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市町 種別 窓口名 住所 電話 ＦＡＸ

高齢 下田市役所 市民保健課 地域包括支援センター 下田市一丁目5番18号 0558-36-4146 0558-22-1030

障害 下田市福祉事務所 障害福祉係 下田市一丁目5番18号 0558-22-2216 0558-22-3916

総合 下田市社会福祉協議会 下田市四丁目1-1 0558-22-3294 0558-22-0584

高齢 伊豆市役所 長寿介護課 伊豆市小立野66-1 0558-72-9860 0558-74 -0151

障害 伊豆市役所 社会福祉課 伊豆市小立野66-1 0558-72-9863 0558-72-8638

伊豆の国市 総合 伊豆の国市役所 保健福祉・こども・子育て相談センター 伊豆の国市田京299番地の6（伊豆の国市役所大仁庁舎） 0558-76-8010 0558-76-8029

伊東市役所 健康福祉部 高齢者福祉課 長寿支援係 伊東市大原二丁目１番１号 0557-32-1561 0557-36-1165

宇佐美地域包括支援センター（宇佐美） 伊東市宇佐美2405-2（老健のぞみ内） 0557-48-0640 0557-48-0641

伊東地域包括支援センター（湯川・松原・岡・鎌田） 伊東市桜木町二丁目2番3号　伊東市健康福祉センター内 0557-38-4165 0557-36-1199

小室包括支援センター（川奈・吉田・荻・十足） 伊東市荻772-1（特養奥野苑内） 0557-38-8801 0557-38-2205

対島地域包括支援センター（富戸・八幡野・池・十足） 伊東市八幡野1028-4（特養伊豆高原十字の園内） 0557-55-2872 0557-55-0557

中央地域包括支援センター（玖須美・新井） 伊東市大原二丁目1番1号（伊東市役所高齢者福祉課内） 0557-52-3003 0557-36-1165

障害 伊東市役所 健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係 伊東市大原二丁目１番１号 0557-32-1532 0557-36-0775

総合 伊東市社会福祉協議会 伊東市桜木町二丁目2番3号　伊東市健康福祉センター内 0557-36-5512 0557-36-1199

成年後見 熱海市成年後見センター（熱海市社会福祉協議会） 熱海市中央町1-26 0557-86-6339 0557-86-6341

熱海市地域包括支援センター（熱海地区） 熱海市緑ガ丘町9-7 0557-86-0005 0557-86-0032

熱海市地域包括支援センター（上多賀・下多賀・網代） 熱海市下多賀817-2　遠藤マンション103号 0557-67-7600 0557-68-3800

熱海市地域包括支援センター（泉・伊豆山地区） 熱海市伊豆山717-1　熱海伊豆海の郷内 0557-80-5566 0557-80-5607

地域包括支援センター三島 三島市北田町4-47（三島市役所内） 055-983-2689 055-975-3159

中郷地区地域包括支援センター 三島市梅名578（介護老人保健施設梅名の里 内） 055-984-3777 055-984-3778

北上地区地域包括支援センター 三島市佐野1205-3（介護老人保健施設ラ・サンテふよう 内） 055-989-6500 055-989-7005

錦田地区地域包括支援センター
三島市谷田字藤久保2276
（三島総合病院附属介護老人保健施設 内）

055-975-2424 055-975-2425

障害 三島市役所 障がい福祉課 三島市北田町4-47 055-983-2691 055-976-5555

総合 三島市社会福祉協議会 三島市南本町20-30 055-972-3221 055-972-3466
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はら地域包括支援センター（浮島・原） 沼津市原1200-3（原高齢者福祉センター内） 055-969-4055 055-968-4511

