　　 しゅうきょう

　                   なや

せいかつ　　　し　ごと　　　　　　かね　　　さ　べつ　　　ぼう りょく       う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じん しん  とり ひき

  　　　　　　　　 そう だん うけつけ　　　 でん わ

　            がい こ く  ご　　　　　　　　　そう だん   じ  かん         　　　  じ      　　　　　　じ

　ない よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   がい こく じん　　  とも        い　　　　　　かい　　　　　　　　　 がい こく  じん       かか　

                       じ　　　　　　　　　じ

　いっ ぱん しゃだん ほう じん しゃかい てき ほうかつ

        じ  ぶん        な　まえ　　　　　　　　　　　　　　　 がい こく しゅっしん しゃ　 がい こく せき しゃ　　   ちょくめん

 とく　ゆう        か　だい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　ぞく                        に　ほん

  　　 せん もん てき　　　 き　かん　　　だん たい　　　　　しょうかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ みつ       まも

 

でん　わ　　　　　　　　　　　　　　つ な ぐ　　　　さ  さ える　 つう  わ  りょう       む りょう

　　                             がい こく じん    とも       い 　　　 　かい　　　

ざいりゅう　し　かく　　　 こ　よう      しゃ かい  ほ しょう                  ふく　　　 ふ う  ふ  かん                                  こ　　　　　　　　　きょう

 いく　など  た　き        わた　　　もん だい          と う  じ　 しゃ      いっ しょ       かい けつ             ど　りょく

　                  はなし　　　　　  き　　　　　　　 ひつ よう      おも　　　　　　　　　じょうほう　　　ていきょう　　　　　　　　　たす　　　　　　　　　　　た

  　がい こく 　ご                    そうだん　　　　　　えいご　　　ちゅうごく　ご　　　かんこく　　ちょうせん　ご　　　　　　　　ご

  　　　ご　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　　 たい おう



　　４８ 　 ４９　

　付録A．相談窓口・支援団体一覧
ふ　ろく　　　　　そうだん まどぐち　　　し  えん だんたい いちらん

一般社団法人

熊本県子ども食堂

ネットワーク

NPO法人

くまもと支援の会

記号　　　　    名称                　 電話・メール　　　　　　　 　　住所　　　

熊本市生活と健康を

守る会

一般社団法人minori

ビッグイシューくまも

とチーム

熊本市中央生活自

立支援センター

熊本市東生活自立

支援センター

熊本市南生活自立

支援センター

熊本県労働組合総

連合（熊本県労連）

連合熊本ユニオン　

ライフサポートセンタ

ー熊本

記号　　　　    名称                　電話・メール　　　　　　　 　　住所　　　

熊本市社会福祉協

議会

グリーンコープ生活

協同組合くまもと　生

活再生相談室

熊本県消費生活セン

ター

熊本県青年司法書

士会　無料月木夜間

法律相談会

熊本県弁護士会　法

律相談センター

熊本県司法書士会

総合相談センター

熊本ほほえみの会

NPO法人でんでん虫

の会

いっ ぱん しゃ だん  ほう  じん

くま　もと　けん　 こ　　　　　　　しょく どう

　　　　　　  ほう  じん

                      し　  えん　 　　かい

　　 くま  もと　し　　せい かつ       けん こう

               　かい

いっ ぱん しゃ だん  ほう  じん　　み　の　り

　　 くま  もと　し　　ちゅうおう　せい かつ　 じ

  
　　りつ　　し　 えん

　　 くま  もと　し　 ひがし く　　さくら ぎ　　　ちょう め

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　  て　とり　 ほん まち

　　             ちゅうおう　　く　  やく　しょ     かい

　みなみがわ　　　　　　　　　　　　　　　　　 となり

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　すい ぜん　じ　　　ちょう

　　め　　　　　　　　ふじ もと　　　　　　　　　　　　　　　ごう

　　 くま  もと　し　 ひがし く　ひがしほん まち

　　　　　　　　　　　 ひがし く　　やく　しょ　　 かい

　　 くま  もと　し　ひがし せいかつ   じ　りつ
  

　　し　 えん

　 くま  もと　し　  みなみ せいかつ   じ　りつ
  

　　し　 えん

　　 くま  もと　し　 みなみ く　とみ  あい まち  きよ　ふじ

　　　　　　　　　　　  とみ  あい がん かい かん ない

　　　みなみ く　 やく　しょ  となり

　　くま  もと　し　   ちゅう おう　く　　くわ　みず 　ちょう

　　 め                                     くわ　みず

　 くま  もと　けん　ろう  どう　くみ　あい  そう
  

　れん　ごう　　 くま　もと　 けん ろう　れん

きごう　　　　　　　　　　　 めい　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう　しょ 　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　 く　 ほん　 じ