あしたか地域包括支援センター（愛鷹） 沼津市東椎路1742-1（あしたかホーム内） 055-967-2988 055-967-2966

片浜・今沢地域包括支援センター（片浜の一部・今沢） 沼津市松長12-3（西友松長店内） 055-969-7050 055-968-2177

かなおか地域包括支援センター（金岡） 沼津市西沢田431-11 055-921-2022 055-924-2189

かどいけ地域包括支援センター（門池） 沼津市岡宮1147-8 055-939-6700 055-939-6710

きせがわ地域包括支援センター（大岡） 沼津市大岡1155（きせがわ病院前） 055-954-0755 055-954-0006

千本地域包括支援センター（第一・第二・片浜の一部） 沼津市本字千本1910-206（千本プラザ内） 055-962-5932 055-962-5348

第五地域包括支援センター（第五） 沼津市新宿町19-1（パスコグランドマンション新沼津） 055-939-8022 055-939-8021

かぬき地域包括支援センター（香貫・大平・第三の一部） 沼津市下香貫猪沼981-2（ぬまづホーム内） 055-933-3671 055-934-7322

第三・第四地域包括支援センター（第三の一部・第四） 沼津市西島町19-1 055-941-6605 055-941-6658

三浦・戸田地域包括支援センター
（静浦・内浦・西浦・戸田）

沼津市内浦重須627-7 055-919-5571 055-919-3949

障害 沼津市役所 市民福祉部　障害福祉課 沼津市御幸町16-1 055-934-4830 055-934-2631

高齢 御殿場市役所 介護福祉課 御殿場市萩原483 0550-83-1463 0550-84-1046

障害 御殿場市役所 社会福祉課 御殿場市萩原483 0550-82-4238 0550-84-1046

総合 御殿場市社会福祉協議会 御殿場市萩原988-1 0550-70-6801 0550-89-5501

裾野市役所 健康福祉部 社会福祉課 裾野市佐野1059 055-995-1819 055-992-3681

裾野市役所 健康福祉部 介護保険課 裾野市佐野1059 055-995-1821 055-992-3681

障害 裾野市役所 健康福祉部 障がい福祉課 裾野市佐野1059 055-995-1820 055-992-3681

富士宮市 総合 富士宮市地域包括支援センター 富士宮市弓沢町150 0544-22-1591 0544-22-1203

富士市高齢者地域包括支援センター 富士市永田町一丁目100 0545-55-2951 0545-55-2920

富士市東部地域包括支援センター 富士市増川新町12-1 0545-39-1300 0545-39-1301

富士市吉原中部地域包括支援センター 富士市比奈1481-2 0545-39-2700 0545-39-2701

富士市北部地域包括支援センター 富士市一色218-10 0545-23-0303 0545-21-8828

富士市鷹岡地域包括支援センター 富士市久沢475-1 0545-30-7062 0545-30-7082
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富士市吉原西部地域包括支援センター 富士市国久保1-11-36 0545-30-8324 0545-32-6848

富士市富士北部地域包括支援センター 富士市本市場新田24-5 0545-66-0115 0545-66-5155

富士市富士南部地域包括支援センター 富士市横割本町2-17 0545-65-8839 0545-65-8839

富士市富士川地域包括支援センター 富士市岩淵137-1 0545-81-4820 0545-81-4808

障害 富士市障害者基幹相談支援センター 富士市永田町一丁目100 0545-55-2761 0545-53-0151

総合
富士市成年後見支援センター
（富士市社会福祉協議会）

富士市本市場432-1 0545-64-6010 0545-60-5001

静岡市役所 葵区 高齢介護課 静岡市葵区追手町5-1 054-221-1089 054-221-1079

静岡市役所 駿河区 高齢介護課 静岡市駿河区南八幡町10-40 054-287-8678 054-287-8708

静岡市役所 清水区 高齢介護課 静岡市清水区旭町6-8 054-354-2162 054-354-3131

静岡市役所 葵区 障害者支援課 静岡市葵区追手町5-1 054-221-1589 054-254-6322

静岡市役所 駿河区 障害者支援課 静岡市駿河区南八幡町10-40 054-287-8690 054-287-8660

静岡市役所 清水区 障害者支援課 静岡市清水区旭町6-8 054-354-2168 054-352-0323

高齢 焼津市役所 地域包括ケア推進課 焼津市本町5-6-1 054-626-1117 054-621-0034

障害 焼津市役所 地域福祉課 焼津市本町5-6-1 054-626-1127 054-626-2189

成年後見
藤枝市成年後見支援センター（藤枝市社会福祉協議
会）

藤枝市岡部町内谷1400-1 054-667-2940 054-667-3319

高齢 藤枝市役所 地域包括ケア推進課 藤枝市岡出山1-11-1 054-643-3225 054-643-3506

障害 藤枝市役所 自立支援課 藤枝市岡出山1-11-1 054-643-3149 054-644-2941

高齢 島田市役所 長寿介護課 島田市中河町283-1 0547-34-3293 0547-34-3289

障害 島田市役所 福祉課 島田市中央町1-1 0547-36-7154 0547-37-0235

総合 島田市社会福祉協議会 島田市大津通2-1 0547-35-6244 0547-34-3261

牧之原市役所 高齢者福祉課
牧之原市静波447-1
※H31.4～総合健康福祉センターさざんかへ移転（静波991-1）

0548-23-0074 0548-23-0099

地域包括支援センターオリーブ（榛原地区）
牧之原市静波447-1
※H31.4～総合健康福祉センターさざんかへ移転（静波991-1）

0548-22-8822 0548-23-0099
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高齢 地域包括支援センターさがら（相良地区） 牧之原市相良275 0548-53-1900 0548-53-2889

障害 牧之原市役所 社会福祉課
牧之原市静波447-1
※H31.4～総合健康福祉センターさざんかへ移転（静波991-1）

0548-23-0072 0548-23-0099

高齢 御前崎市地域包括支援センター 御前崎市池新田5585 0537-85-1167 0537-85-1142

障害 御前崎市役所 福祉課 御前崎市池新田5585 0537-85-1121 0537-85-1144

高齢 菊川市役所 高齢者なんでも相談窓口 菊川市半済1865（菊川市地域包括支援センター） 0537-37-1120 0537-37-1113

障害 菊川市役所 福祉課 障がい者福祉係 菊川市半済1865 0537-37-1252 0537-37-1255

総合 菊川市社会福祉協議会 菊川市半済1865 0537-35-3724 0537-35-3202

高齢 掛川市役所 健康長寿課 予防支援係 掛川市長谷1-1-1 0537-21-1142 0537-21-1163

障害 掛川市役所 福祉課 福祉政策係 掛川市長谷1-1-1 0537-21-1215 0537-21-1163

掛川市社会福祉協議会 掛川市掛川910-1 0537-22-1294 0537-23-3319

東部ふくしあ 掛川市薗ヶ谷881-1 0537-61-2900 0537-61-2901

中部ふくしあ 掛川市杉谷南1-1-30 0537-28-9713 0537-28-9714

西部ふくしあ 掛川市下垂木1270-2 0537-29-5977 0537-29-5978

南部大東ふくしあ 掛川市三俣620 0537-72-1116 0537-72-6789

南部大須賀ふくしあ 掛川市西大渕100 0537-48-1007 0537-48-1013

袋井市役所 しあわせ推進課 家庭福祉係 袋井市新屋1-1-1 0538-44-3184 0538-43-6285

袋井北部地域包括支援センター 袋井市宇刈850-1 0538-48-5335 0538-48-5366

袋井中部地域包括支援センター 袋井市久能2891（可睡門前ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内） 0538-43-0326 0538-43-0327

袋井南部地域包括支援センター 袋井市新屋1-2-1 0538-42-7939 0538-42-7970

浅羽地域包括支援センター 袋井市浅羽4140（浅羽ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内） 0538-23-0780 0538-23-0781

障害 袋井市役所 しあわせ推進課 障がい者福祉係 袋井市新屋1-1-1 0538-44-3114 0538-43-6285

総合 袋井市社会福祉協議会 成年後見窓口 袋井市久能2515-1 0538-43-3020 0538-43-6305

磐田市北部地域包括支援センター 磐田市見付2510-4 0538-36-4865 0538-36-4603

磐田市中部地域包括支援センター 磐田市国府台57-7 0538-37-1060 0538-37-0550
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磐田市南部地域包括支援センター 磐田市上大之郷51 0538-36-8900 0538-36-8001