　    ちょう　め　　　　　　　　　　 くま  もと  けん　ろう  どう

　 しゃ  ふく　し　　かい かん　　かい

　れん ごう　 くま  もと

　       くま　もと

な　す

　くま　もと　　し　　しゃ かい　ふく　し　　きょう

　 ぎ　かい

ちゅう おう　　く　　じ　　む　　しょ

ひがし　く　　じ　　む　　しょ

みなみ　く　　じ　　む　　しょ

にし　く　　じ　　む　　しょ

きた　く　　じ　　む　　しょ

くま　もと　 し　 ちゅうおう　く　 しんまち　　　ちょうめ　　　

    　　　　くま　もと   し   けん こう                       しん

まち ぶんしつ

くま　もと　 し　ひがし　く　あ きつ    ちょう　め

　くま　もと　 し　にし　く　　　お　しま   ちょう　め

　　　　　 にし　く　　やく　しょ ない

 くま もと　　し  みなみ く　じょうなんまち　みや じ

くま　もと　し　　きた　く　 うえ  き　まち　いわ の

　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　せい かつ

きょう どう　くみ　あい                    　　　せい

かつ　さい　せい　そう だん しつ

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　　いずみ　　　ちょう　め

　　　　　　　　　すい ぜん　じ

　　　　　　　　　　　　　　　 かい

　くま　もと　けん　しょう ひ　せい　かつ 　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　すい ぜん　じ

　くま　もと　けん　せいねん   し 　ほう  しょ

　し　　かい　　　 む りょう　げつ もく　　や　かん

　ほう りつ　そう　だん かい

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　おお　え　　　ちょう め

　くま　もと　けん　べん　ご　  し 　かい　　　ほう

　りつ　そう だん

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　すい　どう ちょう

　　　　　　　　　　　か　　じ

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　おお　え　　　ちょう め　くま　もと　けん　 し 　ほう  しょ　　し　かい

 そう　ごう　そう　だん

きごう　　　　　　　　　　　 めい　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう　しょ

くま　もと　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

　　 　　　　　ほう　じん　　　　　　　　　　　　　むし

  
　　　　かい

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう   く　　 く　　ほん　じ

０７０‐１９４８‐５２１２
kumamoto.ks.net
　　　　　　@gmail.com

０９０‐５９４５‐１９２６
minori@minori.main.jp

０９６‐３８４‐９６４８

bigissue.kuma
              @gmail.com

０９６‐３２８‐２７９５

０９６‐３６７‐９２３３

０９６‐３５８‐５５７１

０１２０‐３７８‐０６０

０１２０‐１５４‐０５２
０９６‐３７５‐３００５
fax ０９６‐３７５‐３０１６
jamjamnasu
　　　　@gmail.com(那須）

中央区事務所
０９６‐２８８‐５０８１

０９６‐２４３‐２１００

０９６‐３８３‐０９９９

０９６‐３２５‐０００９

０９６‐３６４‐０８００

０９６‐３６４‐２８９０

０５０‐８８８１‐５０００

０９６‐２９７‐８１１６

西区事務所
０９６‐２８８‐５８１７

東区事務所
０９６‐２８２‐８３７９

南区事務所
０９６４‐２８‐７０３０

北区事務所
０９６‐２７２‐１１４１

熊本市東区桜木2丁目

16-31

熊本市中央区水前寺3丁

目10-3藤本アパート1号

熊本市中央区手取本町

1-1　中央区役所2階

南側エレベーター隣

熊本市東区東本町

16-30　東区役所2階

熊本市南区富合町清藤

405-1　富合雁回館内

（南区役所隣）

熊本市中央区神水1丁

目30-7　コモン神水

熊本市中央区九品寺

1丁目17-9　熊本県労働

者福祉会館2階

熊本市中央区新町2丁目

4-27熊本市健康センター新

町分室3F

熊本市中央区出水2丁目

5-8　水前寺パークマン

ション2　2階

熊本市中央区水前寺

6-18-1

熊本市中央区大江4丁目

4-34

熊本市中央区水道町

1-23　加地ビル3F

熊本市中央区大江4丁目

4-34

熊本市中央区九品寺

3-3-26

Facebookで「NPO法人くまもと支援の会」を検

索してください。

熊本市東区秋津3丁目15-1

熊本市西区小島2丁目

7-1西区役所内

熊本市南区城南町宮地
1050

熊本市北区植木町岩野
238-1

あ
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　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほう　じん　　　　　　　　　　　　し　えん　　　　かい　　　　　 けん