磐田市豊岡地域包括支援センター 磐田市下野部48 0539-63-0500 0539-63-0505

磐田市豊田地域包括支援センター 磐田市森岡150 0538-36-1300 0538-36-1301

磐田市竜洋地域包括支援センター 磐田市岡729-1 0538-66-9221 0538-66-9222

磐田市福田地域包括支援センター 磐田市福田400 0538-58-3242 0538-58-3243

障害 磐田市障害者相談支援センター 磐田市国府台57-7 0538-86-3133 0538-86-3133

NPO法人浜松成年後見センター 浜松市西区西山町808-72 053-485-8770 053-522-8123

NPO法人市民後見センターはままつ 浜松市中区木戸町4-51 053-462-3236 -

地域包括支援センター元浜（北、曳馬地区） 浜松市中区元浜町356 053-479-1215 053-479-1219

地域包括支援センター鴨江（西、県居、江西地区） 浜松市中区鴨江3-70-27 053-456-3362 053-452-6105

地域包括支援センター佐鳴台（城北、佐鳴台地区） 浜松市中区佐鳴台3-35-21 053-448-0201 053-448-0223

地域包括支援センター和合
（富塚、萩丘（住吉・和合）地区）

浜松市中区和合555 053-475-5560 053-475-5562

地域包括支援センター板屋
（中央、アクト、江東、駅南地区）

浜松市中区板屋町697 053-456-5600 053-458-1163

地域包括支援センター高丘
（萩丘（萩丘中、葵・高丘）地区）

浜松市中区高丘東4-43-11 053-420-6330 053-420-6331

地域包括支援センターありたま（積志地区） 浜松市東区有玉南町1436 053-434-7899 053-433-5555

地域包括支援センターさぎの宮（長上、笠井地区） 浜松市東区小池町38-1 053-432-5151 053-432-5188

地域包括支援センターあんま
（中野町、和田、蒲地区）

浜松市東区安間町55-8 053-423-2701 053-423-1263

地域包括支援センター大平台（入野、篠原地区） 浜松市西区大平台1-34-30 053-485-2800 053-485-2990

地域包括支援センター和地
（庄内、和地、伊佐見地区）

浜松市西区大山町2893-1 053-437-2001 053-437-2022

地域包括支援センター雄踏
（舞阪、雄踏、神久呂地区）

浜松市西区雄踏町宇布見4080-4 053-597-0022 053-597-0023

浜松市

成年後見

高齢

磐田市
高齢

「種別」の説明
①「高齢」：高齢者向けの相談窓口　　　　②「障害」：障害者向けの相談窓口　　　③「総合」：高齢者・障害者を問わない相談窓口 ④「成年後見」：成年後見制度に特化した相談窓口
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地域包括支援センター新津（新津、可美地区） 浜松市南区法枝町248-3 053-444-3333 053-444-3335

地域包括支援センター芳川
（芳川、河輪、五島地区）

浜松市南区石原町739 053-426-1503 053-426-1513

地域包括支援センター三和（白脇、飯田地区） 浜松市南区三和町242-1 053-462-1011 053-462-1015

地域包括支援センター三方原
（都田、新都田、三方原地区）

浜松市北区新都田5-12-21 053-428-6333 053-428-5560

地域包括支援センター細江
（細江、引佐、三ヶ日地区）

浜松市北区引佐町引佐町井伊谷2569 053-528-2288 053-542-0202

地域包括支援センター細江（三ヶ日支所）
（三ヶ日地区）

浜松市北区三ヶ日町三ヶ日500-1（三ヶ日協働ｾﾝﾀｰ内） 053-528-0788 -

地域包括支援センター北浜（北浜地区） 浜松市浜北区高薗208-2 053-584-2733 053-584-2755

地域包括支援センターしんぱら
（浜名、麁玉地区）

浜松市浜北区新原4092-2 053-584-1090 053-585-7850

地域包括支援センター於呂（中瀬、赤佐地区） 浜松市浜北区於呂2519-2 053-588-5600 053-588-5601

地域包括支援センター天竜（天竜、春野地区） 浜松市天竜区二俣町二俣2396-56 053-925-0034 053-925-0033

地域包括支援センター天竜（春野支所）
（春野地区）

浜松市天竜区春野町宮川1467-2（春野協働ｾﾝﾀｰ内） 053-983-5000 -

地域包括支援センター北遠中央
（佐久間、水窪、龍山地区）

浜松市天竜区龍山町戸倉711-2（龍山保健ｾﾝﾀｰやすらぎ内） 053-969-0088 053-969-0089

地域包括支援センター北遠中央（水窪支所）
（水窪地区）

浜松市天竜区水窪町奥領家2980-1（水窪協働ｾﾝﾀｰ内） 053-982-0870 -

地域包括支援センター北遠中央（佐久間支所）
（佐久間地区）

浜松市天竜区佐久間町中部18-11（佐久間協働ｾﾝﾀｰ内） 053-965-0080 -

障害者相談支援事業所アグネス 浜松市中区高丘北3-31-9 053-479-1215 053-414-3133

障害者相談支援事業所ぷらたなす 浜松市中区曳馬2-8-19 053-456-3362 053-545-6059

障害者相談支援事業所くすのき 浜松市中区和合町555（和合せいれいの里内） 053-448-0201 053-475-5562

障害者相談支援事業所だんだん 浜松市東区中郡474 053-475-5560 053-589-3023

障害者相談支援事業所ひがし 浜松市東区原島町266 053-456-5600 053-411-6522

障害者相談支援事業所まど 浜松市西区大人見町3419-5（工房ゆう内） 053-420-6330 053-570-1311

浜松市

高齢

障害

「種別」の説明
①「高齢」：高齢者向けの相談窓口　　　　②「障害」：障害者向けの相談窓口　　　③「総合」：高齢者・障害者を問わない相談窓口 ④「成年後見」：成年後見制度に特化した相談窓口
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障害者相談支援事業所すばる 浜松市西区大山町2254-1（大山ﾌｧｰﾑ内） 053-434-7899 053-414-5412

障害者相談支援事業所浜松南 浜松市南区江之島町600-1（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ江之島内） 053-432-5151 053-427-1316

障害者相談支援事業所信生 浜松市北区細江町中川7220-1（信生寮内） 053-423-2701 053-437-4526

障害者相談支援事業所ナルド 浜松市北区細江町中川7220-7（讃栄寮内） 053-485-2800 053-438-1594

障害者相談支援事業所はまきた 浜松市浜北区貴布祢2668（貴布祢ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内） 053-437-2001 053-587-2367

障害者相談支援事業所浜松東 浜松市浜北区高薗208-2（浜北愛光園内） 053-597-0022 053-546-3390

障害者相談支援事業所シグナル
浜松市浜北区高薗775-1
（浜松市発達医療総合福祉センター内）

053-444-3333 053-586-8827

障害者相談支援事業所ぽるた 浜松市浜北区東美薗591-1 053-426-1503 053-584-6308

障害者相談支援事業所てんりゅう 浜松市天竜区山東3382-2（やまびこﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内） 053-426-1504 053-926-2230