　　さく



生活保護課

記号　　　　    名称                　 電話・メール　　　　　　　 　　住所　　　

こども食堂「寺子屋

カフェ」

公益社団法人くまもと

被害者支援センター　

（ゆあさいどくまもと）

熊本県地域生活定

着支援センター

よりそいホットライン

（一般社団法人社会

的包摂サポートセン

ター）

熊本いのちの電話

記号　　　　    名称                　電話・メール　　　　　　　 　　住所　　　

熊本市こころの健康

センター

くまもと災害ボランテ

ィア団体ネットワーク

（KVOAD）

熊本こころのケアセ

ンター

熊本市障がい者相

談支援センター

熊本市障がい者福

祉相談所

熊本県精神保健福

祉センター

熊本こころの電話

NPO法人熊本クレ・

サラ被害をなくす会

　　 くま  もと　し　 ひがし　く　 にし　ばる　　ちょう　め

　　 くま  もと　し　 ひがし く　ひがしほん まち

　 くま  もと　けん　 ち　いき  せいかつ　てい

 
　ちゃく　し　 えん

　　くま  もと　し　   ちゅう おう　く　みなみせんだん　ばた

　まち　　　　　　　　　くま もと　けん　そう　ごう　ふく　　し

　　　　　　　　　　　　　　　かい

　 くま  もと　けん　せい しん　 ほ　 けん ふく
  

　　し

きごう　　　　　　　　　　　 めい　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう　しょ

　 くま　もと                            でん　わ

　くま　もと　　し　　　　　　　　　　　　　けん こう

　　　　　　  　　　　さいがい

            だんたい

　　けい　ぼ　あ　ど

　くま　もと　　し　しょう　　　　　　　しゃ　そう

 だん　　し　えん

　　　　　　　　　　　　　　ちゅう おう　く　　はぎ わら まち

                 ちゅう おう　く　　　しん おお　え

　　　　　　　ひがし く　　なが みね にし

　　　　　　　　ひがし く　　けん ぐん

　　　　　　　　　　　   にし　く　　　かす　が

　　　　　　　　　　　　　みなみ　く　　た　むかえ

　　　みなみ く　　じょうなん まち

                        きた　く　　たつ　だ

                              きた　く　　にし　 かじ　お　まち

　あおぞら

きずな

きごう　　　　　　　　　　　 めい　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう　しょ

　　 くま  もと　し　 　にし く　　　お　しま　　　ちょう め

　　 くま  もと　し　 みなみ く　 とみ あい まち　きよ  ふじ

　　 くま  もと　し　  きた　 く　  うえ　 き   まち　いわ　の

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう   く　　 て　とり   ほん まち 　　 ちゅう  おう   く　　やく　しょ　　　　ほ 　ご　  か

　　 　　　ひがし   く　 やく　しょ　　　　 ほ 　ご　  か

　　 　　　  にし    く　 やく　しょ　　　　 ほ 　ご　  か

　　 　　　みなみ   く　 やく　しょ　　　　 ほ 　ご　  か

　　 　　　  きた    く　 やく　しょ　　　　 ほ 　ご　  か

　　 　　　　　　　　　　　　 せい かつ　 ほ 　ご　  か

                しょく どう      てら　　こ　  や

　 こう　えき　しゃ　だん　ほう じん
  

　　ひ　 がい　しゃ   し　 えん

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう   く　　すい ぜん　じ     ちょう

　　め

　　 くま  もと　し　 ひがし　く　 つき　で

　　　いっぱん　しゃ　だん　ほう　じん　しゃ かい
  

　てき　ほう　せつ

　 くま　もと                         でん　わ

　 くま　もと

　くま　もと　　し　しょう　　　　　　　しゃ　ふく

　し　　そう　だん じょ

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　じ　 かん

                              　                 つう　わ　りょう　 む　りょう

   　まいつき　　　　　　 か  　い　がい                  じ　　　　　　　　　　じ

　　 まい つき            か　　　　じ　　　　　　　　　　にち　　　じ　　　　　　　　　じ　かん

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　おお　え　　　ちょう　め

　　　かい

　　くま  もと　し　   ちゅう おう　く　みなみせんだん　ばた

　まち　　　　　　　　　くま もと　けん　そう　ごう　ふく　　し

　　　　　　　　　　　　　　 かい

　　 くま  もと　し　 ひがし　く　 つき　で　　　ちょう　め

　　　　　　　　　　　　くま　もと　けん　せい　しん　ほ　 けん

   ふく　　し　　　　　　　　　　　　　　 かい

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　おお　え　　　ちょう　め

　
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ない

ほう　じん　くま　もと

ひ　がい　　　　　　　　　　　 かい

中央区役所　保護課

０９６‐３２８‐２３２０

東区役所　保護課

０９６‐３６７‐９１２９

西区役所　保護課

０９６‐３２９‐６８３９

南区役所　保護課

０９６‐３５７‐４１３４

北区役所　保護課

０９６‐２７２‐６９１０

０９６‐３８６‐０３３７
fax ０９６‐３８６‐０３３８
center@k-v-support.jp

０９６‐２７７‐１５０８

０９６‐３８６‐１１６６

０９６‐３５３‐４３４３（２４時間）

・フリーダイヤル（通話料無料）

　０１２０‐７８３‐５５６

　フリーダイヤルについては、

　毎月１０日以外の１６時～２１時

　毎月１０日８時～１１日８時（２４時間）

０９６‐２８５‐６６８８

０９６‐３６２‐８１００

０９６‐２８８‐４１１７

０９６‐３６５‐２８９０

０９６‐３８４‐３８５４

０１２０‐２７９‐３３８

０９６‐３８５‐３２２２

０９６‐３５１‐７４００

熊本市中央区手取本町

1-1

熊本市東区東本町

16-30

熊本市西区小島2丁目

7-1

熊本市南区富合町清藤

405-3

熊本市北区植木町岩野

238-1

熊本市中央区南千反畑

町3-7　熊本県総合福祉

センター2階

熊本市中央区大江5丁目

1-1　ウェルパルくまもと

3階

ちゅうおう　０９６‐２８５‐７１４４（中央区萩原町）

ウィズ　０９６‐２００‐１５７１（中央区新大江）

青空　０９６‐２３７‐６７７７（東区長嶺西）

きらり　０９６‐２３７‐７５６３（東区健軍）

さいせい　０９６‐２８５‐８７５７（西区春日）

じょうなん　０９６‐２８５‐８７５７（南区田迎）

絆　０９６４‐２８‐７７９９（南区城南町）

アシスト　０９６‐２８８‐５０１２（北区龍田）

チャレンジ　０９６‐２１５‐９５００（北区西梶尾町）

熊本市東区西原1丁目

5-5

熊本市中央区水前寺6丁

目9-5
ホームページ：www.k-v-support.jp

熊本市東区月出

3-1-120

ホームページ：https://ww-
w.since2011.net/yorisoi/

熊本市中央区南千反畑

町3-7　熊本県総合福祉

センター1階

熊本市東区月出3丁目

1-120　熊本県精神保健

福祉センター2階

熊本市中央区大江5丁目

1-50　（こどもセンター

「あいぱるくまもと」内）
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　　５２ 　 ５３　

熊本市発達障がい

者支援センターみな

わ

記号　　　　    名称                　 電話・メール　　　　　　　 　　住所　　　

発達協働センターよ

りみち

NPO法人ブルートレ

イン・カンパニー

特定非営利活動法人

凸凹ライフデザイン

高機能自閉症・アス

ペルガー当事者会シ

ェアハート

NPO法人トナリビト

NPO法人くまもと相

談所

記号　　　　    名称                　電話・メール　　　　　　　 　　住所　　　

熊本県子ども・若者

総合相談センター

COCON

熊本市子ども・若者

総合相談センター

２４時間子どもSOS

ダイヤル

熊本県認知症コール

センター

コムスタカ－外国人

と共に生きる会

Kumustaka-Associ-

ation for Living 

Together with 

Migrants

熊本県こころの健康

相談電話

特定非営利活動法人

自立生活センターヒ

ューマンネットワーク

熊本

定時制・通信制の灯

を消すな！熊本県民

集会

熊本県発達障害当

事者会Little bit

NPO法人熊本どんぐ

り

人権NPOちなもい

　 はっ たつ きょう どう

　 こう　き　　のう　　じ　へい しょう

　　　　　　　　　　　　　　とう　 じ　　しゃ　かい