総合 浜松市社会福祉協議会 権利擁護センター 浜松市中区成子町140-8 053-450-7151 053-453-0608

湖西市役所 長寿介護課 長寿係 湖西市吉美3268 053-576-1212 053-576-1220

湖西市地域包括支援センター 恵翔苑
（表鷲津、鷲津、河美、古見、川尻、郷南郷北、三ツ谷、あ
けぼの）

湖西市新居町中之郷3636-21 053-595-1114 053-595-1115

湖西市地域包括支援センター 光湖苑
（上の原、南上の原第1～第3、新所原、白須賀第1～
第6、市場、山口、坊瀬）

湖西市新所岡崎梅田入会地17-20 053-577-5455 053-577-4555

湖西市地域包括支援センター 湖西白萩
（新所、大森、岡崎、梅田、入出、神座、太田、青平、
大知波、利木、横山）

湖西市太田450-1 053-573-2050 053-573-2055

湖西市地域包括支援センター 燦光
（新居中央、柏原、新居南、橋本、西浜名、内山、住
吉、ベイリーフ）

湖西市新居町新居1800-1 053-594-7474 053-594-5867

障害 湖西市役所 地域福祉課 湖西市吉美3268 053-576-4532 053-576-1220

高齢 東伊豆町地域包括支援センター 東伊豆町稲取3354 0557-95-1106 0557-95-5691

障害 東伊豆町役場 住民福祉課 福祉係 東伊豆町稲取3354 0557-95-6204 0557-95-5691

総合 東伊豆町社会福祉協議会 東伊豆町白田306 0557-22-1294 0557-23-0999

河津町 総合 河津町役場 健康福祉課 福祉介護係 河津町田中212-2 0558-34-1937 0558-34-1811

浜松市
障害

湖西市
高齢

東伊豆町

「種別」の説明
①「高齢」：高齢者向けの相談窓口　　　　②「障害」：障害者向けの相談窓口　　　③「総合」：高齢者・障害者を問わない相談窓口 ④「成年後見」：成年後見制度に特化した相談窓口
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高齢 南伊豆町地域包括支援センター 南伊豆町加納790 0558-36-3335 0558-36-3336

障害 南伊豆町役場 福祉介護課 福祉係 南伊豆町下賀茂315-1 0558-62-6233 0558-62-2493

総合 南伊豆町社会福祉協議会 南伊豆町加納790 0558-62-3156 0558-62-3156

松崎町 総合 松崎町社会福祉協議会 松崎町宮内272-2 0558-42-2719 0558-42-2719

総合 西伊豆町社会福祉協議会 西伊豆町宇久須258-4 0558-55-1313 0558-55-1330

高齢 地域包括支援センターにしいず 西伊豆町仁科393 0558-52-3030 0558-52-1383

障害・総合 西伊豆町役場 健康福祉課 福祉係 西伊豆町仁科401-1 0558-52-1961 0558-52-5750

函南町役場 福祉課 高齢者福祉係 函南町平井717-13 055-979-8126 055-979-8143

函南町地域包括支援センター 函南町平井717-28 055-978-1700 055-978-1777

障害 函南町役場 福祉課 福祉係 函南町平井717-13 055-979-8126 055-979-8143

高齢 清水町役場 長寿介護課 高齢者支援係 清水町堂庭210-1 055-981-8207 055-973-1959

障害 清水町役場 健康福祉課 障害福祉係 清水町堂庭210-1 055-981-8204 055-973-1959

高齢 長泉町役場 長寿介護課 長泉町中土狩828 055-989-5537 055-989-5515

障害 長泉町役場 福祉保険課 長泉町中土狩828 055-989-5512 055-989-5515

小山町役場 介護長寿課 介護長寿班 小山町藤曲57-2 0550-76-6669 0550-76-4770

小山町地域包括支援センター 小山町小山255-2 0550-76-9950 0550-76-9951

障害 小山町役場 住民福祉課 福祉班 小山町藤曲57-2 0550-76-6661 0550-76-4770

総合 小山町社会福祉協議会 小山町小山75-7 0550-76-9906 0550-76-9907

吉田町 総合 吉田町役場 福祉課 吉田町住吉87 0548-33-2104 0548-33-0362

高齢 川根本町役場 高齢者福祉課 長寿介護室 川根本町上長尾627 0547-56-2234 0547-56-1117

障害 川根本町役場 健康福祉課 地域福祉室 川根本町上長尾627 0547-56-2224 0547-56-1117

総合 川根本町地域包括支援センター 川根本町上長尾627 0547-56-2225 0547-56-1117

高齢 森町役場 保健福祉課 地域包括支援センター係 森町森50-1 0538-85-6341 0538-85-1294

障害 森町役場 保健福祉課 障害福祉係 森町森50-1 0538-85-1800 0538-85-1294

川根本町

森町

西伊豆町

函南町
高齢

清水町

長泉町

小山町

高齢

南伊豆町

「種別」の説明
①「高齢」：高齢者向けの相談窓口　　　　②「障害」：障害者向けの相談窓口　　　③「総合」：高齢者・障害者を問わない相談窓口 ④「成年後見」：成年後見制度に特化した相談窓口