きごう　　　　　　　　　　　 めい　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう　しょ

　             ほう　じん　　　　　　　　　　　そう

　だん　じょ

　てい　じ　　せい　　つう　しん　せい　　　　ひ

　　　　　け　　　　　　　　　　 くま　もと　 けん みん

　しゅう かい

 くま  もと 　けん　こ　　　　　　　　　わか もの

 そう　ごう　そう だん

　　　　　　じ　かん　 こ

　くま　もと　けん　　　　　　　　　　　　けん こう

 そう だん　でん　わ

きごう　　　　　　　　　　　 めい　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう　しょ

　　 　くま　もと　　し　 はっ たつ しょう

　　　 しゃ　　し　えん　

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう   く　 おお　え　　　ちょう　め

　　　　ほう じん

　 とく　てい　　ひ　えい　 り　 かつ　どう　ほう じん

　 でこ  ぼこ

　くま　もと　けん　にん　ち　しょう

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　すい ぜん　じ　　　ちょう

　　め　　　　　　　　　　　　すい ぜん  じ　 きょう さい かい

　 かん　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

　　 くま  もと　し　 ひがし　く　 つき　で　　　ちょう　め

　　　　　　　　　　　　くま　もと　けん　せい　しん　ほ　 けん

   ふく　　し　　　　　　　　　　　　　　 かい

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　 すいぜん　じ　　　 ちょう

     め　　　　　　　　　　　　　　　　　 す　どう   しん　いち

　　ろう　ぎょうせい　しょ　し　　 じ　　む　　しょ　 き　づけ　　
　　　　　　　　　　　

　　 くま  もと　けん はっ　たつ しょう がう　とう

　　　じ　 しゃ　かい　　り る び っ と

　　　とう　　じ　　しゃ かい　れん らく

　 とく　てい　　ひ　えい　 り　 かつ　どう　ほう じん

　  じ　 りつ　せい かつ

　 くま  もと

　　　　ほう じん

　　　　ほう じん　くま　もと

　じん けん

　 　き　　だ　 ふみ ひろ

 くま  もと 　 し　   こ　　　　　　　　 わか もの

 そう　ごう　そう だん

　　 くま  もと　し　 ちゅう おう　く　　おお　え　　　ちょう　め
　　　　　　　　　　　　　

　　　かい

　　 　　　　　　　　　　　 そうだん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と

　　　　あ　　　　　　　　　　 すす　　　　ひつよう

　じょうほう　  にゅうりょく　　　   そうしん

　　 くま  もと　　し　 ちゅう おう　く　 かみとおり

                     かみとおり　　　　　　　　 かい　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　がい　こく　じん

　　　とも　　　　　い　　　　　　　かい

０９６‐３８６‐１１６６

uneven.npo@gmail.com

shareheart3@gmail.com

０９６‐３６６‐３３２９
fax ０９６‐３６６‐３３５９
cil-human
          @mist.ocn.ne.jp

０９６‐８５８３‐６７５４
kuma2soudan
              @gmail.com

０９０‐２７１２‐３５６０

（木田文博）

０９６‐３８７‐７０００

メールでの相談はhttp://-

kowaka-cocon.jpから「お問

い合わせ」に進み、必要な

情報を入力して送信

０１２０‐０‐７８３１０

０８０‐２５５５‐４００９
　（当事者会連絡センター）

littlebitkumamoto
              @gmail.com

０９０‐８４０９‐６５６５
LINE ID：tonaribito.net

０９６‐３６１‐２５２５
kodomosougousoudan
  @city.kumamoto.lg.jp

０９６‐３８６‐１１６６
fax ０９６‐３６６‐１９００
kchssc@kumamoto
             -minawa.com

０９０‐４５９６‐６５４４
hattatsu.yorimichi
             @gmail.com

bluetrain.company
             @gmail.com 

０９０‐９４９０‐０５５３

０９６５‐３２‐３０３０

０９６‐３５５‐１７５５

groupkumustaka
             @yahoo.co.jp
Facebook：@Kumus-
takaKumamoto

熊本市中央区水前寺1丁

目33-18　水前寺共済会

館グレーシア3階

熊本市中央区上通3-15

ステラ上通ビル3階

熊本市東区月出3丁目

1-120　熊本県精神保健

福祉センター2階

熊本市中央区水前寺3丁

目2-14-302　須藤眞一

郎行政書士事務所気付

c/o Sudo Shinichiro 

Gyouseishoshi Office 

2-14-302, 3Choume, 

Suizenji, Chuou-Ku, 

Kumamoto City, Kuma-

moto, 〒862-0950

熊本市中央区大江5丁目

1-1

ホームページ：https://lit-

tlebitkumamoto.wix-

site.com/hattatu

熊本市中央区大江5丁目

1-1　ウェルパルくまもと

2階
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付録B.

くまもとべんり地図

（広域）

ち　　ず
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　　５４ 　 ５５　
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←へいせい

←みなみくまもと
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